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Ver.1.00 ソフトウェアガイドでの章番号 Ver.2.00 ソフトウェアガイドでの章番号と変更内容

■4. 管理ツールの設定 / 6. メールの設定 ■4. 管理ツールの設定 / 6. メールの設定

　メール受信設定の設定方法を追加しました。

■5. 点呼ツールの設定 / 4. 点呼確認項目編集 ■5. 点呼ツールの設定 / 4. 点呼確認項目編集

　確認項目数を 5 個から 10 個に拡張しました。

■6. IT 点呼の設定

　新規追加

■6. 管理ツール各画面説明 / 7. メールの設定 ■7. 管理ツール各画面説明 / 7. メールの設定

　メール受信設定の画面説明を追加しました。

■7. 点呼ツール各画面説明 / 4. 点呼確認項目

編集

■8. 点呼ツール各画面説明 / 4. 点呼確認項目編集

　確認項目数を 5 個から 10 個に拡張しました。

■7. 点呼ツール各画面説明 / 点呼記録簿出力 ■8. 点呼ツール各画面説明 / 点呼記録簿出力

　点呼確認項目の表示数を 5 項目と 10 項目から選

　べるようになりました。

■8. 使用要件 ■9. 使用要件

対応 OS が増えました。
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ソフトウェア使用許諾契約書

東海電子株式会社（以下「弊社」といいます）は、お客様に、ソフトウェア（以下「本ソフト」といいます）を使用す

る権利を下記の条件で許諾します。

第 1 条　権利

お客様は、本ソフトの使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第 2 条　第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることは

できません。

第 3 条　複製

お客様は、本ソフトをインストールしたコンピュータ内においてのみ、本ソフトの全部もしくは一部について複製する

ことができます。

第 4 条　変更および改造

本ソフトの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じ

たとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また、解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じたと

しても、弊社は一切の責任を負いません。

第 5 条　免責

  (1) 弊社は、本ソフトが全てのアプリケーションソフトからの印刷をいかなる条件下でも常に正しく行うこと、全て 

       のアプリケーションソフトが常に動作すること、およびアプリケーションソフトの全機能を満足することを保証す  

       るものではありません。

  (2) 弊社は、本ソフトのご使用によりお客様が失った利益やデータに対する損害など、いかなる損害についても責任

       を負いません。

  (3) お客様がご使用のオペレーティングシステムをバージョンアップされた場合に、お客様は本ソフトの一部がお客

       様のご使用のコンピュータ上で作動しないことがあり得ることを、あらかじめ了解し、弊社に対してその責任を問

       わないものとします。

  (4) 個人情報登録は本人の同意のもとに行ってください。お客様による個人情報消失、破壊、第三者の不正アクセス

       による情報の改ざんや流出に関しての損害に対する責任は弊社は一切負いません。

  (5) 本ソフトは、お客様ご使用のコンピュータ内のデータを保証するものではありません。コンピュータ内のデータは、

       定期的に印刷やバックアップを取り保管しておくことをお勧めします。

  (6) 写真などの個人データは、事業者様の個人情報取扱規定に準じてご利用ください。個人データの利用に関するト　

　 ラブルに対して弊社は責任を負いません。

  (7) メール送信機能を使用される場合、宛先違いによる誤送信されることがあります。設定の際には十分注意して設

       定を行ってください。

  (8) 地震・雷・風水害などの天災および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意また

       は過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、弊社は一切責任を負いません。

  (9) 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切

       責任を負いません。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめ了承ください。

(10) 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

(11) 本製品の故障・修理・その他取扱いによって、撮影した画素像データやダウンロードされたデータなどが変化ま

       たは消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・遺失利益に関して、弊社は一切責任

       を負いません。

(12) 本ソフトはアプリケーションのバージョンアップによって、操作方法や画面表示が予告なく変更される場合がり

       ます。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

(13) 本ソフトが出力する点呼記録簿・アルコール測定実施記録表は、全ての監査などで認可される事を保証するもの  

       ではありません。

第 6 条　輸出規制

お客様は、いかなる方法および目的によっても、本ソフトおよびその複製物を違法に日本国外に輸出してはなりません。

１．注意事項
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第 7 条　契約解除

お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、お客様に対し何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了

させることができます。お客様は本契約が終了したときは、直ちに本ソフトおよびそのすべての複製物を破棄するもの

とします。

＜ご　注　意＞

■本書とは、製品のパッケージに含まれる以下の PDF ファイルおよび印刷物をさします。

　・e- 点呼 EZ をお使いの際の注意点

　・ALC-MobileⅡをお使いの際の注意点

　・インストールガイド

　・ハードウェアガイド

　・e- 点呼ソフトウェアガイド 設定編

　・e- 点呼ソフトウェアガイド 操作編

■法規事項

※本書の記載内容については予告なく変更・改訂する場合があります。

※本書の内容は著作権法によって保護されています。本書の内容の一部または全部を、東海電子株式会社に無断で 

   複写・転載などを行うことは法律で禁じられております。

※本製品は医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・運輸設備など人命に関わる機器や、高度な信頼性を必要とする

