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本アプリはHACCPに準拠した食品衛生管理の記録シートです。
次ページ以降に主な使用方法と画面の説明を掲載します。

本アプリの体験版でのデータはアプリの機能を理解していただくため
に作成されたものです。必ずしも実際の衛生管理に適したものでは
ありません。

本アプリの契約に関するユーザーID/パスワードはありませんが、記
録入力時は入力者の設定が必要です。初期状態では「責任者」（パ
スワードなし）が設定されています。変更/追加して使用してください。

また本アプリを使用するためには計画書の設定が必須です。まず、
EXCELから読込むか計画書例をダウンロードしてください。
（初期状態では小規模一般飲食店計画書になっています）

試用期間は1か月あります。機能制限はありません。試用期間終了
後は自動的に課金契約となり一か月ごとの継続となります。

本アプリでダウンロードできる計画書例は各事業団体で作成された
計画書例をもとに作成されています。元データは厚生労働省のホー
ムページに掲載されています。

記録印刷ツールはホームページのダウンロードに掲載されています。
アプリがVersion7.0以降の場合は、ツールもV7が必要です。

以降の説明で使用されるソフトウェア・サービス等の名称は各社の商
標です。

https://haccp-valida.com/index.html


あれっと思ったら．．．

？ログイン入力の名前リストが出ない。
！画面下部にドラム（ピッカー）が出ています。

？どこか触ったら「システムエラー iCloudに接続できません」が出た。
！ iPad/iPhone側の設定でiCloudのiCloud Driveをオンにしてください。

iCloudを使用しない場合は、本アプリのシステム設定「iCloudの使
用」をオフにしてください。

？体験版データから戻るにはどうすれば良い？
！ローカル読込を実行するか設定で事業所を再度選択してください。

？どこか触ったらキーボードが出てきてしまった。
！何もしない状態で改行か完了を押してください。何もせず消えます。

？特記事項を修正しようとしてタッチしたら空欄になった。
！部分的な修正は行えません。常に入力し直しになります。

？どこを触っても修正できない。
！振り返り確認済になっています。（日付が黒色表示）

？写真はどこで見る？
！画面の下の「取込」ボタンの右に写真枚数が表示されます。これを
タッチすると写真が表示されます。

？入力し終わったらどうすればよい？
！メニュー+月間記録に戻って入力者を「空」にしておいて下さい。

？確認ボタンが表示されない。
！期間に未来日付が含まれているか、入力者に権限がありません。

？計画書を途中で変えたら記録入力画面はどうなる？
！未入力の日なら変わります。入力済だが、一旦消して再入力した
い場合は、「リセット」ボタンを押して「営業日」をタッチします。



？臨時休業の時はどうすれば良い？
！当日入力で「リセット」ボタンを押して臨時休業日をタッチします。

？週間チェックの曜日は日曜日から始まっていない。
！定休日を右端にしています。

？設定画面で入力したが反映されない。
！画面右上部の「完了」で終了してください。（「戻る」では変更なし）

？確認画面で確認事項が途中で切れている。
！未確認の項目では、確認事項をタッチすると、下段の特記事項の
エリアに計画書の確認事項と対処方法が表示されます。
確認済の場合は、入力済の特記事項が表示されます。
また、折返しモードにすることにより全てを読む事が出来ます。

？カレンダーの日付が灰色になっている。
！その日の確認事項の入力が後日行われたことを示しています。

どの項目が後日入力かは、該当分の確認（良・否）が灰色で表示
されるので分かります。

？当日分入力で「戻る」をタッチしたが中々動かない。
！入力と共に撮影または取り込みを行った写真をiCloudに書き込ん
でいます。別の日にオフラインで撮影/取り込みした分もオンライン
で保存された時に一緒に保存されるので時間が掛かります。

？測定値入力のドラムロールが薄くて操作しにくい。
！設定－列幅の設定－1日分記録シートを開くと「最下部エリアの高
さ設定」の欄があります。ここで、画面の何%のサイズにするか設
定できます。但し、14%～50%の範囲内の値です。

？追記型記録簿のデータが消えた。
！同じ支店で、追記型記録簿に入力時に同時に他デバイスで記録

入力を行っていたためです。ローカル読込で復元する事が出来ま
す。



？以前からiPhoneで使っているけど画面レイアウトは変える？
！折返しモードを使用するには以下にするのが適当です。

1日分記録シート：30%（ﾒﾆｭｰ） 55%（確認事項） 15%（結果）
他は0%

特記事項一覧：12%(日付) 25%(ﾒﾆｭｰ/特記事項) 15%(入力者)
48%(特記事項)



