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本書について

2

本書は、テンプレートから作成したミニアプリを本書の手順に従って修正・編集していくことでPlatioの機能を理解する解説書です。

⇒「Platioスタートアップガイド」でPlatioの概要を理解した読者を対象にしています。

まずは「Platioスタートアップガイド」をお読みいただき、Platioの全体の概要や利用の流れをご理解ください。

＜Platioスタートアップガイド＞

https://plat.io/ja/support/guide

実際にPlatio Studioを使ってデータポケットを作成する手順を解説していますので、Platioのご契約またはトライアルにてPlatioの利用環境を

事前にご準備ください。また、モバイル端末でアプリを操作するため、２台の端末をご準備ください。

本書では主に以下のPlatioの機能について習得できます。

管理

アプリユーザーの追加

プロファイルの作成

データポケット

新規データポケットの追加

レコード選択フィールドの追加

フィールドの初期値を設定

プッシュ通知フィールドの追加

副データポケットを利用

子レコードを利用

https://plat.io/ja/support/guide


本書での利用するテンプレート「衣類検品報告」の説明
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本書では、テンプレート「衣類検品報告」を作成・配布した後、ミニアプリを修正してさまざまなPlatioの機能を追加する手順を解説

します。このテンプレートは、Platioアプリでチェックリストを管理する簡単なサンプルになっているので、チェックリストの使い勝手などを確認できます。

https://plat.io/ja/features/plates/3973

テンプレート「衣類検品報告」

「衣類検品報告」は、衣料製品の出荷前検品、店舗受け入れ検品を記録するためのテンプレートです。

検品担当者による製品出荷前検品や店舗担当者の製品受け入れ検品時に行うチェック項目をリスト化し、検品を実施してチェック結果を

記録することができます。

https://plat.io/ja/features/plates/3973


テンプレート「衣類検品報告」の利用の流れ
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このミニアプリをPlatioアプリで利用するとき、以下の流れになります。

① 担当者リスト用のデータポケット「検品担当者」に担当者の氏名を登録します。

② Platioアプリに共用のユーザーでログインして、チェック項目を記録するデータポケット「衣類検品チェックリスト」で入力するときに、自分の氏名

を、別データポケットの「検品担当者」から参照したリストで選択します。

③ 衣類の検品結果を入力します。データポケット内の「検品結果」フィールドには検品結果が「OK」か「NG」かを自動的に記録します。

検品担当者
衣類検品

チェックリスト
担当者

①②③

データポケット「検品担当者」 データポケット「衣類検品チェックリスト」

①担当者の氏名を
登録します。

②「検品担当者」を
タップすると①で登録
した氏名が表示されて
選択できます。

③検品結果が全て
問題なかったら
自動的に「OK」と
記録されます。

検品結果を一覧で
確認できます。



Platioの用語

5

ここでPlatioの用語を確認しておきます。

Platioは、ミニアプリでデータを管理します。ミニアプリでは、データを入力・表示する部分をデータポケットと呼び、ミニアプリに複数のデータポ

ケットを含められます。また、データポケットで１つの値を入力する項目をフィールドと呼び、複数のデータ（レコード）を管理することができます。

Platioには３つのツールがあり、Platio Studioでミニアプリを作成し、Platioアプリまたはデータビューアーでレコードを入力・管理します。

レコードリスト(一覧)は、モバイル端末上で動作する「Platioアプリ」またはPCブラウザ上で動作する「データビューアー」で入力・管理できます。

また、ミニアプリごとに利用するStudioユーザーを管理し、作成したユーザーでログインしてデータポケットを利用します。

どのユーザーがどのデータポケットを利用できるか定義する機能をプロファイルと

いいます。データポケットごとに読み書きについて権限を設定できます。

Platioの全体の概要は「Platioスタートアップガイド」をお読みください。

＜Platioスタートアップガイド＞

https://plat.io/ja/support/guide

Platio Studio
(プラティオスタジオ)

データビューアー

Platio

Platio Studio
Studioユーザー

ミニアプリ
制作・配信 現場のデータを

確認・ダウンロード

アプリユーザー アプリユーザー

現場のデータを
入力

Platioアプリ
入手

https://plat.io/ja/support/guide


テンプレートから作成したミニアプリの内容・動作を確認
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ここから、実際にテンプレートから作成したミニアプリの内容・動作を確認しましょう。