   機器としての使用を意図しておりません。これらの目的において本製品を使用し、人身事故・火災事故・財産損

   害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

■記載する商標登録について

※記載されている会社名・各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

　Microsoft  は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

　Windows  は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

　bluetooth  ワードマークおよびロゴは、Bluetooth.SIG.Inc が所有する登録商標です。

R

R

R

1．注意事項
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■メール送信設定

ステップ 1

ステップ２

[ メールの設定 ] ボタンをタッチします。

測定結果のメールを送信する場合、 

メール送信設定タブでメール送信の設

定をします。「メール送信をしない」

のチェックをはずします。

６．メールの設定

「メールの設定」では、メール送信機能とメール受信機能の設定ができます。

メール送信機能は、アルコール測定後にアルコール測定結果を設定した条件に従い、任意のメールアドレスに送信する

機能です。

アルコールを検知した時に、メールでの通知が欲しい場合にメール送信機能をご利用ください。

アルコール測定結果の手動入力で、[OK] または [NG] ボタン入力した場合はメール送信はされません。

４．管理ツールの設定
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ステップ３

サーバー名（SMTP）と送信元アドレ

スを入力します。

ステップ４

プロバイダから提示されている資料を参照

し、サーバー認証設定をおこないます。

サーバー名（SMTP）はプロバイダか

ら提示されている資料を参照してくだ

さい。

※

ステップ 5

送信先 E メールアドレスを入力します。

入力が終ったら [OK] ボタンをタッチしま

す。

測定結果メールを送信する宛先の E メール

アドレスの登録をおこないます。[ 追加 ] ボ

タンをタッチします。

ステップ ６

４．管理ツールの設定
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■メール受信設定

ステップ 1

[ メールの設定 ] ボタンをタッチします。

メール受信機能は、東海電子製 ALC-Mobile や ALC-PRO から送信されたメールを e- 点呼で受信する機能です。

遠隔地で測定されたアルコール測定結果を管理したり、その結果を使い受信メール点呼したい場合にご利用ください。

ステップ ７

宛先アドレス名に、入力した E メールアド

レスが表示されます。続けて登録する場合

はステップ５からステップ７を繰り返して

ください。

ステップ 8

設定が終ったら、[ 設定 ] ボタンをタッチし

ます。

４．管理ツールの設定
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ステップ 2

「メール受信設定」タブをタッチします。

ステップ3

メール受信設定タブでメール受信の設定を

します。

ALC-Mobile からのメールを受信したい場

合、「ALC-Mobile メールを受信する」の

チェックを入れてください。

ALC-PRO からのメールを受信したい場合

「ALC-PRO メールを受信する」のチェッ

クを入れてください。

ステップ4

お使いのメールサーバーの設定をします。

サーバー名・アカウント名・パスワード・メー

ル受信のポート番号を指定します。

また受信されたメールをチェックしに行く

間隔を、1 ～ 30 分から指定します。

４．管理ツールの設定
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ステップ5

「受信アドレス指定」機能は、指定した任意

のアドレスからのメールのみを受信する機

能です。迷惑メール対策などにご利用くだ

さい。

受信アドレス指定機能を有効にするには「受

信アドレス指定を有効にする」のチェック

を入れます。

受信するアドレスを登録するには、[ アドレ

ス登録 ] のボタンを押しください。

アドレス登録は手入力で入力する方法と、

過去に受信したメールを一括で登録する方

法があります。

ステップ7

設定が終ったら、[ 設定 ] ボタンをタッチし

ます。

ステップ6

メールを受信した際に受信音を鳴らしたい

場合は、メール受信音の設定でチェックを

入れてください。ALC-Mobile と

ALC-PRO それぞれ個別に設定をすること

ができます。

４．管理ツールの設定
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４．点呼確認項目編集

設定された確認項目の内容は、メインアプリでの点呼時に運転者への確認項目として表示されます。

点呼確認項目は乗務前・中間・乗務後点呼、それぞれに対して 0 ～ 10 個の設定をすることができます。

■点呼確認項目の設定

推奨セットでのご利用をお勧めし

ます。任意の内容でご利用される

場合は、A ～ E セットをお選び

ください。

※

ステップ 1

