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1.ログイン 

InternetExplorer を起動し、アドレスに BeingCollaboration のアドレスを記入します。 

http://www.be-collabo.jp/ 

 

BeingCollaboration のポータルサイトが表示されますので、ログイン情報を入力します。 

登録完了書に載っている企業 ID・ユーザ ID・パスワードを入力して「ログイン」ボタンを 

押してください。 

 

 

ID・パスワードを入力します。

 

企業 ID/ユーザ ID の保存にチェックを

入れると、次回ログイン時からはパス

ワードのみの入力になります。 

企業 ID/ユーザ ID の保存期間は 

2 週間となります。 

http://www.be-collabo.jp/
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2.初期設定 

■通知設定 

BeingCollaboration では、新着情報を通知するサービスがあります（例：帳票ワークフローの決裁情報な

ど）。 

お使いのメールアドレスを通知先に設定すると、BeingCollaboration にログインしなくても更新内容を確認

することができます。 

 

 

表示・転送設定画面が表示されますので、「変更」ボタンを押してください。 

ログインすると、トップページに移動します。 

上部にログインしたユーザの名前が表示されます。 

「お知らせ」を選択し、「メール転送設定を

確認・変更する」をクリックします。 
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表示・転送設定の編集ウィンドウが表示されます。 

転送するメールアドレスは 5 つまで指定することができます。 

 

 

 

  

２．「転送」チェックボックスをチェック 

３．転送するメールアドレスを入力 

４．「表示・転送設定」リンクをクリック 

１．転送先アドレスリンクをクリック 
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転送中になっていれば設定終了です。 

 

 

  

５．転送対象をチェックする。全て 

  転送する場合はここをチェックする。 

６．「保存」ボタンを押す 
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■パスワード変更 

(※必須ではありません。初期のままでもお使いいただけます。) 

ログイン時に入力するパスワードの変更方法をお伝えします。 

 

 

 

個人設定画面が表示されます。 

 

 

パスワードの変更画面が表示されます。 

 

パスワード変更終了画面が表示されます。 

 

 

  

「個人設定」リンクをクリックします。 

「パスワードの変更」をクリック 

１．現在のパスワードと新し

いパスワードを入力 

２．「保存」ボタンを押す 
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3.現場作成 

施工する現場の情報を作成します。 

現場を作成すると、その現場の掲示板、文書管理フォルダなどが自動的に作成されます。 

 

トップページを表示します。 

 

 

※簡易メニュー表示している場合は、一旦トップページ表示に戻してください。 

「新規現場作成」ボタンを押します。 

「その他」を選択し、「トップページ」を 

クリック。 
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新規現場作成画面が表示されます。 

 

 

  

３．現場名を入力 

４．現場管理者を選択 

※現場管理者とは BeingCollaboration におい

てこの現場の情報を管理する人のことです。 

現場管理者に設定された人は、以後この現場

の全ての情報を参照することができるようにな

ります。 

１．電子納品要領のバージョンを選択 

２．文書管理に作成するフォルダを選択

ージョンを選択 
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５．帳票様式を選択 

選択した帳票様式にてワークフローを 

発議することが出来るようになります。 

７．現場メンバー設定ボタンを押す 

６．各様式に対する設定 

帳票様式を選択することで、利用可能な様式が表示されます。 

各様式に対し、以下の 4 項目の設定が可能です。 

※リンクをクリックすると、右図の表示となり、 

各設定を行うことができます。 

 

※「押印欄の有無」「押印に斜線を表示する／しない」は、 

帳票様式に”国総研”を選択した場合にのみ設定可能です。 

・「様式を使用する／しない」 

”使用しない”と設定した様式は、帳票ワークフロー機能にて発議することができません。 

・「押印欄の有無」 

”無し”と設定した様式は、様式内に押印欄が表示されません。 

・「押印に斜線を表示する／しない」 

”表示する”と設定した様式は、誰も押印しない欄に斜線を表示します。 

・「基本承認順序設定」 

設定ボタンをクリックすると、基本承認順序設定一覧画面を表示します。 
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現場メンバー選択ウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

現場新規作成画面に、現場メンバーが追加されます。 

 

  

１．現場に所属する社員の「選」ボタンをクリック 

５．選び終わったら変更ボタンを押す。 

４．選んだユーザは、メンバーとして表示されます。 

        でメンバーの表示順を変更します。 

３．検索された企業名・社員名が表示されます。

「選」ボタンを押すと現場メンバーに選択されます。 

２．追加する他社メンバーの会社 ID・社員 ID を入力

し、「検索」ボタンを押します。 
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受発注者で１つの企業 ID を使用している場合は、発注元・受注者を入力する事で現場スケジュール 