それぞれで出来る操作を理解しましょう。

以下の順で確認します。

（１）Platio Studioにログインしてテンプレートからミニアプリを作成し、ミニアプリ内のデータポケットのフィールド構成を確認します。

（２）データビューアーでミニアプリにログインして担当者情報のデータポケットへレコードを登録します。

（３）Platioアプリでミニアプリにログインして検品チェックリストのデータポケットへレコードを登録します。ここで(２)の担当者情報を参照します。

（４）データビューアーで(３)で登録したデータを確認します。



（１）ミニアプリ内のデータポケットの構成を確認 [Platio Studio]
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❶テンプレートを利用してミニアプリ「衣類検品報告」を作成・配布

します。（カテゴリーは「小売」）

❷Platioアプリでミニアプリにログインするためのサンプルユーザーの作成

では、編集して自分のメールアドレスへ変更して「保存」をクリックします。

❸ユーザーを追加するとすぐに招待メールが届きます。

本書ではメールからの操作は行いませんが、どのようなメールが

届くかメール本文を確認しておきましょう。(下図はメール本文)

まずは、Platio Studioでの操作を確認します。Platio Studioへは、ご契約またはトライアル申込み時に登録したStudioユーザーを使います。

Platio Studioにアクセスしてログインします。（分からないときは、スタートアップガイドを参照してください。）

https://plat.io/ja/support/guide


（１）ミニアプリ内のデータポケットの構成を確認 [Platio Studio]
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どのようなフィールドがあって、どのようなフィールドで内容を入力ができるか事前に見ておきましょう。

❶データポケット一覧で『検品担当者』をクリックします。

❷データポケットで利用するフィールドを確認します。ここでは、名前を入力するテキストフィールドを使っています。

❸ミニアプリ名をクリックしてデータポケット一覧に戻ります。



（１）ミニアプリ内のデータポケットの構成を確認 [Platio Studio]
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❶次に、データポケット一覧で『衣類検品チェックリスト』をクリックします。

❷データポケットで利用するフィールドを確認します。日時フィールド、スイッチフィールドなどを使っています。

❸プロパティアイコンをクリックすると、フィールドの型を確認できます。（ミニアプリ名をクリックしてデータポケット一覧に戻ります。）



（２）担当者情報のデータポケットへレコードを登録 [Data Donsole]
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次に、データポケット「検品担当者」に担当者氏名等を登録してみましょう。

❶データの登録はPlatioアプリまたはデータビューアーから行いますが、本書ではデータビューアーから操作します。データポケット一覧の管理メ

ニューで 「データビューアー」をクリックしてミニアプリのデータビューアーへアクセスし、サンプルユーザーでログインします。

❷データビューアーのデータポケット一覧です。データポケット「検品担当者」をクリックします。

❸担当者情報を入力します。「作成」をクリックして「名前」「名前（フリガナ）」に情報を入力して「保存」をクリックします。

「ホーム」をクリックしてデータポケット一覧に戻ります。



（３）検品チェックリストのデータポケットへレコードを登録 [Platioアプリ]
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❶次に、端末を用意してPlatioアプリをインストールし、起動してPlatio Studioの「iOS」をクリックしてミニアプリへアクセスするQRコードを読み

取ります。（分からないときは、スタートアップガイドを参照してください。）

❷端末のPlatioアプリの起動画面で「QRコードをスキャン」をタップしてQRコードを読み取りし、表示されたミニアプリにサンプルユーザー『staff1』

でログインします。すると、最初のデータポケットが表示されます。ここでは「衣類検品チェックリスト」です。検品報告を入力してみましょう。

「品番」をタップして入力を
すすめます。

「検品担当者」をタップすると
データビューアーで登録した
担当者名が表示されるので
タップして選択します。

チェック項目がすべてオンになると
検品結果が自動判定して『OK』
になります。

保存アイコンを
タップして保存します。

保存後は、新しい入力画面に戻ります。

ここまでで、Platioアプリの入力の確認は終わりです。

次に、登録したデータをデータビューアーで確認しましょう。

https://plat.io/ja/support/guide


（４）登録したレコードを確認 [データビューアー]
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10ページでアクセスしたデータビューアーを開いて、登録したデータを確認します。データポケットでの入力画面で登録したデータは１つのレコードに

なります。データビューアーではレコードリストで登録したデータを確認できます。

「衣類検品チェックリスト」をクリックして表示されるレコードリストで登録した内容を確認します。

この後にフィールドを追加・削除等の操作を行うので、ここで登録したレコードは削除しておきましょう。レコードを選択して「削除」をクリックします。

「ホーム」をクリックしてデータポケット一覧に戻ります。

ここまででテンプレートの内容・動作の確認は終わりです。

次から、機能を使ってミニアプリを変更していきましょう。



ミニアプリの変更（１）

担当者個人でユーザーアカウントを使う



ミニアプリへの追加・変更（１）
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テンプレートでは、検品担当者はミニアプリを使うための共用ユーザー『staff1』を使ってPlatioアプリでログインし、自分の名前を選択して、検品