[ 点呼確認項目編集 ] ボタンをタッチします。

確認項目のセットを選択します。

A ～ E セット、推奨セット、点呼

確認無しの７種類から選択できま

す。

ステップ 2

５．点呼ツールの設定
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ステップ ４

乗務前、中間、乗務後の各確認項

目の設定をし、[ 設定 ] ボタンを

タッチします。

■点呼確認項目の注意点

確認項目を編集する当日に既に点呼がおこなわれていた場合、変更した確認項目の内容は翌日から反映となります。

変更前に点呼がおこなわれていない場合、変更した当日から反映されます。

ステップ 3

A ～ E セットを選択した場合、確

認項目内容を入力する必要があり

ます。

項目名と項目内容の空行をタッチ

して、確認項目を入力します。

確認項目の内容は「はい」「いいえ」

の２択で答えられるように入力し

てください。

ステップ 5

確認画面が表示されます。

[ はい ] ボタンをタッチします。

点呼ツールのメイン画面に戻りま

す。

５．点呼ツールの設定
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IT 点呼をご利用いただくためには以下の全ての設定を行っていただく必要があります。

・e- 点呼を「点呼モード」にする

・IT 点呼ボタンの表示を有効にする

・ALC-MobileⅡの使用設定

・Tenko-PRO クライアントとサーバーのインストールと設定

点呼モードの設定と IT 点呼ボタンの表示を有効にする設定については、本書の「管理ツールの設定 > 基本設定」のペー

ジを参照してください。

また「ALC-MobileⅡの使用設定」は e- 点呼ハードウェアガイドを参照ください。「Tenko-PRO クライアントとサー

バーの設定」は Tenko-PRO ソフトウェアガイドを参照ください。

以上で使用するために必要な基本の設定は終了です。

各画面の詳細、使用方法に応じて設定が必要が箇所は各画面説明をご覧ください。

アルコール測定の方法については「ソフトウェアガイド 操作編」をご覧ください。

６．IT点呼の設定
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①メール送信をしない

②測定メール送信サーバー設定

　

③アルコール測定メール

メール送信をする場合、チェックをはずします。

サーバー（SMTP）

　メールの送信サーバー（SMTP サーバー）を手入力で設定します。サーバー

　名は必ず指定してください。設定情報はプロバイダから提示されている資料

　を参照してください。

送信元アドレス

　管理者または代表のメールアドレスを入力します。送信元アドレスは必ず指

　定してください。

宛先アドレス名

　アルコールの測定結果のデータを送りたい送信先を手入力で指定します。送

　信先アドレスは 20 ヶ所まで指定できます。メールを送信する場合には最低

　1 つは指定してください。

　宛先アドレス名リストに登録したアドレス名の前にはチェック欄が設けられ

　ています。ここをチェックするとそのアドレスにメールが送信されますが、　

　チェックを外すとそのアドレスにはメールが送信されません。

「追加」ボタン　　　　 : メールアドレス入力画面が表示されます。

「変更」ボタン             : 宛先アドレス名から１件選択した状態でタッチすると

　　　　　　　　　　　 メールアド レス修正画面が表示されます。

「削除」ボタン             : 宛先アドレス名から１件選択したメールアドレスを削  

　　　　　　　　　　　 除します。

■メール送信設定

1

2

3

4

5

７．メールの設定

6

７．管理ツール各画面説明
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PopBeforeSMTP 認証でメールを送信する

　メールサーバーの設定で PopBeforeSMTP 認証が必要な場合に設定します。

SMTP AUTH 認証でメールを送信する

　SMTP AUTH 認証でメールを送信する場合にチェックを入れて、認証方式を

　設定してください。

認証方式

　認証方式を選択します。

写真を添付して送信する

　チェックを入れると、測定結果メールに測定時の写真を添付します。

判定別測定結果メールを送信する

　チェックを入れると、設定した判定レベル以上のアルコール数値を検出したと 

　きのみ測定結果メールを送信します。

受信メール（POP3）：PopBeforeSMTP 認証のための受信用ポートを設定しま

　　　　　　　　　　 す。通常は 110 番ポートに設定されています。

送信メール（SMTP）：測定結果メールを送信する送信ポートを設定します。通

　　　　　　　　　　  常は 25 番ポートに設定されています。

④サーバー認証設定

⑤メール送信時の設定

⑥サーバーのポート番号

送信元受信サーバー名：

（POP3 サーバー名）

送信元アカウント名　：

（POP3 アカウント名）

送信元パスワード名　：

（POP パスワード名）

送信する側の受信サーバー（POP3 サーバー）を手入力

で設定します。

送信する側の受信アカウントを手入力で設定します。

送信する側の受信パスワードを手入力で設定します。

[ 設定 ] ボタン　　　　　　　　　「メールの設定」で設定した内容を確定して保存します。
[ キャンセル ] ボタン　　　　　　「メールの設定」で設定した内容をキャンセルします。