表示や一部の書類作成時に表示されるようになります。（受注者を入力しない場合、契約企業名が表示さ

れます。） 

 

 

 

表示例： 

  

 

他にも施工開始日・終了日など入力項目はありますが、必須ではありませんので必要に応じて設定を行っ

てください。 

設定が終了したら「登録」ボタンを押します。 

 

確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

現場が登録され、現場一覧画面に表示されます。 
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■現場作成時に作成されるフォルダ 

現場を作成すると、その現場の文書管理が作成現場フォルダの指定に応じて自動的に作成されます。 

通常は「情報共有基準案 Rev.4.0,5.1 対応」を指定してください。 

作成現場フォルダで情報共有基準案 Rev.4.0,5.1 対応を指定すると以下のフォルダが作成されます。 

フォルダ構成 
備考 

第一階層 第二階層 第三階層 

調査・設計成果 調査・設計業務報告書/詳細設計図 

設計図書 
発注者が電子データを登録。共通仕様書/

特記仕様書など 

前工事の図面 工事完成図(必要に応じて発注者が登録) 

契約関係書類等 
受注者が電子データを登録する。現場代

理人等通知書/請負代金内訳書など 

施工計画 

計画書 
施工計画書/総合評価計画書/ISO9001品

質計画書 

設計照査 
設計図書の照査確認資料/工事測量成果

表/工事測量結果 

施工体制 施工体制台帳/施工体系図 

施工管理 

工事打合せ簿(指示）   

工事打合せ簿(協議）   

工事打合せ簿(承諾）   

工事打合せ簿(提出）   

工事打合せ簿(報告）   

工事打合せ簿(通知）   

関係機関協議 関係機関協議資料 

近隣協議 近隣協議資料 

材料確認 材料確認書 

段階確認 段階確認書 

確認・立会 確認・立会依頼書 

工事写真 

着手前・完成写真 

電子納品-工事写真を BeingCollaboration

上でやり取りする場合に利用。 

施工状況写真 

安全管理写真 

使用材料写真 

出来形管理写真 

品質管理写真 

事故写真 

災害写真 

その他写真 

安全管理 工事事故報告書 
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工程管理 履行報告 工事履行報告書 

出来形管理 
出来形管理資料 出来形管理図表 

数量計算書 出来形数量計算書 

品質管理 
品質管理資料 品質管理図表 

品質証明資料 材料品質証明資料/品質証明書 

その他 

報告書等 
新技術活用関係資料/総合評価実施報告

書 

建設リサイクル 
再生資源利用計画書(実施書)/再生資源

利用促進計画書(実施書) 

創意工夫 創意工夫・社会性等に関する実施状況 

イメージアップ イメージアップの実施状況 

CIM 等 
i-Construction や CIM に関係する 3 次元

データや属性情報 

電子納品成果物 
提出用電子納品成果物(工事帳票/工事

写真) 

事前打合せ 事前打合せ用共有フォルダ 
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■帳票に役割名で押印するには（主に中国地方整備局での現場向け） 

通常は帳票の発議・決裁を行うと、帳票には対象の欄にそのユーザが設定している押印文字にて押印され

ます。 

帳票様式に国総研を設定している現場では、現場管理の各様式に対する設定にて押印する文字の種類を

役割名に変更することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

※役割名の押印による帳票の発議・決裁を行いたい場合、対象となる工事の情報を添えて弊社の担当営

業所まで連絡をお願いします。 

 

 

リンクをクリックすると、押印文字列の設定を行うことができます。 

 

対象の現場で帳票を発議・ 

決裁を行うと、 

役割名で押印します。 
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■基本承認順序設定 

基本承認順序設定では、帳票発議・決裁時に利用する承認順序の登録・編集を行います。 

基本承認順序設定を行っておくと帳票発議の際、発議しようとしているユーザから始まる優先順位の

高い基本承認順序設定が初期設定されます。 

※基本承認順序設定の変更は、現場管理者および現場を作成した企業のシステム管理者が行えます。 

 

●基本承認順序設定を登録する。 

基本承認順序設定の登録を行います。 

 

 

現場情報詳細が表示されます。 

基本承認順序設定を登録したい様式の「設定」ボタンを押します。 

 

「工事情報詳細」ボタンをクリック 

基本承認順序設定が 1 件も登録されていない様式は 

「設定」ボタンが表示されます。 
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別ウィンドウで基本承認順序設定一覧画面が表示されます。 

