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システムご利用に際しての重要事項
scodt cloudのご利用に際しては、下記の運用ルールを順守してください。
このマニュアルは必要に応じて適時改定を行いますので、ご利用に際しては常
に内容をご理解いただき、正しい運用にご協力ください。
適時、担当者の研修などをテレワークで行いますのでご利用ください。

1. 登録に際し日本語は全角、英数は半角で記号は使用できません。また無駄な
余白スペースなどは検索などに影響を与えるので禁止でその場合は半角のア
ンダーバー「_ ]を利用してください。その場合もコードの先頭は禁止です。

2. 当該システムでは、長期にわたり安定した利用環境を維持するために、流通
情報の世界標準化機関GS1のルールを採用しています。その利用上の制限な
どはGS1のルールに従っています。ただし、GS1QRの具体的なB2C運用は他
に例が無いので、今後変更などが判明した場合、速やかにご対応ください。

3. 製品のリスク管理のために、リスクコード（一社 PL対策推進協議会で公開
）を製品分類に利用しています。登録する際のコンテンツの品質などにも影
響する事ですので、ご確認ください（代理店の場合は引き受け費用などにも
影響します）。

4. 登録時には製品のロット予定数を、ロット単位の生産数が確定した場合は修
正してデータ保管を行って頂きます。これは万一リコールなどの際の回収・
廃棄率の母数として、より正確な製品リスクの管理、PL保険やリコール保険
対応などに利用できます。

5. 製品を特定するコードはGTIN13（生産国のコードを利用する場合はその国の
GTIN）を利用しGS1QRの規定に従い、先頭に0を追加し14桁表示とします。

6. ロット管理コードをGTINの次にAI(ISOで規定されている拡張子)で連結し、企
業内の任意のコード体系を利用できます。これにより同じGTINでも生産場所
の異なるものなどの情報を組み込むことができます。桁数とGLNなどの
チェックデジット（数列最後の１桁の数字）は正確に利用してください。不
備があるとQRシンボル生成時に不具合となります。具体的には登録年月など
の6桁表示の後に14桁（合計英数で20桁）にて例えば農産物であれば圃場
コード、製造工場を特定するGLN（GTIN発行に際し流通システム開発センタ
ーより発行されています）を利用することで高度なグローバル標準化に対応
できます。

7. 寿命の設定については、設計寿命（設計上決められた寿命で、食品などは消
費期限）、設計寿命は許容誤差を組み入れた寿命期間を期待寿命（食品など
は賞味期限）とし、設計寿命の8割り程度（内規優先）で登録します。
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※このシステムでは登録時の期日が到来するとシステムから機械的に表示切り
替えが行われますので、どちらかだけで登録することもできます。ただし、通
常設計寿命到来後は使用できないので、「間も無く寿命時期が来るという伝え
方で期待寿命、実際に使用できなくなる期限を設計寿命」として利用されてい
ますが、自社の社内規定を鑑み設定してください。
8. 取扱説明書など、誤使用との関連の深い情報については当面PDFとしてい
ます。これはAIの利用などが進む中で、自動翻訳による誤翻訳に起因した
クレームや事故の責任などについての検証がされていないことであり、現
時点では当社としては認めていません。なお、参考までに多言語対応は英
語翻訳を行ない、その英語を元に多言語に展開することが一般的です。

9. 証明書などについては、試験データも含め、第三者機関での製品に関わる
証明書などをPDFでページ連結して利用します。

10.プッシュ通知の乱用により、当社や当該システム利用者・モバイルユー
ザーなどからのクレームなどが生じた場合は当社より通知に従い改善をお
願いします。その後、改善など確認できない場合は、クレームやシステム
の信頼性を毀損することが予想されるため、システムの利用制限、利用の
中止を行います。

11. GS1QRのコードを2次元シンボルのGS1QRに生成するには、生成条件など
の最新の情報を組み込まれたAdbe Illustrator プラグインソフトウエア
フラッシュバックジャパン社のROBO4もしくはROBO5を推奨しています。
CS6環境では利用できませんのでご注意ください。なお、生成する環境の
ない場合は当社にて作業環境の確認された委託先を紹介します。

12.登録業務を外注したい場合も同様に作業環境の確認のできた委託先を紹介
します。

13. GS1QRシンボルの表示には、上記ソフトでの生成寸法を縮小使用は禁止で
す。また、生成されたシンボルを画像にて使用することは原則禁止ですが
、解像度150dpi以上で動作確認を行い自社責任で利用ください。

14.シンボル表示に際して、シンボル周囲は生成時の背景色白を基本的に維持
します。その下に平文字（フォント指定はありません）にてアプリ名称
GS1QR scodt®を表示します。フォントサイズは指定しませんが認識できる
サイズとして6point以上を推奨します。以下にその利用イメージを示しま
す。今後,モバイルカメラの高度化で必要になることが予想されます。