チェック結果を記録していました。

このような共用の形態ではなく、検品担当者ごとにユーザーを作成して、それぞれがそのユーザーでPlatioアプリにログインし、検品チェック結果を

登録するようにします。その際にユーザー情報（ユーザー、担当者氏名）を自動でレコードに登録するようにします。

さらに、検品担当者をまとめるリーダーが存在し、担当者とリーダーを関連づける情報を検品担当者のリストに登録するようにデータポケットを変更

してみましょう。

検品担当者
衣類検品

チェックリスト
担当者

データポケット「検品担当者」 データポケット「衣類検品チェックリスト」

担当者に
個人のユーザーと
リーダーを登録します。 担当者ユーザーと

担当者氏名を自動で
設定します。

リーダー

担当者に個人のユーザーと
担当リーダーのユーザーを
登録します。



データポケット『検品担当者』に「ユーザー」フィールドを追加する（１）
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❶Platio Studioでミニアプリを開いてデータポケット一覧から『検品担当者』をクリックします。

❷データポケット編集画面で「＋」をクリックします。

❸フィールド一覧の「よく使われる」から「ユーザー」フィールドをクリックして「追加」をクリックします。



データポケット『検品担当者』に「ユーザー」フィールドを追加する（２）
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❹追加した「ユーザー」フィールドの名前をクリックして『担当者ユーザー』に変更し、Enterキーを押して確定します。プロパティアイコンをクリック

して、プロパティで「ソート可能」「値の重複を許さない」「必須」のチェックをオンにして「完了」をクリックします。

❺同じように『名前』 『名前（フリガナ）』フィールドのプロパティを表示して「必須」のチェックをオンにして「完了」をクリックします。

設定したプロパティはフィールド一覧でアイコンで表示されます。

❻担当者の上長であるリーダーのユーザーも追加します。『担当者ユーザー』フィールドのメニューで「このフィールドを複製」をクリックして、複製

したフィールドの名前を『リーダーユーザー』にします。プロパティを開いて「値の重複を許さない」のチェックはオフにして「完了」をクリックします。



データポケット『検品担当者』に「ユーザー」フィールドを追加する（３）
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❼「保存」をクリックします。

次に、このデータポケット『検品担当者』の権限を変更します。



データポケット「検品担当者」の権限を変更
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データポケットには、ユーザーがレコードを読み書きする権限を設定できます。

これまでの設定は「誰でも読み書き可」でしたが、チェック結果を記録したユーザー（レコード作成者）と管理者だけ書き込み可にし、他の

ユーザーは読み込みのみ可にします。読み込みのみ可の場合、データポケットでは、すべてのレコードがリスト表示されて、個々のレコード内容を表

示できますが、編集アイコンが表示されないようになります。

検品担当者の情報を「誰でも読み書き可」の権限から「誰でも読み込み可・作成者のみ書き込み可」に変更します。

❶データポケット編集画面で「設定」をクリックします。

❷「権限」で「誰でも読み込み可・作成者のみ書き込み可」を選択し、「保存」をクリックします。

ミニアプリ名をクリックしてデータポケット一覧に戻ります。

次に、データポケット『衣類検品チェックリスト』で、このデータポケット『検品担当者』からユーザーを参照するように変更します。



データポケット『衣類検品チェックリスト』にユーザー情報を参照する「レコード選択」フィールドを追加する
（１）
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❶データポケット一覧でデータポケット『衣類検品チェックリスト』をクリックします。

❷『検品担当者』フィールドの▼メニューアイコンをクリックし、「削除」をクリックして削除します。

❸『品番』の▼メニューアイコンをクリックし、「フィールドを後ろに挿入」をクリックして、表示されたフィールド一覧の「▼レコード選択」を展開して

「レコード選択」をクリックします。追加画面でレコード「検品担当者」のフィールド「担当者ユーザー」を選択して「追加」をクリックします。



データポケット『衣類検品チェックリスト』にユーザー情報を参照する「レコード選択」フィールドを追加する
（２）
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❹フィールドが挿入されました。プロパティを表示して、名前を『担当者ユーザー』、「入力時のユーザーを自動で設定する」のチェックをオンにします。