「新規作成」ボタンを押します。 

 

 

別ウィンドウの表示が基本承認順序設定画面になります。 

内容を入力し「変更」ボタンを押すと、別ウィンドウの表示が基本承認順序設定一覧画面に戻り、 

基本承認順序設定を登録します。 

 

 

≪項目について≫ 

・承認順序名称 

⇒登録する基本承認順序設定の名称 

・利用期間を設定 

⇒「する」にチェックを付けると、基本承認順序設定に利用期間を設定することができます。 

・利用期間 

⇒登録する基本承認順序設定を利用できる期間の目安を設定することができます。 

・【承認順序設定】 

⇒役割名と現場の参加メンバーを設定します。 

 ボタンを押すと、承認順序を入れ替えることができます。 

「削除」ボタンを押すと、対象となる役割名と現場の参加メンバーの設定を解除することが 

できます。 

「追加」ボタンを押すと、未設定の承認順序を追加することができます。 
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帳票様式で「国総研」「京都府」「福島県」「富山県」を選択した場合、複数人を同一順序に設定して

おくことで、順序関係なく並列に帳票の決裁を行えるようにすることができます。（AND承認） 

並列で決裁を行えるようにすることで、直前までのユーザの決裁を待つことなく帳票を決裁できるよ

うになります。 

 ＜帳票を AND承認する運用例＞ 

 

 

≪【承認順序設定】での操作について≫ 

 ボタンを押すと、その順序に現場の参加メンバーを追加することができます。 

ボタンを押すと、その順序に設定されている現場の参加メンバーを解除することが 

できます。 

 ボタンを押すと、承認順序内でのメンバーの表示順の入れ替えをすることが 

できます。 
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押印欄設定をする必要のある様式の場合、基本承認順序設定を行う際には、「変更」ボタンの代わり

に「押印欄設定」ボタンが表示されます。 

 

 

通常の押印欄設定画面では、 押印場所・押印ユーザ・押印欄のタイトルを設定できます。 
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様式によっては（段階確認書等）、特定の場所に押印するユーザのみを設定する画面を表示します。  

 

 

≪項目について≫ 

・【押印欄設定】 

⇒【承認順序設定】に対応した押印欄設定をします。 
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●基本承認順序設定を複写する。 
登録されている基本承認順序設定の複写を行います。 

別ウィンドウで表示される基本承認順序設定一覧画面にて、複写したい基本承認順序設定の「複写」

ボタンを押します。 

 

 

別ウィンドウの表示が基本承認順序設定画面になります。 

選択した基本承認順序設定の登録されている内容を複写することができます。 

編集する場合は登録内容を編集後、「変更」ボタンを押すと別ウィンドウの表示が基本承認順序設定

一覧画面に戻り、編集した内容で基本承認順序設定を登録します。 
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●基本承認順序設定を確認・編集する。 
登録されている基本承認順序設定の内容の確認・編集を行います。 

現場情報詳細にて、基本承認順序設定の内容を確認したい様式の「変更」ボタンを押します。 

 

 

別ウィンドウで基本承認順序設定一覧画面を表示します。 

現場で設定されている基本承認順序設定の一覧が表示されます。 

 

登録内容を確認・編集したい基本承認順序設定の 

承認順序名称のリンクをクリックします。 

 

基本承認順序設定が 1 件以上登録されている様式は 

「変更」ボタンが表示されます。 
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別ウィンドウの表示が基本承認順序設定画面になります。 

選択した基本承認順序設定の登録されている内容を確認することができます。 

編集する場合は登録内容を編集後、「変更」ボタンを押すと別ウィンドウの表示が基本承認順序設定

一覧画面に戻り、編集した内容で基本承認順序設定を保存します。 

 

 

●基本承認順序設定の優先順位を入れ替える。 
登録されている基本承認順序設定の優先順位の入れ替えを行います。 

別ウィンドウで表示される基本承認順序設定一覧画面にて、優先順位を入れ替えたい基本承認順序設

定の  ボタンを押して優先順位を入れ替えることができます。 

 

  

承認順序１ 
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●基本承認順序設定を削除する。 
登録されている基本承認順序設定の削除を行います。 

別ウィンドウで表示される基本承認順序設定一覧画面にて、削除したい基本承認順序設定の「削除」

ボタンを押します。 

 

 

確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンを押すと基本承認順序設定を削除します。 

 

 

