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夏号

Super XL-QのQ＆A

文字化けが起こる理由として、弊社システム以外

のアプリケーションが同じパソコンにインストール

されていると、一部のアプリケーションで環境依存

文字と言われる「㎥」「c㎥」が問題のアプリケー

ションの環境依存文字と差し替わることがある

ためです。

外字エディターを一度起動することで改善する場合が多いです。

キーボード上の「ウィンドウズ」+「R」を押下し「ファイル名を指定して実行」の画面を立ち上げます。

名前 (O) 欄に“eudcedit”と入力し「OK」を押下します。

手順
1
手順
2
手順
3 外字エディターが起動します。この時「前のバージョンの

外字フォントファイルを取り込みます。」と表示される

ことがありますが「OK」を押下してください。その後、外字

エディターを「×」で閉じることで文字化けが解消される

場合があります。

1Q
1A
1Q
1A

Super XL-Q の配合計画書等で「㎥」「c㎥」などが「・」(文字化け )になっている。
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計画書配合の初期値を変更するには。

配合設計⇒丸め・混合方法などの登録⇒

計算値丸め方法画面の計画書配合初期値

で変更できます。

2Q

2A

2Q

2A

誤って取引先を削除してしまったが、復活させるには。 

Super XL-Q トップメニューの基本設定⇒現場メンテナンス⇒取引先一覧の画面から削除してしまった取引

先を選択し、「訂正」を押下。取引先メンテナンス -[ 訂正 ] 画面下にある「削除フラグ」欄の「品管」に付いて

いるチェックを外すことで復活します。ただし、取引先を削除してしまった場合、取引先の現場 (物件 )、物件

配合にも同様に削除フラグの

チェックが付くため、取引先と

同様に各現場 ( 物件 )、物件配合

を「訂正」で開き、削除フラグの

チェックを外す必要があります。

Q
3A
3Q
3A
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配合設計 ⇒ 配合基本データ・モルタル配合

作成 ⇒ 画面左上の「開く」を押下し、当該

配合を選択。配合Ｎｏを押下し、配合Ｎｏ

一覧画面で練り区分ごとに分けたい範囲を

左クリック長押しでドラッグし、範囲選択後、

「編集（Ｅ）」を押下します。

指示配合テーブル (Ｔ) を押下し、指示配合

テーブル編集画面ですべての指示配合テー

ブルに「練り区分」を設定してください。

この時、画像例の様に指示配合テーブルが

複数個ある場合は、指示配合テーブルが画面

から隠れて見えないため、「◀」「▶」をクリック

し、すべての指示配合テーブルに練り区分を

設定してください。

※使用しない指示配合テーブルであっても設定が必要です。

Super XL-QSuper XL-Q 新バーバージョン登場登場!!Super XL-Q 新バージョン登場!!
皆さまにご愛顧頂いている、「品質管理システム Super XL-Q」が「Ver.５」
としてバージョンアップを予定しております。様々な新機能を多数追加し
ご提供する準備を整えております。
新機能の内容などにつきましては随時ご紹介させて頂く予定ですのでご期待
ください。

Q

4A

4Q

4A

新しく作成した配合を配合転送しようとしたところ
「練り区分が未設定の配合テーブルがあるので追加できません。
  配合基本データ・モルタル配合作成を確認してください。」とメッセージが出た。
（※PSS連動ユーザー様）
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　昨年１０月で東北営業所設立 5周年を迎え、今までの２名体制から１名増員し、３名体制と

なりました。平均年齢４９ .６歳と少し高めの営業所メンバーですが互いに連携を取りながら

日々、お客様にご満足いただけるサービスを提供するべく業務に励んでおります。

　東北営業所を取り巻く環境としまして

は、今年の３月１１日で東日本大震災

から５年が経過し、現在でも太平洋沿岸

地域での生コン出荷量は減少する事

なく災害復興工事が行われております。

また、昨年１２月に仙台市地下鉄東西線

が開業し、今年３月２６日には本州と

北海道を結ぶ初の新幹線が開通しました。東北からの明るく新しいニュースが着々と誕生

してきております。

　日々の業務では、週の大半を外出や出張で営業所を空ける事が多く、所員全員が顔を合わ

せるのは週初めくらいです。その為、メンバー同士のコミュニケーション不足を補う交流会を

定期的に営業所所長の企画のもと開催しております。会の議題はプロ野球について話し合う

事が多く、知らない選手の名前が飛び交う等ジェネレーションギャップを感じる事もあります

が、楽天イーグルスよりも読売

巨人軍推しの営業所です。

( 貝瀬の今季推しチームはヤク

ルトか？ )

　今後も東北営業所としましては、

震災復興への貢献とお客様満足度

向上を目指し更なるお客様への

サービス向上に励んでいきたいと

思います。
東北営業所メンバー
左端：谷本、中央：餌取所長、右端：貝瀬
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Windows10 を使用してみて、操作性を含め使用しづらいと感じた場合に Windows10 にアップグ

レードしてから 1ヶ月以内であれば、以下の手順で以前のバージョンに戻すことが可能です。

Windows10 を使用してみて、操作性を含め

以前のバージョンに戻す場合

Windows10アップグレードに関して
Windows10の無償アップグレードが７月２９日終了となっております(Microsoft公式ページ参照)

が、 合わせてWindows10 に関する問い合わせも増えております。

Windows10 のアップグレードが開始されてしまった場合、《絶対に》パソコンの電源を

切らないでください！パソコンが故障し起動できなくなる可能性があります。

手順
1

レードしてから 1ヶ月以内であれば、以下の手順で以レードしてから 1ヶ月以内であれば、以下の

手順
1

デスクトップ画面左下のスタートメニュー
を開き、「設定」をクリックします。

ー 手順
2

前のバージョンに戻すことが可能です。以前

順手順
22

設定画面の「更新とセキュリティ」を
クリックします。

手順
3
手順
3

左メニ ュー の 「回復」 を ク リ ッ ク し、
「Windows8.1 に戻す」 （※1） の下側に
ある「開始する」をクリックします。

し、
に

手順
4
順手順
44

「以前のバージョンに戻す理由」（※2)を選択
し、「次へ」をクリックします。

（※1)前バージョンがWindows7であれば「Windows7に戻す」と出ます。 （※2) 理由は何でも結構です。
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平日は通常通り営業、日曜日・祭日はお休みいたします。
お盆休み期間中の営業案内

営業休み
（山の日）

休み 休み 営業 営業

木 金 土 日 月 火
11日 12日 13日 14日 15日 16日

８月

手順
5
手順
5

「更新プログラムをチェックしますか？」が
表示されましたら
「チェックしない」をクリックします。

手順
6
手順手
6 「知っておくべきこと」が表示されましたら

一読し、「次へ」をクリックします。

手順
7
手順
7

「ロックアウトされないようにご注意くだ
さい」が表示されましたら一読し、 「次へ」を
クリックします。

だ
を

手順
8
手順手
8

「Windows8.1 に戻す」 をクリックします。
クリックしますとパソコンが再起動し、 以前
のバージョンへの復元が始まります。

復元が終わりますと以前のバージョンへ戻ります。※パスワードを使ってWindows8.1又は 7にサインインしていた場合
は、パスワードをご確認ください。そのパスワードを使用せずにサイン
インすることはできません。