画面右下の「高度なプロパティを表示」をクリックします。

❺「初期値」プロパティで「入力時のユーザー」を選択されていることを確認し、「変更不可」のチェックをオンにして「完了」をクリックします。

以上でレコード選択の設定は完了です。



担当者氏名を初期値設定する「テキスト」フィールドを追加する
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フィールドの初期値プロパティを使うと、別のフィールドに指定した値によって初期値を自動設定することができます。ここでは前述の

レコード選択フィールドで参照した担当者ユーザーの氏名をデータポケット『検品担当者』から参照する形で初期値に設定されるようにします。

❶『担当者ユーザー』の▼メニューアイコンをクリックして、「フィールドを後ろに挿入」からフィールド一覧を表示し、「▼よく使われる」から「テキスト」を

クリックして「テキスト」フィールドを挿入します。名前を『担当者氏名』に変更してプロパティアイコンをクリックしてプロパティを表示します。

❷プロパティ「高度なプロパティを表示」をクリックして「初期値」プロパティで「レコード選択」を選択して「レコード選択フィールド」では『担当者

ユーザー』を選択し、「フィールド」では『名前』を選択します。「変更不可」のチェックをオンにして「完了」をクリックします。



割り当てを修正する
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一覧シーンに割り当て(※)で設定していた『検品担当者』フィールドを削除したため、代わりに追加したテキストフィールドの『担当者氏名』を

設定します。（※割り当てとは、一覧シーンで表示するレコードごとのラベル項目のようなものです。）

❶一覧シーンのプロパティアイコンをクリックします。割り当てで検品担当者に『担当者氏名』を選択して「完了」をクリックします。

以上で、データポケットの変更は完了です。

次に設定でデータポケットの権限を変更します。

割り当てした
フィールドの値が
表示されます



データポケット「衣類検品チェックリスト」の権限を変更
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データポケット「衣類検品チェックリスト」の権限を変更します。

❶データポケット編集画面で「設定」をクリックします。メッセージが表示されるので確認して「保存して続ける」をクリックします。

❷「権限」で「誰でも読み込み可・作成者のみ書き込み可」を選択し、「保存」をクリックします。自動的に保存されます。

以上で、設定は完了です。



ミニアプリへの追加・変更（１）まとめ
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ここまでので、Platioアプリでの画面が以下のようになるように各データポケットを追加・変更しました。

※実際に変更内容を反映するには配布が必要ですが、ここでは続けてミニアプリへの追加・変更を行っていきますので、手順は後述します。

データポケット「検品担当者」 データポケット「衣類検品チェックリスト」

担当者に
個人のユーザーと
リーダーを登録します。 担当者ユーザーと

担当者氏名を自動で
設定します。

次に、データポケット『衣類検品チェックリスト』に通知フィールドを追加しましょう。



ミニアプリの変更（２）

リーダーへダブルチェック依頼のプッシュ通知を送信する



ミニアプリへの追加・変更（２）
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検品担当者をまとめるリーダーを追加したので、担当者がデータポケット『衣類検品チェックリスト』でチェックの判断を迷った際にリーダーにダブル

チェックを依頼し、リーダーがダブルチェックを行うようにしてみましょう。

リーダーに依頼するために、検品チェック時にデータポケットからリーダーにプッシュ通知を送るようにすることができます。

ここでは、リーダーへの依頼のためにスイッチとプッシュ通知のフィールドを追加してみましょう。

検品担当者
衣類検品

チェックリスト
担当者

データポケット「衣類検品チェックリスト」

リーダー

ダブルチェック依頼のプッシュ通知

ダブルチェックを依頼するとき、
スイッチをオンにして保存します。



データポケット『衣類検品チェックリスト』にダブルチェックを依頼する「スイッチ」フィールドを追加する

27

❶データポケット『衣類検品チェックリスト』の編集画面でフィールド一覧の末尾を表示し、追加の「＋」をクリックして「▼よく使われる」から「スイッ

チ」を選択して「追加」をクリックします。

❷挿入されたフィールドの名前を『ダブルチェック依頼』に変更します。



データポケット『衣類検品チェックリスト』にダブルチェック依頼の「プッシュ通知」フィールドを追加する（１）

28

❶フィールド一覧の末尾を表示し、追加の「＋」をクリックして「▼自動化」から「プッシュ通知」を選択して「追加」をクリックします。

❷プロパティで「タイトル」「本文」に以下のような内容を入力します。

「条件」をクリックして『ダブルチェック』を選択し、続けて「高度なプロパティを表示」をクリックします。

クリックして展開します。



データポケット『衣類検品チェックリスト』にダブルチェック依頼の「プッシュ通知」フィールドを追加する（２）
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❸「初期値」で「レコード選択」を選択し、「レコード選択フィールド」に「担当者ユーザー」、「フィールド」に「リーダーユーザー」を選択して