※基本承認順序設定の登録・複写・確認・編集・優先順位の入れ替え・削除は現場の新規作成時にも

設定することができます。 
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4.文書管理 

Windows のエクスプローラーと同じ感覚で、サーバ上で文書の共有をすることができます。 

現場を作成した時に、作成現場の情報を納める為のフォルダが自動的に作成されています。 

 

 

 

 

 

■フォルダを作成する 

文書を登録するには、登録先となるフォルダが必要です。 

 

 

会社共通・現場フォルダのうち、選択

したフォルダ以下を表示 

「フォルダ」をクリック 

会社共通・現場フォルダの一覧 

選択したフォルダ以下の 

フォルダ一覧 

選択したフォルダの中にあるファイル一覧 

1.登録先となるフォルダを選択 

2.「フォルダ作成」アイコンをクリック 
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「フォルダを作成する」画面が表示されます。 

「履歴管理」「権限種別」「権限」は初期設定のままで問題ありません。 

「通知先種別」で「役割毎」もしくは「個人毎」を選択すると、このフォルダにファイルを登録、または差し替え

した際に、指定した相手にメールで通知することができます。 

この機能を利用することで、文書登録・更新時の連絡の手間を省くことができます。 

「作成」ボタンをクリックすると、フォルダが作成されます。 

 

  

２．「作成」ボタンを押す 

１．フォルダ名を入力 
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■ファイルを登録する 

ファイルをフォルダに登録することで、登録したファイルを他のメンバーが閲覧できるようになります。 

 

 

「文書を追加する」画面が表示されます。「参照」ボタンを押してください。 

 

  

1.登録先となるフォルダを選択 

2.「文書追加」アイコンをクリック 
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「ファイルの選択」ダイアログが表示されますので、登録する電子ファイルを選択し「開く」ボタンを押します。 

 
「文書を追加する」画面へ戻りますので、「追加」ボタンを押してください。 

  

1.ファイルを選択し 

2.「開く」ボタンを押す 
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■ファイルを閲覧する 

登録されているファイルを閲覧します。 

文書一覧で参照するファイルの文書名を選択しダブルクリック、もしくは「文書表示」メニューをクリックしま

す。 

 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。 

「開く」をクリックするとファイルの内容が表示されます。「保存」を押すとファイルを PC に保存することができ

ます。 
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■ファイルを差し替える 

登録したファイルの内容を修正・更新し、再登録を行うなど、ファイルの差し替えを行いたい場合の手順につ

いて説明します。 

文書一覧で対象となる文書を選択し、「版改訂」メニューをクリックします。 

 

「版を改訂する」画面が表示されます。「参照」ボタンを押してください。 

 

「ファイルの選択」ダイアログが表示されますので、修正した電子ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックし

てください。 

 

1.ファイルを選択し 

2.「開く」ボタンを押す 

1.対象のファイルを選択 

2.「版改訂」アイコンをクリック 
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「版を改訂する」画面へ戻ります。 

文書名を変更することはできません。備考欄と版欄は任意入力です。 

登録する書類ファイルにコメント等が必要な場合は備考欄に入力します。 

書類ファイルを版管理される場合は、版を識別できる値を入力します。（版管理をご利用される場合は、事

前に発版ルールを決定されることをお奨めします。） 

「改訂」ボタンを押すと選択された書類ファイルを元の文書に上書き登録し「文書管理」画面に戻ります。 

 

 

■ファイルを削除する 

登録したファイルを削除する手順について説明します。 

文書一覧で対象となる文書を選択し、「文書削除」メニューをクリックします。 

 

「削除の確認」ダイアログが表示されますので「OK」ボタンを押すと、対象文書が削除され「文書管理」画面

が表示されます。 

 

 

2.「文書削除」アイコンをクリック 

1.対象のファイルを選択 
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●複数のファイルをまとめて削除する 

文書一覧で削除したい文書対象のチェックボックスを選択し、「一括削除」メニューをクリックします。 

 

「削除の確認」ダイアログが表示されますので「OK」ボタンを押すと、対象文書が削除され「文書管理」画面

が表示されます。 

 

■削除したファイルを復帰する 

削除したファイルを復帰する手順について説明します。BeingCollaboration Ver5.16.0 リリース(2011/08/11)

以降に削除された文書は復帰することができます。 

文書一覧で対象となる文書の親フォルダを選択し、「削除文書復帰」メニューをクリックします。対象文書の

親フォルダが削除されている場合は、その親フォルダを選択してください。 

 