運用について

計画書の作成から記録の保管、印刷までの流れは以下のように進
めます。

計画書
データEXCEL

ダウンロードする

業界別
計画書
記入例

計画書シート

（当社ホームページ
からダウンロードし
編集）

独自計画書
としてアップ
ロード

計画書
シート

点検シート
記録簿

点検シート
記録簿

記録シートを作成する

毎日、記録入力する

週ごと（又は月ごと）
で振り返り確認する

EXCEL
ｸﾗｳﾄﾞを
通じて
保存印刷ツール

印
刷 点検シート

記録簿

週間
チェック
シート



EXCEL計画書からアプリにデータを渡す手順

「設定」を開く

「計画書例ダウンロード」を開く

計画書を編集

データ出力

メールアドレスを
入力し「送信」

受信したIDを
コピペして「OK」

「独自計画書」をタッチすれば読込む

≪初回≫

データ出力で
ID入力のダイ
アログが開く



計画書を編集

データ出力

「独自計画書」をタッチすれば読込む

≪計画書更新時≫ （2回目以降）

データ出力で「OK」
(IDは覚えている)

≪注意≫

* 独自計画書は24時間しか読込み可能になりません。
* メールを送信したデバイスでのみ独自計画書を読込めます。
（その後、このデバイスの支店の計画書としてiCloudに書かれます）



計画書をiCloud経由で読込み

計画書からデータファイルを作成し、iCloud経由で本アプリで読込む
ことも出来ます。

EXCEL

計画書
シート

作成された
Document.hccp
をiCloudに
読込み

タッチする

iCloud

ここを
タッチ

このアイコンをタッチ
すると、計画書データ
を読み込んで、
本アプリが起動されます

設定画面から計画書例をダウンロードし読込むこともできます。
計画書例は適宜追加・更新されます。



入力者の指定

入力者の指定は、入力者の名前の部分をタッチして行います。名前をタッチす
ると画面下部に登録された入力者一覧が表示されるのでここから選択します。

入力者の登録は設定画面で行います。各自パスワードを設定することが出来、
その場合は上記画面で確定後パスワードを尋ねる画面が表示されます。

この部分をタッチ

確認権限の設定では以下が選択できます。（終了時は完了ボタンをタッチ）

・入力者：記録の入力、参照が出来ます。

・確認者：上記に加え振り返り確認ができます。また、他入力者の設定、変更を
行えます。事業所の削除もこの権限でのみ行えます。
また計画書の編集もこの権限のみで行えます。

・参照者：入力、確認とも行えません。参照のみ行えます。

注）ログアウト状態は、メニュー画面で入力者を「空」を選択しておきます。



入力操作（点検シート）

評価に対する入力は結果欄あたりをタッチするごとに以下のように変
わっていきます。なお、結果が否になった時は特記事項の入力が必
須になります。

この部分をタッチ

－

（該当作業がなかったことを示します）



特記事項については過去の記入事例を参照して複写入力することが出来ます。

特記事項
入力状態

タッチ

タッチして選択

選択部の
特記事項を
複写して
復帰

測定の場合は結果欄あたりをタッチすると画面下部に数値入力場面
が現れます。ここで測定値を入力します。（整数部と小数部）入力され
た値により結果が判定され表示されます。

この部分をタッチ

10.0

計画書で選択肢を設定すると左端に現れ、選択により右の数値が変わります。

選択肢の設
定はEXCEL計
画書のみ



特記事項を長文で入力したり、または複数行で入力したい場合は下
段の特記事項欄にカーソルを移して入力できます。

カーソルがこの欄で
点滅状態

この欄にタッチしカーソ
ルを移動して入力を行
います。この時、入力
終了は完了ボタンか
キーボード下げるボタ
ンで行います。

入力方式は通常の順次入力方式の他に一括入力方式を選択するこ
とも出来ます。これは先ず全項目をまとめて確認し、否と測定値のみ
入力しておき、最後に「一括良」ボタンで残りをすべて良にします。