本体表示とラベル組み込み例

さくら麹あこや

屋外に設置使用
する動物捕獲器
の事例です。

レーザーマーキングによる事例
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注：現行のシステムではアプリの
都合でPDFの横展開できません。
背景とシンボルのコントラストに
ついては,読み取りエラー防止の関
係でGS1にて規定されています。



15.シンボルの耐久性は、基本的に製品寿命と同一、特に長期使用製品はそ
れ以上を目安にしてください。
• 例えば透明シールの裏印刷、表面を透明の耐久性の高いフィルムで
カバーし擦過損を防止することやセラミック（陶）製などの耐久性
の高い素材や印刷・レーザーマーキングなどがあります。

• いずれの場合も背景とシンボル（黒）との反射率80％以上を維持し
てください。コントラストの計測試験機関などについては、一般財
団法人流通システム開発センターなどにお問い合わせください。

16.シンボルの表示場所などについて
• このシンボルはいつでも製品使用者が見やすい場所に表示すること
が大切です。住宅設備などでは側面や屋外装置だけの表示では設置
後に確認できなくなることを想定した表示が重要です。

• 機器本体が屋外に設置されても、例えばリモコンや設置場所の見や
すい場所にラベルなどで表示すること、そして表示する際には、使
用者登録や取扱説明書、安全情報を伝えるために、アプリを使用し
ていただき、一度は取扱説明書などが閲覧できることを伝え確認す
る必要があります。

• 特に販売店でも店員がそれらのことを伝えることがこのシステムの
利用効果と深く関わります。

17.アプリインストール情報について、専用アプリ（GS1QR scodt）をインス
トールしていただくための案内は、取扱説明書の表紙、ホームページ、
本体での表示や同梱物などでユーザーに伝えることが大切です。当社に
てテンプレートを用意していますのでお申し出ください。尚、iOSや
AndroidのカメラはQRリーダーになっており、GS1QRを読むと当社アプ
リ案内に誘導されます。またAndroidではすでにインストールしている場
合はその誘導画面によりアプリを立ち上げられます。

専⽤アプリダウンロードの案内例
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Scodt cloud ver 1.1
システム利⽤⽅法
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1.scodt管理システムへのログイン

ブラウザにてメール添付のURLへアクセスします。
https://kanri.scodt.jp/site/login

当社から申し込み時にr登
録されたメールアドレス
にお送りしたログインID、
パスワードを入力

でログインしてください。

正しく、ログイン出来
るとscodt管理システム
が表示されます。
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1-1

1-2



2.製品の新規登録

製品/端末をクリックします。

製品の新規登録方法を説明します。

2-1

製品をクリックします。

追加をクリックします。

2-2
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2-3



新規登録する製品の詳細情報を
入力する画面になります。
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会社情報を入力してください。

商品名、リスクコード、GTIN、
ロット番号を入力してください。
GTINとロット番号を入力する
と自動でGS1QRコードが生成
されます。

リスクコードの詳細は一社）PL対策推進協議会の下記サイトでご確認ください。
https://pl-taisaku.org/?page_id=1023

・GTINは、JANコード（13桁）の先頭に0を追加した14桁になります。
（例）JANコード1234512345123 → 01234512345123
・ロット番号は、20桁の英数で任意に使用できます。

2-4

2-5

2-6



商品番号、型式、ロット予定数
を任意で入力します。

出荷開始日、販売終了日、点検
時期、設計寿命、期待寿命はカ
レンダー形式で入力できます。

取扱説明書、EVIDENCEのアッ
プロードを行うには、各項目の
選択をクリックします。

2-7
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2-9

2-8



選択をクリックすると、ファイ
ル選択の画面が表示されますの
で、PDFファイルを選択してア
ップロードしてください。

承認する権限を持った方に、内
容を確認してもらい、承認あり
にチェックを入れます。
公開/非公開を公開にチェックを
入れます。

入力作業を行った方の氏名を入
力します。

最後に、QRコードをscodtアプ
リで読み込んだ際に画面表示す
る内容を設定します。
ありにチェックを入れます。
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2-10

2-11

2-12



ありにチェックを入れると、表
示が切り替わります。

表示する画面を選択します。
表示のタイプをクリックすると

プルダウンが表示されますので、
選択してください。

通常時は、お知らせか商品所有
者登録を選択してください。

表示画面を反映させる、日時を
カレンダー入力形式で入力しま
す。

即時に表示させる場合は現在の
日時を設定します。
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商品情報のURL、または御社
ホームページのURLがある場合
はこちらに入力してください。

登録をクリックすると入力完了
となります。

2-13

2-14

2-15



3.GS1QRコードシンボル作成方法
登録された製品のGS1QRコードシンボルをシステム管理画面よりCSV出力して
作成方法を説明します。
必要なアプリケーション
• Adobe illustrator 2017 (推奨）
• illustratorプラグイン ROBO4 or 5（株式会社フラッシュバックジャパン）
• Excel

3-1

製品/端末をクリックします。

製品をクリックします。

登録製品一覧が表示されます。
作成したい製品のチェックボッ
クスにをチェックを入れます。
複数可。
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3-2