1.対象の親フォルダを選択 

2.「削除文書復帰」アイコンをクリック 

1.対象のファイルのチェックボックスを選択 

2.「一括削除」アイコンをクリック 
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「削除文書復帰」メニューは下記の場合は表示されません。 

・選択フォルダ以下に、BeingCollaboration Ver5.16.0 リリース(2011/08/11)以降に削除された文書が 

ない。 

・削除文書の親フォルダに対し、文書参照権限・文書登録権限・文書削除権限を持たない 

・削除文書の親フォルダも削除されている場合、親フォルダに対し、フォルダ参照権限・フォルダ変更 

権限・フォルダ削除権限を持たない。 

「削除文書を復帰する」画面が表示されます。復帰対象の文書を選択し、「復帰」ボタンを押してください。 

 

「復帰の確認」ダイアログが表示されますので「OK」ボタンを押すと、対象削除文書が復帰されます。文書の

親フォルダが削除されていた場合、この親フォルダも復帰します。 

 

■ファイルをロックする 

ファイルをロックする手順について説明します。 

ロックすることで、対象のファイルの文書変更・版改訂・削除・文書移動が行えなくなり、文書を保護します。 

 

文書一覧で対象となる文書を選択し、「ロック」メニューをクリックします。 
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「ロックの確認」ダイアログが表示されますので「OK」ボタンを押すと、対象文書がロックされます。 

 
 

■ファイルのロックを解除する 

ロックしたファイルには、 アイコンが表示されます。 

ロックの解除を行うには、文書一覧で対象となる文書を選択し、「ロック解除」メニューをクリックします。 

 

2.「ロック」アイコンをクリック 

1.対象のファイルを選択 

1.対象のファイルを選択 

2.「ロック解除」アイコンをクリック 
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「ロック解除の確認」ダイアログが表示されますので「OK」ボタンを押すと、対象文書のロックが解除されま

す。 

 

 

■文書一覧をダウンロードする 

工事書類一覧表を出力する手順について説明します。 

一覧表を出力したいフォルダを選択し、「文書一覧出力」メニューをクリックします。 

 

「文書一覧作成の確認」ダイアログが表示されますので「OK」ボタンを押します。 

 

選択したフォルダ以下の工事書類一覧表を Excel で出力します。 

2.「文書一覧出力」アイコンをクリック 

1.出力するフォルダを選択 



 

  37/50 
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5.スケジュール 

BeingCollaboration 上でスケジュールを管理する機能です。現場での予定である現場スケジュール（立会な

ど）と、ユーザの予定である個人スケジュールに分けて登録します。現場スケジュールは同じ現場に所属し

ているユーザ、個人スケジュールは同じ企業に所属するユーザが参照することができます。 

 

■現場予定を登録する 

登録したい日を選択して、 （登録アイコン）をクリックします。 

（2 週間表示・1 か月表示・3 か月表示のいずれからでも結構です。） 

 

「その他」を選択し、「スケジュール」 

をクリック 

予定を登録する現場の下の「 」をクリック 

をクリック 
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現場予定登録画面が表示されます。 

内容を入力し「登録」ボタンを押してください。 

 

≪項目について≫ 

o 予定名（必須）  

o 開始日時／終了日時 

⇒ （▼ボタン）をクリックしてスケジュールの日時を指定します。（必須）  
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o 分類／色 

⇒選択すると、分類分けや色分けができます。  

o 内容 

⇒スケジュールに関する詳細やメモ等に利用します。  

o 共有メンバー 

⇒この現場の予定に参加するメンバーを指定します。（※共有メンバーを指定するには） 

選択されたメンバーの個人予定には、この現場予定の内容が表示されます。  

o 通知／事前通知 

⇒必要に応じて設定してください。 

o スケジュール表示方法 

⇒必要に応じて設定してください。一日以内に終わる工程を横棒表示し、立会いなどは縦

棒表示する場合などに利用します。 
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■個人予定を登録する 

 

 

 

 

 

 

「個人予定表」アイコンをクリック 

予定を登録する日の「 」をクリック 

をクリック 
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個人予定登録画面が表示されます。 

内容を入力し「登録」ボタンを押してください。 

 



 

  43/50 

≪項目について≫ 

o 予定名（必須）  

o 開始日時／終了日時 

⇒ （▼ボタン）をクリックしてスケジュールの日時を指定します。（必須）  

o 分類／色 

⇒選択すると、分類分けや色分けができます。  

o 内容 

⇒スケジュールに関する詳細やメモ等に利用します。  

o 共有メンバー 

⇒スケジュールを共有するメンバーを指定します。（※共有メンバーを指定するには）  

o 公開レベル／通知／事前通知／スケジュール表示方法 

⇒必要に応じて設定してください。 
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※共有メンバーを指定するには 