このボタン
をタッチ

測定値と入力済以外はすべて
良になります

注）「一括良」ボタンの有効化は
設定画面のシステム設定で行
います。



仕入など重要な工程ではあるが、毎日発生するとは限らないものが
あります。重要な工程なので当然確認項目は多数になります。

これを一つ一つ「－」にしていくのは手間がかかるのでタイトル行の右
端にある「全て’-’」をタッチするとその工程の未入力行がすべて「－」
になります。

なお、再度ここをタッチすると「－」はすべて消えます。（履歴には残り
ません）これはタッチミスをリカバーするためです。

このボタン
を再度タッチ

「－」と確認者名が全て消えま
す。

このボタン
をタッチ

測定値と入力済以外はすべて
「－」になる



入力操作（記録簿）

記録簿の入力へは点検シートの右上の「記録簿」ボタンをタッチする
ことで進みます。

記録簿は発生した事項をどんどん追記していく形式です。



記録簿は、通常のフリーキーボード入力の他に様々な入力形式が利
用出来ます。入力形式は計画表で設定されます。

計画書で設定
した選択肢か
ら選びます

数字キーボード

数値を選択（設定範囲外だと警告表示）

タッチをする度に〇
→×→空白→〇→と変
わっていきます

QRコード バーコード

デバイスのカメラ機能で読込みます。



現時刻が
デフォルト
になってい
ます

入力が終了したら右上の「入力終了」をタッチします。これにより、下
に空白行が作成されます。



1行の全項目を入力すると自動的に空行が追加されます。（「入力終
了」は不要）

改行入力

修正すると、点検シートの特記事項と同様に履歴が残ります。

また、履歴がある項目はピンクで表示されます。履歴は下部エリアで
確認できます。



記録簿の画面は、
・入力部分が多い
・入力欄が狭い場合は、一部しか表示されない
・間違えてタッチすると修正になってしまい履歴が残る

という状況があるので、入力内容を確認する場合は参照モードに変
更します。これによりタッチは項目選択だけになります。

注意）
V7を使用し始めたら全デバイスをV7
にして下さい。

本アプリは、データを共有するので
V7未満は記録簿データを消してしま
います。

対応策として記録簿データだけロー
カルに残しているのでこれで復元は
出来ます。



写真の添付

確認により問題が見つかった場合、特記事項にいろいろと書くよりも
写真を添付した方が手っ取り早いことがあります。

この場合、写真は確認項目に添付されている必要があります。

1

シャッターを押し、
写真を使用をタッチ
します。
複数枚取る時は再度
「撮影」をタッチし
ます。

「撮影」をタッチすると画面
がカメラに変わります。

対象項目を選択
（タッチ）します。

添付した写真枚数が
表示されます。

写真枚数をタッチす
ると写真が表示され
ます。



本アプリではなくカメラアプリで撮影した写真を取り込む事も出来ます。

1

取り込む写真をタッ
チします。

「取込」をタッチするとカメ
ラロール（写真）の画面が表
示されます。

対象項目を選択
（タッチ）します。

タッチした写真が表
示されます。

保存

保存をタッチすると
添付されます。

画面は、別の写真を
取り込むため、再度
カメラロールの画面
に戻ります。。



修正について

入力中の行を一旦離れると入力終了とみなされます。

その行の評価または特記事項を再度タッチすると修正操作となりま
す。

本アプリでは、記録は履歴化され残されます。従って一旦入力された
記録を修正すると以下のようになります。

この部分をタッチし変更文書
（ここでは「破棄でなく返品」）
を入力

注）タッチした瞬間に真っ白
になります。入力済の文字列
の一部を修正する事は出来
ません。

履歴としては、記録日時分、記録者、測定値、特記事項が残されます。



iPhoneによる入力操作

本アプリは表示文字量が多いため、iPhoneで全ての操作を行う事は
困難ですが、記録入力と特記事項確認には十分使用できます。

そのためには、それぞれの画面をレイアウト変更する必要があります。
（デフォルトで設定されます）

システム設定画面で、インデックスエリアを非表示にします。

列幅設定画面で、1日分記録シートの列幅を以下のように変更します。
メニュー： 30 %
確認事項： 55 %
結果 15 %
入力者： 0 %
特記事項： 0 % （ここは自動計算されます）

特記事項領域が0%の場合は、
結果が否になると、
下部の特記事項入力欄で
入力されることになります。

オフに設定

iPhoneではダウンロード時
に折返しモード（次ページ）
になっています。

注）特記事項一覧の列幅は12%(日付) 25%(ﾒﾆｭｰ/特記事項) 15%(入力者) 48%(特記事項)



