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カレンダー画面では、作成した作業記録、作業予定、生育記録、収穫記録をカレンダーから確認できます。

カレンダー - 1. 画面の構成

カレンダー画面の画面説明

　　 絞り込みウィンドウ
カレンダー上に表示する記録の絞り込み条件を指定します。
１

　　 カレンダー
カレンダー上に記録が表示されます。
2

　　 記録詳細ウィンドウ
カレンダー上の日付を選択すると、その日に登録された記録を一覧で表
示します。記録、予定、生育、収穫それぞれのタブをクリックして表示内
容を切り替えます。
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画面左側に表示される絞り込みウィンドウでは、カレンダー上に表示される記録の絞り込み設定を行えます。
カレンダー上に記録が多すぎる時に表示する記録を絞り込み、見やすくする操作を行う画面です。

カレンダー - 1. 画面の構成 > ①絞り込みウィンドウ

絞り込み設定中表示
一つ以上チェック (　　) を外したカテゴリは、カテゴリメ
ニューのアイコン右上に「絞り込みを設定中」を表す「  　」
が表示されます。
カテゴリを変えても維持されますので、複数にまたいで絞り
込みを設定したい場合にご活用ください。

絞り込みは、カテゴリを複数にまたいで設定できます。
これによりさらに高度な絞り込みが可能です。

カテゴリ別の選択について

①絞り込みウィンドウについて

…記録の種類から選択

…作業項目から選択

…圃場・区画から選択

…作業者から選択

…機械から選択

…農薬から選択

…肥料から選択

…作目・作付から選択

全選択
項目を全選択します。
全てにチェックが入っている状態でクリックすると、
項目の全解除ができます。

項目一覧
カテゴリに属する項目が一覧表示されます。

解除
全選択状態から 1 つでもチェック (　　) を外すと青
く点灯します。
この状態で 解除 を押すと初期状態である全選択状
態になります。

検索
キーワードを入力して絞り込みが行えます。
一覧が多すぎて探すのに手間がかかる場合にご活用
ください。

カテゴリ切り替え
アイコンをクリックすると絞り込みカテゴリの切り替
えができます。詳しくは右ページをご覧ください。

グループ一覧
カテゴリにグループ(またはグループに相当するもの)
がある場合、グループ一覧が表示されます。

絞り込みウィンドウのカテゴリを切り替
えます。
画面左のカテゴリメニューをクリックす
るとそれぞれの設定画面が表示されま
す。

カテゴリの項目はあらかじめ登録した
内容が表示されます。項目の登録に関し
ては各種基本設定マニュアルをご覧く
ださい。

カテゴリ切り替えについて

●カテゴリアイコンの詳細
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※画面は圃場のものです。
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基肥施用
定植準備
防除
生育記録
収穫記録
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画面中央のカレンダー部分では、月単位での記録管理ができます。
全ての記録を管理・俯瞰する、カレンダー画面の主となる画面です。

カレンダー - 1. 画面の構成 > ②カレンダー部分

作業予定・作業記録の判定
　　は予定、　　は記録を表します。

作業の種類
通常の作業は緑

肥料を使用した作業はオレンジ

農薬を使用した作業は紫  で表示されます。
※生育記録は「生育記録」、収穫記録は「収穫記録」と表示されます。

日付部分には、登録された作業名が表示されます。

※ 記録詳細ウィンドウが表示されていない場合、詳細ボタンを押すと選択された日の記録詳細が
　 右側に表示されます。

日付欄の表示について

②カレンダーについて

カレンダーでは、記録の確認・選択のほかそれに関する操作・設定が行えます。 カレンダー上部のボタンから、表示年月
の切り替えを行えます。
なお初期状態では「今日の日付」が選択
されています。

カレンダー表示の切り替え

2016年 5月

…1年もどる現在表示中の年 /月

…1ヶ月もどる… 今日の日付を選択します。

… カレンダー右の記録詳細
　 ウィンドウを開閉します。※

…1ヶ月すすむ

…1年すすむ

A
B
C
D

A B C D

カレンダーの表示を
切り替える際などに
操作します

日付を選択すると
記録を閲覧できます

6カレンダーの説明・操作 31 4 52
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画面右側に表示される記録詳細ウィンドウでは、カレンダー上で選択した記録の詳細が表示されます。
ここで作業記録、作業予定、生育記録、収穫記録すべての確認と編集ができます。