共有メンバーの「選択」ボタンを押します。 

 

共有メンバーを選択するウィンドウが表示されます。 

 

共有メンバーに指定したいユーザの

所属しているカテゴリを選択し 

「検索」ボタンを押す 

指定したいユーザを選択して 

選択「＞」ボタンを押します。 

選択されたユーザはこちらに表示さ

れます。 

選択が終了したら「決定」ボタンを押す 
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元の画面において、共有メンバーが選択されます。 
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6.簡易メニュー 

現場トップページ表示時、メニューを簡易表示に切り替えることができます。 

簡易メニューからワークフロー・スケジュールメニューを経由せずに帳票や簡易提出書類を発議することが

できます。 

また、ユーザに依頼の来ている帳票・書類の有無を確認することができます。 

■簡易メニューへの切り替え方 

 

 

個人設定画面が表示されますので、変更ボタンをクリックします。 

 

 

個人情報の変更ウィンドウが表示されます。 

現場トップページメニュー表示を「簡易メニュー」に設定して保存ボタンを押して設定完了です。 

元のメニュー表示に戻したい場合は「標準メニュー」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人設定」リンクをクリックします。 

「変更」ボタンをクリックします。 

 

1.「簡易メニュー」を選択 

2.「保存ボタン」をクリックします。 
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■簡易メニュー表示 

トップページに表示されているコンボボックスから現場を選択するか、現場名をクリックします。 

 

 

現場のページを表示する際、タイル状のメニューが表示されます。 

 

 

現場名のリンクをクリックする。 

現場を選択する。 
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●現場トップ 

現場トップのトップページが表示されます。 

 

●提出書類 

提出書類には「提出」「承認」「閲覧・変更・ダウンロード」の 3 つのサブメニューが用意されています。 

「提出」では、現場で使用している帳票ワークフローの帳票と簡易提出書類の各様式名、施工体制台帳のメ

ニューが表示されます。 

様式名をクリックすると帳票・書類の発議画面が表示されます。施工体制台帳をクリックすると施工体制台

帳一覧画面が表示されます。 

 

 

「承認」はユーザに依頼の来ている帳票・書類があればその件数と様式名が表示されます。 

様式名をクリックすると帳票ワークフローの場合はワークフロー処理依頼の未処理一覧画面、簡易提出書

類の場合は簡易提出書類一覧画面が表示されます。 

 

 

様式名を選択すると 

帳票・書類の発議画面が表示されます。 

様式名を選択する、それぞれの一覧画面で 

未処理の帳票・書類の詳細を確認して下さい。 

施工体制台帳を選択すると 

施工体制台帳一覧画面が表示されます。 
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「閲覧・変更・ダウンロード」では、ユーザが閲覧することのできる帳票・書類の様式名が表示されます。 

様式名をクリックすると帳票ワークフローの場合は帳票ワークフロー処理状況一覧画面、簡易提出書類の

場合は簡易提出書類一覧画面が表示されます。 

 

 

●フォルダ 

フォルダメニューをクリックすると、現場の文書管理画面を表示します。 

 

●掲示板 

掲示板メニューをクリックすると、現場の掲示板画面を表示します。 

 

  

様式名をクリックすると、閲覧できる 

帳票・書類の各一覧画面が表示されます。 
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●お知らせ 

お知らせメニューは BeingCollaboration の通知参照の各機能の画面を表示するメニューで、

BeingCollaboration の各機能で設定した自動送信のお知らせメッセージを参照することができます。 

また転送設定を行うことで、パソコンや携帯電話から通知参照内容を確認することができます。 

お知らせメニューには「通知一覧を確認する」「メール転送設定を確認・変更する」「データ作成状況一覧を

確認する」の 3 つのサブメニューがあります。 

「通知一覧を確認する」をクリックすると通知一覧画面が表示されます。 

「メール転送設定を確認・変更する」をクリックすると転送設定画面が表示されます。 

「データ作成状況一覧を確認する」をクリックするとデータ作成状況画面が表示されます。 

 

 

●その他 

その他メニューには、現場のページで使用できる機能がサブメニューとして設定されており、機能名をクリッ

クするとその機能の画面を表示します。 

 

 

クリックすると各機能の画面が表示されます。 

クリックすると各通知・設定画面が表示されます。 
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