「完了」をクリックします。

❹「保存」をクリックします。

以上で、完了です。



ミニアプリへの追加・変更（２）まとめ

30

ここまでので、Platioアプリでの画面が以下のようになるように各データポケットを追加・変更しました。

※実際に変更内容を反映するには配布が必要ですが、ここでは続けてミニアプリへの追加・変更を行っていきますので、手順は後述します。

次に、リーダー向けの副データポケットを作成しましょう。

データポケット「衣類検品チェックリスト」

ダブルチェックを依頼するとき、
スイッチをオンにして保存します。



ミニアプリの変更（３）

リーダーが利用する副データポケットを作成する



ミニアプリへの追加・変更（３）

32

データポケット『衣類検品チェックリスト』は、検品担当者がチェック結果を入力するためのデータポケットで、入力業務をスムーズに行うためPlatio

アプリを起動すると入力画面が表示されます。入力を保存すると入力画面に戻り、入力操作がすぐにできるようになっています。

ダブルチェックを行うリーダーは、確認業務に利用するためPlatioアプリでは入力画面を使いません。このような場合、データポケット『衣類検品

チェックリスト』を主とし、同じレコードリストを読み書きする別の画面を持った副のデータポケットを作成して運用することができます。

ここでは、リーダー向けの副データポケット『ダブルチェックリスト』を作成してみましょう。

検品担当者
衣類検品

チェックリスト
担当者

主データポケット「衣類検品チェックリスト」

リーダー

ダブルチェック依頼のプッシュ通知

起動すると入力画面が最初です

ダブル
チェックリスト

副データポケット「ダブルチェックリスト」

起動するとリスト画面が最初に
なるデータポケットを作成します



副データポケットを作成する（１）

33

データポケット『衣類検品チェックリスト』を主としてリーダー向けの副データポケットを作成します。

❶データポケット『衣類検品チェックリスト』 の編集画面で「関連データポケット」をクリックして「副データポケットを追加」をクリックします。

別のタイプのデータポケットを作成するので「データポケットのタイプを選択して副データポケットを作成する」を選択して「タイプを選択」をクリックし

ます。データポケットのタイプについては、Platio Studioガイドの24ページを参照してください。

＜Platio Studioガイド>https://plat.io/ja/support/guide#platiostudio

❷一覧シーンがメインのデータポケットを作成するので「レコード管理」をクリックして「追加」をクリックします。

https://plat.io/ja/support/guide#platiostudio
https://plat.io/ja/support/guide#platiostudio


副データポケットを作成する（２）

34

❸副データポケットが作成されました。データポケット名を『ダブルチェックリスト』 に変更します。

❹リーダーはチェック結果を入力する作業は行わないので副データポケットでは新規シーンを非表示にします。

画面下部の「シーンの設定」をクリックします。



副データポケットを作成する（３）
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❺「レコードの作成」のチェックをオフにして「完了」をクリックします。新規シーンが非表示になります。

❻「保存」をクリックします。メッセージが表示されるので「保存」をクリックしてデータポケットを保存します。

以上で、副データポケットの作成は完了です。ミニアプリ名をクリックしてデータポケット一覧に戻ります。

次に、新しくブランド情報を管理するデータポケットを作成し、ブランドごとのチェックリストが表示できるように子レコードにしてみましょう。



ミニアプリの変更（４）

ブランド情報を追加してチェックリストを子レコードで参照する



ブランド情報

ミニアプリへの追加・変更（４）

37

ここから、ブランド情報を管理するデータポケットを新しく作成して、データポケット『衣類検品チェックリスト』にブランド情報を記録することにします。

そして、ブランド情報を親、衣類検品チェックリストを子レコードとして、ブランドごとにチェックリストをまとめて表示するようにしてみます。

すべてのチェックリストを管理しつつ、レコードリストに親子関係を付けることによりチェックリストをブランドごとのように見やすい単位で管理できます。

検品担当者
衣類検品

チェックリスト
担当者

データポケット「ブランド情報」 埋め込みデータポケット「衣類検品チェックリスト」

ブランドコードと
ブランド名を登録
します

リーダー

ダブル
チェックリスト

ブランドコードと
ブランド名を
登録します。

子レコードを
タップ

ブランドごとの
検品チェックリスト
を表示

子レコードを
タップ

衣類検品チェックリスト
(子レコード)