折返しモードについて

HACCPでは確認事項を正確に記述する事が必要ですので、必然的に
文字数は増えてしまいます。そのため1行では読み切れない場合も
多いので、表示を折返しモードに切り替えることが出来ます。

ここをタッチ
して切り替え
ます。

この部分の
みが折返し
表示になりま
す。

折返しモード
(iPhoneの初期状態）

標準モード
(iPadの初期状態）

iPhoneだけでなくiPadでも同様に表示モードを都度選択できます。

折返しモードの行高は2行分か3行分かシステム設定で指定します。
外国語操作では3行分が便利です。

記録シートだ
けでなく他の
操作画面で
も使えます。

折返しモード
をタッチする
と3行分にな
る。



記録データの共有

同じ事業所で複数台のデバイスで記録入力する事が出来ます。
（V5.0.0以降）
例えば、始業前に各従業員が健康状態を入力しなければならない場
合、複数台のデバイスにアプリをインストールし事業所は同じにして
おきます。
下図の様に、A山B男氏が健康管理入力中にC川D子氏が体調管理を
入力すると、 A山B男氏の画面に現れます。

A山B男氏が健康管理入力中

C川D子氏が健康管理入力中

注意事項）

同時に同じ項目を入力すると、記録が混同します。この場合、それぞれ
のデバイスに入力された記録が別々に現れます。

こうなった時は、間違った方はメニュー画面に戻し、正しい方で記録を
確認修正し、保存して下さい。間違った方は、その後、クラウドから読
込み記録を再開してください。



振り返り確認

1週間または1カ月単位で振り返り確認を行います。期間単位は
システム設定で選択します。振り返り確認には以下のルールが
あります。

・権限のある入力者のみ行えます。
・未来を含む期間には出来ません。
・確認後は記録の変更は基本的に出来ません。
・変更するためには確認解除する必要があります。

週間チェック
シートを表示する

確認されていない月
は赤色表示されます。

週間特記事項に
入力することにより
確認済みとなります
（期間が週の場合）

確認されていない
日付は白色表示
されます。

確認されると期間表示
は黒色表示になります。

確認済みの場合、確認ボ
タンは確認解除ボタンに
変更されます。

（これらのボタンは入力者
に確認権限がない場合は
表示されません）

＜週単位の場合＞



確認は、確認ボタンをタッチする事でもできます。

月次単位でも、特記事項の入力または確認ボタンで確認できます。
また、週単位と同様に確認されると確認ボタンは確認解除ボタン
にかわります。

確認 確認ボタンをタッチ
または特記事項
への入力で確認
します。

＜月単位の場合＞

なお、確認のためには特記事項一覧を参照するのが効率的です。



記録の外部出力と印刷

入力した記録はWindows環境に出力し、EXCELで印刷することができ
ます。

EXCEL

記録印刷
ツール

iCloud内の任意の
フォルダーを指定

ここを
タッチ

ここを
タッチ

iCloudを指定

作成された
document.hccpを
EXCELから
読込み



データ容量の表示と写真の削除

計画書と記録（写真も含む）はiCloudとローカルに保存されます。
保存できる容量には限界があるため、印刷のために外部出力した
データを削除する必要が出てきます。

計画書と記録は容量が少ない（10年間で20MB程度）ので削除はしま
せんが、写真は1枚20MBになることもあるので古いものは削除します。

そのため、各事業所の要領の状況を表示します。

事業所単位のファイル容量と本数を
表示します。

設定画面で
データ容量について
をタッチ

削除の対象期間を指定します。
０～120か月までを選択できます。
デフォルトは12か月で、使用開始
から12か月前までの写真データが
削除対象になります。（過去1年分
の写真のみ残ります）



iCloudのデータ量のみ表示しています。他の端末で記録している
ので本端末のローカルにはデータはありません。

本店には写真が無い事を示しています。

削除対象は4枚の写真76MBで、iCloud
及びローカルから削除されます。
削除前の写真数は12枚です。（2は計画
書と記録のファイルです）

削除対象の写真を表示します。従って、削除対象期間を0か月に
すれば全ての写真を表示できます。また、表示されている写真が
添付されている記録の日付は上部のタイトル部分に表示されます。