カレンダー - 1. 画面の構成 > ③記録詳細ウィンドウ

③記録詳細ウィンドウについて

記録は4種類あります。
作業記録は、日々の作業の記録です。
作業予定は、先の日付につけておける
予定情報です。
生育記録は、栽培している作物の草丈
や葉数の記録です。
収穫記録は、収穫後の作物の収量や
規格の記録です。
各記録は、それぞれの記録作成画面で
登録できます。

記録の種類

写真
写真をクリックすると別画面で大きく表示されます。

記録詳細
各種記録の詳細が表示されます。同じ日に複数の記
録がある場合、下へスクロールすると確認できます。

削除
各種記録の削除を行えます。
なお削除すると戻せませんのでご注意ください。

記録の入った日付をクリック、または記録名を直接ク
リックすると記録詳細ウィンドウが開きます。

各種記録は編集できます。
各記録の右上部分にあるボタンをクリッ
クすると編集画面に変わりますので、記
録を適宜編集してください。

　　　　　　　　…作業記録、収穫記
録、生育記録を編集する時に押します。

　　　　　　　　…作業予定を編集
する時に押します。

記録の編集

●作業予定●作業記録・生育記録・収穫記録

6カレンダーの説明・操作 41 52 3

閲覧したい記録を
切り替えます

記録を編集する

実績として登録

記録の切り替えタブ
閲覧する情報を切り替えます。

　　　　…作業記録

　　　　…作業予定

　　　　…生育記録

　　　　…収穫記録

記録

予定

生育

収穫
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カレンダー画面にアクセスすると、カレンダーが表示されます。
記録を見たい日を選択し、記録を閲覧できます。

カレンダー - 2. カレンダー画面の操作

記録詳細ウィンドウが開き、
詳細を確認できます。

STEP

4
カレンダー上部の年月変更ボタ
ンを操作し、記録を見たい日付の
ある年 /月を表示させます。

STEP

1

記録を確認したい日付または項目を
クリックすると、右に詳細が表示さ
れます。選択状態になると日付欄が
黄色にハイライトされます。

STEP

2
STEP

3

クリック

日付を選択した状態で、カレンダー
右上の　　　　　を押します。

クリック

右側の記録詳細ウィンドウがすでに開いている時には、
STEP3 の操作は必要ありません。記録が登録された日付
を選択した時点で、その記録が表示されます。

記録詳細ウィンドウの表示について

6カレンダーの説明・操作 51 2 3 4

詳細

記録を見たい
月に変更

最初から開いている記録詳細ウィンドウ
ウィンドウの開閉状態は前回アクセスした時の状態が
維持されますので、記録詳細ウィンドウが最初から開
いている場合があります。
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カレンダー上の記録を確認する際、表示を絞り込むための設定を行えます。
記録の種類、作目・作付、圃場・区画、作業項目、作業者、機械、農薬、肥料を自由に選択できます。

カレンダー - 2. カレンダー画面の操作 (絞り込みをする)

絞り込み条件は特にボタンを押
す必要がなく、即座にカレンダー
に反映されます。

●絞り込み前のカレンダー ●「間引き」からチェックを
　 外したあとのカレンダー

STEP

7

絞り込みでチェックを
外した項目は非表示に
なります

選択したカテゴリの一覧が表示されま
す。
初期状態では全ての項目が選択されてい
ますので、絞り込みを行いたい項目以外
のチェック (　　) をクリックして外しま
す。

例：
金塚 1と金塚 3に関する記録だけを
見たい場合、金塚 1と金塚 3以外の
チェックを外します。

全ての記録を見たい場合、チェックを外す
必要はありません。

STEP

6

絞り込みウィンドウから絞り込みを行
いたいカテゴリを選択します。

STEP

5

絞り込みたい
カテゴリを
選択

※画面は圃場のものです。

カレンダーの説明・操作 61 2 3 4 5

カレンダーの詳しい操作は 3ページ、記録の詳細の
詳しい操作は4ページ、絞り込みウィンドウの詳しい
操作は2ページも一緒にご覧ください。

CHECK