子レコードとは

38

子レコードとは、１つの親レコードに子として別のレコード情報を複数持つことができる仕組みです。

例えば、ブランド情報を管理してチェックリストを記録して保存するような場合、ブランドごとにチェック結果を関連づけて記録を管理したいことがあり
ます。この場合、ブランド情報リストとチェック結果リストを別々のレコードで管理した上で、ブランド情報を親レコード、チェックリストをブランドの子レ
コードと関連づけることにより操作しやすくします。

子レコードについて詳しくは、Platio Studioガイドの56ページを参照してください。

※下図は子レコード利用のイメージです。

検品日時 ブランド名 品番 検品担当者

2019-04-01 … ブランドAAA A123123   staff1

2019-04-01 … ブランドAAA  A456456   staff1

2019-05-06 … ブランドBBB  B123456   staff2

2019-05-07 … ブランドBBB  B789012   staff2

2019-06-02 … ブランドAAA  A789789   staff1

2019-06-02 … ブランドBBB  B345678   staff1

ブランドコード ブランド名

111111         ブランドAAA

222222         ブランドBBB

ブランド情報 衣類検品チェックリスト

親レコード 子レコード

https://plat.io/ja/support/guide#platiostudio


ブランド情報のデータポケットを追加する（１）
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ブランド情報を管理するデータポケットを作成します。

❶データポケット一覧で「データポケットを追加」をクリックします。「レコード管理」のタイプを選択して「追加」をクリックします。

❷作成されたデータポケットでデータポケット名を『ブランド情報』に変更します。クリックして名前を変更し、Enterキーを押して確定します。

❸作成済みの「テキスト」フィールドの名前をクリックして『ブランド名』に変更します。

『画像』フィールドは削除します。右上メニューアイコンをクリックして「削除」を選択します。



ブランド情報のデータポケットを追加する（２）
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❹『ブランド名』フィールドを複製して（※複製の手順は16ページを参照してください）、複製したテキストフィールドの名前を『ブランドコード』に

変更し、『ブランド名』 『ブランドコード』フィールドともプロパティで「必須」「値の重複を許さない」のチェックをオンにします。

❺一覧シーンに割り当てを設定します。一覧シーンのプロパティアイコンをクリックします。

割り当てでタイトルに『ブランド名』、サブタイトルに『ブランドコード』を選択して「完了」をクリックします。

❻「保存」をクリックします。データポケットの作成は完了です。ミニアプリ名をクリックしてデータポケット一覧に戻ります。



データポケット『衣類検品チェックリスト』でブランド名を選択する「レコード選択」フィールドの追加（１）
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❶データポケット一覧でデータポケット『衣類検品チェックリスト』をクリックします。

❷『検品日時』のメニューアイコンをクリックし、「フィールドを後ろに挿入」からフィールド一覧を表示して「▼レコード選択」を展開して「レコード

選択」をクリックします。

レコード選択画面でブランドを選択するので、データポケット『ブランド情報』のフィールド『ブランド名』を選択して「追加」をクリックします。



データポケット『衣類検品チェックリスト』でブランド名を選択する「レコード選択」フィールドの追加（２）
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❸フィールドが挿入されました。プロパティを表示して、名前を『ブランド名』に変更し、プロパティの「検索可能」「ソート可能」「必須」のチェックを

オンにして「完了」をクリックします。

以上でレコード選択の設定は完了です。「保存」をクリックしてデータポケットを保存し、データポケット一覧に戻ります。

次に、データポケット『ブランド情報』からチェックリストを参照できるよう「子レコード」フィールドを追加します。



データポケット『ブランド情報』で検品チェックリストを子レコードにする「子レコード」フィールドを追加（１）

43

❶データポケット一覧でデータポケット『ブランド情報』をクリックします。

❷末尾の「＋」アイコンをクリックし、フィールド一覧を表示して「▼レコード選択」を展開して「子レコード」をクリックします。

関連付けるフィールドの選択画面で、データポケット『衣類検品チェックリスト』の『ブランド名』を選択して「次へ」をクリックします。

❸埋め込みデータポケットを作成します。「レコード管理」を選択して「追加」をクリックします。



データポケット『ブランド情報』で検品チェックリストを子レコードにする「子レコード」フィールドを追加（２）
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❹「子レコード」フィールドが挿入されました。フィード名を『検品チェックリスト』に変更してEnterキーを押します。「保存」をクリックして保存します。