削除は該当行を左にスワイプし削除ボタンを表示しタッチして行います。

注意）削除は管理者であればどの事業所分も出来ます。



自動温度測定器と連携

本アプリは自動温度測定器とデータレベルで連携することが出来ます。
運用は以下のように行います。

・計画書の冷蔵庫の温度等は「評価」にしておきます。（通常は「測定」）

EXCEL

記録印刷
ツール

「評価」にする

・特に異常が発生しなかった場合は、評価を「良」とします。
(一括良で他と一緒にワンタッチで良にするのが便利です)
従って、温度データ等は本アプリには入力しないことになります。

・異常が発生した場合（自動温度測定器よりアラートメール等が来た場
合）は 「否」にして、その時点の温度や原因、対処を特記事項に入力
します。

・温度データは自動温度測定器のログデータに残されており、記録印刷
ツールで印刷する際に、本アプリのデータと共に読込まれます。

・記録管理ツールでアプリの記録と温度データが組み合わされて印刷さ
れます。

・ログデータの保管フォルダーの指定や印刷対象とする測定時間の設
定については記録印刷ツールの説明書を参照してください。

本アプリの記録
データ

温度計のログ
データ



メニュー＋月間記録
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各機能の画面
に移動します。

月間の記録
状況を表示します。
また日にちを
タッチしてその
日付の記録シート
を開きます。

月間確認時の
特記事項を
入力します。

記録状況のカラー表示

■：休業日です。
■：全項目「良」になっています。
■：一部「否」の項目があります。
■：全項目が未入力です。
日付が白字：「月間確認」または「週間確認」がされていません。
日付が灰色字：後日入力した記録があります。（確認済でも灰色）
日付に下線：一部未入力の項目があります。

記録状況は他デバイスでの更新を反映すべく30秒に1度更新表示されます

表示更新：
最新のクラウド
データを反映し
ます。契約も
最新にします。

表示更新



1日分記録シート

指定分類の
先頭行を表示
トップにします。

特記事項の入力お
よび記録の表示し
ます。
・写真枚数
・記録日時分
・測定値
・特記事項

各確認項目の
結果を入力し
ます。
スクロールして
全項目を入力
します。

・結果欄はタッチにより以下の様に表示が循環します。
良 → 否 → －（該当なし） → 空白（未入力状態）
なお、後日に入力した場合は、文字色が灰色になります。
・否を選んだ場合は、特記事項入力に移ります。
・冷蔵庫温度などは測定値入力画面が現れ、これに対する入力値により
「良」「否」を判定します。
・特記事項を長文または複数行で入力する場合は下部で入力します。
・撮影ボタンでカメラに切替えて写真を撮り、添付することが出来ます。
・特記事項入力時に特記事項詳細をタッチすると過去入力が一覧表示
され、参照入力ができます。
・結果が未入力の状態でメニュー/確認事項をタッチすると、計画書の確認事項と
対処方法が特記事項詳細エリアに表示されます。

撮影



1日分追加型記録簿

指定分類の
先頭行を表示
トップにします。

特記事項の入力お
よび記録の表示し
ます。
・写真枚数
・記録日時分

・入力情報の全表
示

各確認項目の
データを入力し
ます。

全項目を入力する
か右上の「入力終
了」をタッチすると
空行が追加されま
す。

・計画書に設定した方法で入力出来ます。
・修正された項目はピンク表示されます。

・不用意にタッチすると修正になってしまうので、確認する時は参照モードに切り替
えます。
・特記事項を長文または複数行で入力する場合は下部で入力します。
・撮影ボタンでカメラに切替えて写真を撮り、添付することが出来ます。
・特記事項入力時に特記事項詳細をタッチすると過去入力が一覧表示
されます。

・入力エリアが狭すぎて全て表示できない場合も、タッチすると特記事項詳細エリア
に全てが表示されます。

撮影

操作モードを切り
替えます。



週間チェック
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特記事項の
詳細を表示
します。

一週間分の
確認結果が
表示されます。
「否」の項目のみ
日にち表示と
該当項目に
色が付けられ
ます。

撮影 週間確認時の
特記事項を
入力します。

・確認項目のセルをタッチすると、確認日時分、写真枚数、測定値および特記事
項が下部の特記事項詳細欄に表示されます。
・特記事項詳細をタッチするとこの週の特記事項一覧が表示されます。
・週の最後の曜日は設定できます。（定休日）
・週間特記事項に入力するとこの週の確認が行われ確認済みとして
ロックされます。（入力者部分の確認ボタンでも確認済みにできます）
・日にちをタッチすると1日分記録シートが表示されます。
・後日入力をすると確認結果が灰色で表示されます。