７．管理ツール各画面説明
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■メール受信設定

①メール受信設定

②メールサーバー設定

　

③メール受信音の設定

ALC-Mobile メールを受信する

　ALC-Mobile からのメールを受信したい場合、チェックを入れます。

ALC-PRO メールを受信する

　ALC-PRO からのメールを受信したい場合、チェックを入れます。

受信 POP サーバー名 (POP3)

　受信メールサーバー名を入力します。

アカウント名 (POP3)

　受信メールのアカウントを入力します。

パスワード

　メールサーバーのパスワードを入力します。

メール受信ポート番号

　お使いのパソコンでメールサービスに使用するポート番号を入力します。　

メールチェック時間

　メールを自動的に取得する間隔を指定します。

受信アドレス指定を有効にする

　指定した任意のアドレスからのメールのみを受信する受信アドレス指定機能

　を使用する場合、チェックを入れます。

アドレス登録

　受信するアドレスを登録する場合、ボタンを押します。

ALC-Mobile メール受信時に音を出す

　ALC-Mobile からのメールを受信した際に受信音を鳴らしたい場合は、チェッ

　クを入れます。

ALC-PRO メール受信時に音を出す

　ALC-PRO からのメールを受信した際に受信音を鳴らしたい場合は、チェッ

　クを入れます。

1

2

3

７．管理ツール各画面説明
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４．点呼確認項目編集

当日適用時 翌日適用時

1
2 3

乗務前、中間、乗務後それぞれに A ～ E セット、推奨セット、点呼確認無しの７種類があります。

現在表示されているセット内容が点呼時に表示されます。登録された内容が上から順に点呼時に確認

事項として表示されます。

e- 点呼での点呼時に点呼確認画面で表示されます。

８文字まで入力できます。

e- 点呼での点呼時に点呼確認画面で表示される質問の具体的な内容です。

①セット選択

②確認項目名

③確認項目内容

確認項目を変更した当日、すでに点呼がおこなわれている場合、変更が適用されるのは翌日からになります。

[ 設定 ] ボタン　　　　　現在の内容で確認事項を登録します。タッチすると、最終確認画面が表示されます。

　　　　　　　  　　　　適用の日付を確認してください。

[ キャンセル ] ボタン　　「点呼確認項目編集」で設定した内容をキャンセルします。

８．点呼ツール各画面説明
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4

2

5 6

①帳票バターン

②点呼確認項目の表示数

③「所属を選択してください」

④「並び順を選択してください」

⑤[ 点呼記録簿出力 ] ボタン

⑥[CSV 出力 ] ボタン

[ キャンセル ] ボタン

３種類のパターンから選択できます。

パターン１：乗務前・中間・乗務後点呼を同一ページで表示

パターン２：乗務前・乗務後点呼を同一ページで、中間点呼を別紙で表示します。

パターン３：乗務前・乗務後点呼のみを同一ページで表示します。

点呼記録簿上に表示される点呼確認項目の数を指定します。

点呼で 6 個以上点呼確認項目を設定している場合は「10 項目」に設定してください。

5 項目に指定した場合は点呼確認項目の項目名と回答結果が表示されます。

10 項目に指定した場合、項目名は表示されず、回答結果のみが表示されます。

選択した所属のみのデータで点呼記録簿を出力します。

乗務前点呼時刻：乗務前点呼時刻が早いものから順で点呼記録簿を出力します。

車番　　　　　：車番号１からの並び順で点呼記録簿を出力します。

運転者 ID　　   ：運転者 ID１からの並び順で点呼記録簿を出力します。

点呼記録簿の印刷プレビュー画面を表示します。

CSV ファイルの出力をします。

点呼記録簿出力画面を閉じます。

■点呼記録簿出力

3

1

８．点呼ツール各画面説明
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対応 OS・必須スペック

Windows 8 64bit 日本語版

Windows 8 Pro 64bit 日本語版

Windows 7 Professional (Service Pack1 以降 ) 32bit/64bit 日本語版

Windows 7 Home Premium (Service Pack1 以降 ) 32bit/64bit 日本語版

Windows XP Professional (Service Pack3 以降 ) 32bit 日本語版

Windows XP Home Edition (Service Pack3 以降 ) 32bit 日本語版

ハードディスク

16ＧＢの利用可能なディスク容量

※オプションの IT 点呼を使用する場合の使用要件は、上記とは異なります

９．使用要件 

7016
長方形

7016
タイプライターテキスト

7016
タイプライターテキスト

7016
タイプライターテキスト

7016
長方形

7016
長方形

7016
タイプライターテキスト
日本語版

7016
タイプライターテキスト
日本語版
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7016
テキストボックス

7016
タイプライターテキスト
201503(01)