3-3



全ての製品を選択する
場合は、こちらの

チェックボックスを

チェックすることで全
選択されます。

CSVダウンロードボタンを
押すと選択し製品の登録情
報がダウンロードされます。

CSVダウンロードボタンを
押すと選択し製品の登録情
報がダウンロードされます。

ダウンロードファイルは
ファイル名 product_list_
日付.zip
内容
・取扱説明書等のPDFファ
イル
・product_data_日付.csv

3-4
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3-5

3-6



CSVファイルをExcelで開きます。
登録された情報を全て確認することが出来ます。
複数製品を選択された場合も、全て出力され確認することが出来ます。

3-7

GTINの表示が
1.23451E+12
の様に表示されてしまうので次の通
り、セルの書式設定より表示形式の
変更を行います。

セルを選択し、マウスの右ボタンを
クリックして、セルの書式設定を選
択します。

表示形式を数値に変更します。
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3-8

3-9



表示が、通常の数値表示に変わります。

GS1QRコードをコピーします。

illustratorを起動します。
新規作成を行い、
ウィンドウ→バーコード
ROBO4→QRコード・GS1QR
コードを選択してプラグインを
起動します。

ROBO4のウインドウが開きます。
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3-10

3-11

3-12

3-13



GS1QRコードを
ペーストします。

作成ボタンを押しま
す。

GS1QRコードシンボル
が生成されます。

生成されたシンボルをscodtアプ
リで読み込みテストを行い、正
しく生成されているかチェック
します。

この様に、作成されたシンボルをカタログ・POP・ラベルや
パッケージデザインに組み込み使用してください。

GS1QR
scodt

シンボル下部にアプリ名がわか
る様にGS1QR scodtを入れてく
ださい（ゴシック系フォントを
ご使用ください）。

3-14
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3-15



4.アクセス履歴
scodt cloudでは、製品情報にアクセスしたモバイルの履歴を取得しています。
御社の製品全体へのアクセス履歴、製品ごとのアクセス履歴を確認することが出来ま
す。
システム管理画面での確認方法とCSVファイル出力して確認する方法を説明します。

4-1

製品/端末をクリックします。

端末・製品をクリックす
ると、全ての登録製品へ
アクセスした、端末IDが
表示されます。

端末ID・商品名・参照回数・
登録日時・更新日時それぞれ
青字部分をクリックすること
で、表示する順序をソートす
ることが出来ます。※端末IDについて

端末IDはモバイル端末の製造番号やシリアルではあり
ませんが、1対1で紐づいたIDとなります。
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桁数の多いものがiOS、少ないものがAndriodとなります。

アクセス履歴を解析することにより、経営戦略からリコール対策まで様々な用途にご
利用できます。

4-2



製品ごとのアクセス履歴の表示方法を説明します

4-3

製品名を入力します。

検索ボタンを押すと、入力
した製品情報にアクセスし
た端末履歴が表示されます。

条件検索により表示する内容を変更する方法を説明します

4-4

端末IDを入力し、検索をす
ると特定の端末がアクセス
した履歴が表示されます。

登録日（初回アクセス）や
更新日（直近のアクセス）
日時で検索し表示すること
もの可能です。
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4-5



CSV出力方法の説明をします
4-6

製品名等で検索します。

全出力をするため、こちら
のチェックボックスに

チェックを入れます。

全CSVダウンロードボタン
を押すと、条件検索した全
履歴が出力されます。
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4-7

4-8



4-9

上記の様に、出力されたCSVをExcelで開くことにより様々な解析を行うことが可能と
なります。

位置情報などを利用して製品使用者
のモバイル位置を特定することは、
ECなどで個人情報及び個人特定情報
持ち出し規制が定まっていないため
、ver1.1では情報取得していません。
次回更新で対応予定です。
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プッシュ管理をクリックし
ます。

5.プッシュ通知送信方法
scodt cloudでは、製品情報にアクセスした端末に対して、重大な事故や欠陥、リコール
が発生した場合、プッシュ通知にて詳細な情報を即座に送信することが出来ます。
プッシュ通知の送信方法について説明します。

注：現在このサービスは停止中です。次回更新で対応予定ですが、従量課金制に移行する予
定です。そのため、下記の内容は変更されますが参考までにご案内します。なお、iOS6以前・
Androidでは機能する場合がありますが精度は保証できません。

プッシュ情報をクリックし
ます。

追加をクリックします。
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5-2

5-3

5-1



商品名ををクリックし
ます。

登録されている製品一覧
が表示されるので、通知
を行う製品を選択します。

・プッシュ通知のタイトル
・プッシュ通知の内容
を入力します。
また、iOS/Androidそれぞ
れの有効/無効を選択するこ
ともできます。
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5-4

5-5

5-6



登録をクリックすると
プッシュ通知されます。

プッシュ履歴をクリック
します。

プッシュ通知を受け取った端
末ID一覧が表示されます。

• プッシュ通知は、重要な内
容のみに使用してください。
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5-7

5-8

5-9
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