以上で、子レコードの追加は完了です。データポケット一覧に戻ります。

次に、子レコードを参照するときの埋め込みデータポケットを編集します。



埋め込みデータポケット『衣類検品チェックリスト』で新規シーンを非表示にする（１）

45

埋め込みデータポケットは、親データポケットに関連づけられた新しい別のデータポケットです。同じレコードリストを参照して異なるシーンを設定で

きます。ここでは、新規シーンを非表示にします。

❶データポケット一覧でデータポケット『ブランド情報』に追加された埋め込みデータポケット『衣類検品チェックリスト』をクリックします。

❷埋め込みデータポケットの編集画面が表示されます。画面下部の「シーンの設定」をクリックします



埋め込みデータポケット『衣類検品チェックリスト』で新規シーンを非表示にする（２）
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❸「レコードの作成」のチェックをオフにして「完了」をクリックします。新規シーンが非表示になります。

❹「保存」をクリックします。メッセージが表示されるので「保存」をクリックしてデータポケットを保存します。

以上で、埋め込みデータポケットの設定は完了です。データポケット一覧に戻ります。

次に、ミニアプリを利用するためのユーザーとプロファイルを追加してみましょう。



ミニアプリの修正・変更（５）

データポケットを利用するユーザーとプロファイルを追加



ブランド情報

ミニアプリへの追加・変更（５）

48

ここまで、下図のようにミニアプリへの追加・変更を行いました。

ここから実際に利用するユーザーの設定を行います。下図どおり、担当者はデータポケット『衣類検品チェックリスト』のみ利用でき、リーダーはすべ

てのデータポケットを利用できるようにします。まず、どのデータポケットを利用できるかプロファイルを作成し、次にリーダーのユーザーを作成します。

検品担当者
衣類検品

チェックリスト
担当者 リーダー

ダブル
チェックリスト

衣類検品
チェックリスト
(子レコード)

ユーザー：staff1
プロファイル：検品担当者

ユーザー：leader1
プロファイル：デフォルト

ユーザー：staff2
プロファイル：検品担当者

ユーザー：staff3
プロファイル：検品担当者



プロファイルの追加（１）
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❶データポケット一覧で右の管理メニューから「プロファイル」をクリックします。

❷「プロファイルを追加」をクリックして、追加画面で名前に『検品担当者』、データポケットで『衣類検品チェックリスト』以外のチェックをオフにし、

「データビューアーの使用を許可」のチェックもオフにして「追加」をクリックします。



プロファイルの追加（２）
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❸プロファイルを追加できました。データポケット一覧に戻ります。

以上で、プロファイルの追加は完了です。

次に、ユーザーを追加し、プロファイルを設定します。



ユーザーの追加とプロファイルの設定（１）

51

❶データポケット一覧で右の管理メニューから「ユーザー」をクリックします。

❷ユーザー画面で「ユーザーを追加」をクリックして、追加画面で名前に『leader1』、パスワード、メールアドレスを入力し、「管理者」のチェックを

オンにして「追加」をクリックします。（7ページで説明したとおり、ユーザーを追加するとすぐに招待メールが送信されますのでご注意ください。）



ユーザーの追加とプロファイルの設定（２）
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❸ユーザーを追加できました。次に、検品担当者のユーザーにプロファイルを設定します。編集アイコンをクリックします。

❹編集画面の「プロファイル」で追加した「検品担当者」を選択して「保存」をクリックします。

❺プロファイルの設定が完了しました。データポケット一覧に戻ります。

以上で、ユーザーとプロファイルの設定は完了です。次に、実際にミニアプリを使えるように配布してみましょう。



ミニアプリを確認する



ミニアプリの設定を変更して配布する（１）
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最後に、ミニアプリの設定をします。

Plaito Studioのデータポケット一覧の並び順は、Platioアプリで表示されるデータポケットの並び順になります。

ここで、リーダーがPlatioアプリを使うときに最初にデータポケット『ダブルチェックリスト』が表示されるように、データポケット『衣類検品チェックリスト』

の並び順を変更して一番最後にします。

データポケット一覧の右端にある並び替えアイコンをクリックしてホールドし、一覧の最後へドラッグ＆ドロップします。

最後へドラッグ＆ドロップ

並び順が変更できました。



ミニアプリの設定を変更して配布する（２）
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最後に、ミニアプリでプッシュ通知を利用できるように設定を変更します。