特記事項一覧
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指定分類の
先頭行を表示
トップにします。

特記事項の
詳細を表示
します。

入力された特記
事項のみ集めて
表示されます。
行をタッチする事
により特記事項の
詳細が下部に
表示されます。

・特記事項の表示方式は以下を指定できます。
－ 分類ごとに日付順で表示
－ 日付順で全てを表示
－ 入力者毎にまとめて日付順で表示
・1日分記録シートから特記事項詳細をタッチしてこの表示に来た 場合は、特記
事項を選んで持ち帰ることが出来ます。
・表示範囲はメニュー＋月間記録から呼び出された場合は1か月分、1日分記録
シートから呼び出された場合は1年分が表示されます。
・日付が灰色で表示されていると、その日付内に後日入力があります。
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記録簿の特記事項一覧は、計画書で指定された項目（一覧表示の〇が設定された
項目）が入力されている行だけを集めます。
表示は、記録簿により列数はバラバラなので、全ての項目を”/”で挟んで1行にして
表示します。
日付の背景色は点検シートの状況です。日付のタッチで入力画面が表示されます。

記録簿の特記事項一覧は以下から移動できます。

入力画面の特記事項一覧をタッチ 特記事項一覧の右上の記録簿をタッチ



計画表
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指定分類の
先頭行を表示
トップにします。

各項目の詳細
を表示します。
（見えない部分も
表示します）

確認事項、確認
方法、対処方法を
作業分類ごとに
入力します。

・編集は確認者権限の入力者のみが行えます。
・各分類ごとに最下行に空行があり、ここで追加していきます。
（すべての欄を入力すると新しく空行が出来ます）
・不必要な行は全ての欄を空白にすると削除されます。
・分類タイトルは指定インデックス :タイトルの形式で入力してください。
・確認方法は「評価」「測定」「－」から選択します。
・測定を選んだ場合は、許可範囲の最低値、最高値、単位を選択します。
・「－」を選択するとこの項目は記録シートには出ません。（季節メニュー）
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通常の確認事項
計画書と切り替え
ます。

各項目の詳細
を表示します。
（見えない部分も
表示します）

確認事項、確認
方法、対処方法を
作業分類ごとに
入力します。

通常の確認事項（毎日実施）とは別に、時期を限定して行う作業の確認事項を設
定することも出来ます。

実施時期は以下の設定が出来ます。（実施時期をタッチすると下図が出ます）

・月日指定 ・特定月日を含む週
・特定月の第n週 ・毎月n日指定
・毎月n日を含む週 ・毎月第n週
・特定月の毎週n曜日 ・毎週n曜日
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「記録簿設定」を
選択します。

各項目の詳細
を表示します。
（見えない部分も
表示します）

計画書のデザイン
を設定します。

記録簿の計画書は記録簿のフォーマットを設定します。

本計画書では以下を設定します。

・計画書名（黄色の帯）
・項目名：入力する項目の名称：キーボード入力
・列幅(%)：該当項目の画面上での列幅。合計100になる必要があります。
・一覧表示：特記事項一覧にはここで〇を設定された列に入力があるものが表示さ

れます。（複数可能）
・入力候補：入力すデータの候補を設定します。

この欄は、空白ならばキーボードでフリー入力になります。（備考など）
選択肢の設定は、ABC店/DEF卸/GHI商会の様に/で分けて入力します。
数値1<数値2と入力するとドラムロール入力です（範囲外なら警告表示)
その他、以下を選択できます。
（入力方法を選択肢にすることによりピッカーが表示されます）

入力方法を切り
替えます。（手入
力/選択肢）

記録簿の名称を入
れます。インデック
ス用に○○:を先頭
にします。

項目名を入力する
と直ぐに下に空行
が出来ます。
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前行コピー：前行の真上のセルのデータをコピー
日付：数字キーボードで入力
時刻：ドラムロールで入力（デフォルトは現在時刻）
〇×：タッチで〇→×→空白→〇→とサイクルするようにする
数字：数字キーボードで入力
QRバーコード：QRコード、バーコード(JAN13)、バーコード(JAN8)

を読込みます。

指定されたセルをタッチすると画面がカメラモード
に変わり、上記のどれかを認識すると確認画面
が表示されます。

QRバーコード+前行コピー：
前行同列に入力されたQRコードまたはバーコードの読み込
み値をコピーします。データは編集状態になっていますの
でそのままにしたい場合は改行をタッチします。
再度QRコードまたはバーコードを読込みたい場合は、表示
されたデータをクリアし改行をタッチします。

そうすると、画面がカメラモードに変わり読込み可能になり
ます。

タッチ



設定
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利用者の変更・削除
および新規登録を
行います。

事業所の選択、
新規登録、
名称変更、
削除を行います。
事業所名の前の
■は昨日・本日の
入力状況です。
後日入力は灰色
中線です。

・利用者名をタッチすると該当者の、名前・パスワード・権限設定を
行う画面が表示されます。
・名前とパスワードは本人か確認権限者が変更できますが、権限設定
は確認権限者のみ設定できます。
・利用者と事業所は左にスワイプすると削除ボタンが現れます。
・事業所は最下行の空行欄に名称を登録すると新規登録されます。
・すでに名前がある行で別の名称を入力すると名前の変更になります。
・事業所名にタッチすると、その事業所の記録に移動します。
・事業所名一覧はiCloud接続された端末では同じ表示が見えます。
・事業所登録以外の設定は端末ごとに個別になります。

各画面の列の
長さの割合を
指定し、レイアウト
を変更します。
1日分記録シートで
は下部のドラムロー
ル表示エリアの高さ
を指定できます。



設定
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・単店舗版では事業所登録は1行です。
・初期設定では本店になっていますが、名称の変更は出来ます。
・複数店舗版で設定された事業所名にするとその事業所となります。
・複数店舗版が同じiCloudで使用されている場合、全く新しい名前にす
ると複数店舗版の事業所登録にその事業所が現れます。

設定画面で

＜記録管理for1：単店舗版＞



システム設定
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・インデックスの表示は1日分記録シート、特記事項一覧の上部にある
以下（黄色の部分）を表示するか否か設定します。

・行高は各画面の表の高さを設定します。（フォントサイズも変わります）
・ファイルフォルダは固定です。変更しないでください。
・定休日は毎週/第1～4週+曜日で設定します。定休日が無い場合は無
で設定します。この場合でも曜日は設定します。ここで指定された曜日
が週間チェックの右端の曜日になります。
・確認の期間範囲は振り返り確認を行う期間を指定します。
・iCloudの使用は、iCloudを使用するか否かを設定します。オフの場合
事業所の処理やクラウド読込等が使用不可となります。
・一括入力を適用にすると、1日分入力シートで一括良入力が可能にな
ります。また、確認タッチの一回目が「否」になります。

・後日入力の許容範囲は、深夜零時以降何時間後まで当日入力とする
か、を設定します。（0～24時間)
・折返し表示モードの行数は「折返し」指定時に変更する1行の高さです。
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【プロジェクト構成】

アプリ開発・販売元 ：バリダ株式会社
HACCP関連書式設計 ：山田行政書士事務所

【商取引に関する表記】

販売社名 ：バリダ株式会社
販売責任者 ：山田 彰
所在地 ：〒196-0031

：東京都昭島市福島町2-25-29
契約期間 ：1か月
販売価格 ：コンテンツ価格は複数店舗版：960円/月

単店舗版：200円/月です。
お支払い ：購入確認時にiTunesアカウントに請求されます。
商品引渡し ：購入手続き後、試用期間から継続して使用できま

す。
試用期間 ：1か月は無料で試用できます。
ダウンロード：各業界が提示する計画書例をデータ化し逐次ダウ

ンロードできるようリストアップします。また、
改版が行われた際にもデータ更新し連絡いたしま
す。

契約更新 ：自動更新が現在の期間の終了の少なくとも24時間
前にオフにされていない限り、購読は自動的に更
新されます。
アカウントには、現在の期間が終了する前の24時
間以内に更新の料金が請求され、更新の費用が特
定されます。

契約解除 ：更新はユーザーによって管理され、自動更新は購入
後にユーザーのアカウント設定に移動することに
よって解除できます。
契約解除または支払い遅れが生じた場合は、新規の
記録シートが作成されなくなります。また、カレン
ダーの日付も進みません。
ただし、それまでに入力された記録については契約
期間と同様の操作をすることが出来ます。

サポートメールアドレス：info@valida-corp.com

mailto:info@valida-corp.com