ミニアプリの「設定」をクリックします。設定画面で「プッシュ通知を有効にする」のチェックをオンにして「保存」をクリックします。

ミニアプリへの追加・変更を反映するには、配布します。ミニアプリを配布すると、Platioアプリやデータビューアーで変更を反映したデータポケットを

使うことができます。

データポケット一覧で「配布」をクリックしてウィザードをすすめて配布後に完了し、データポケット一覧に戻ります。



追加・変更したデータポケットにデータを登録する（１）
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追加・変更したミニアプリでは、データの管理者はユーザー『leader1』になりました。

あらかじめブランド情報と検品担当者の情報をデータビューアーから登録してみます。

❶データポケット一覧から右メニューの「データビューアー」をクリックしてユーザー『leader1』でログインします。

❷データビューアーのデータポケット一覧です。データポケット「検品担当者」をクリックします。

❸担当者情報を編集します。10ページで登録したユーザーの編集をクリックして「担当者ユーザー」に『staff1』、「リーダーユーザー」に

『leader1』を選択して「保存」をクリックします。「ホーム」をクリックして戻ります。

次に、ブランド情報を追加します。



追加・変更したデータポケットにデータを登録する（２）
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次に、新しくブランド情報を登録します。

❶データポケット一覧でデータポケット「ブランド情報」をクリックします。

❸レコードが追加されました。「ホーム」をクリックして戻ります。

以上で、ミニアプリとユーザーの準備は完了です。次に、Platioアプリで動作を確認しましょう。

❷ブランド情報を入力します。「作成」をクリックして「ブランドコード」「ブランド名」に情報を入力して「保存」をクリックします。



Platioアプリでミニアプリを更新する（１）
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最初に操作したユーザー『staff1』とは別の端末を用意し、Platioアプリをインストールして、新しく追加したリーダーユーザー『leader1』でログイン

します。ログイン手順は11ページを参照してください。

リーダーは、プッシュ通知を受け取るためにログインしておきます。データポケット『ダブルチェックリスト』が表示されました。

検品担当者で、最初に操作したユーザー『staff1』は変更されたミニアプリに更新するために一度ログアウトします。

❶11ページで確認したPlatioアプリを開きます。まだ修正前のデータポケット画面です。右上の切り替えアイコンをタップします。

❷データポケット一覧画面になります。下部のユーザーアイコンをクリックします。

❸ログアウトボタンが表示されます。ログアウトボタンをタップします。ログイン画面になります。

❶ ❷ ❸



Platioアプリでミニアプリを更新する（２）
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ログイン後は更新後のミニアプリになりますが、ミニアプリの更新があるマークが表示されている場合は手動でミニアプリを更新します。

❶右上の切り替えアイコンをタップします。

❷データポケット一覧画面になります。右上のメニューアイコンをクリックします。

❸メニューが表示されます。更新をタップします。メッセージが表示されるので「更新」をタップして続行します。

新しいミニアプリの画面になりました。担当者が自動設定されているのを確認できます。

❷ ❸

ユーザーと氏名が
自動設定されています。

以上で、ミニアプリ更新の確認は終わりです。次では、検品結果レコードを入力して保存し、プッシュ通知の送信を確認してみましょう。

※本ガイドでは、先に登録したユーザー情報があるため

レコード情報の反映のために一度ログアウトしました。

ログアウトせずにミニアプリを更新した後、レコードを

手動で同期する方法もあります。

詳しくは、 Platioアプリガイド P61を参照してください。

https://plat.io/ja/support/guide#platioapp

https://plat.io/ja/support/guide#platioapp


検品チェックリストのデータポケットへレコードを登録してダブルチェックを依頼する（１）
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検品担当者のユーザー『staff1』で、更新したミニアプリで検品結果を入力します。

❶「ブランド名」フィールドをタップするとブランド名リストが表示されます。ブランド名をタップして選択します。

❷「品番」フィールドに入力し、検品項目のスイッチに結果を入力します。

❸ここで「ボタン・ジッパーの破損」状態でダブルチェックを依頼するために、「ボタン・ジッパーの破損」フィールドのスイッチはオフにして、「ダブル

チェック依頼」フィールドのスイッチをオンにして保存アイコンをタップします。

❶ ❷ ❸

ブランド名がリスト選択
できます。

ダブルチェック依頼の
スイッチとプッシュ通知が
設定できます。



検品チェックリストのデータポケットへレコードを登録してダブルチェックを依頼する（２）
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リーダーのユーザー『leader1』で利用する端末に、ダブルチェック依頼のプッシュ通知が届きます。

❶届いたプッシュ通知をタップして開きます。

❷Platioアプリが起動し、依頼されたレコードが表示されます。編集アイコンをタップします。

❸ここでは、「ボタン・ジッパーの破損」フィールドのスイッチはオンにして、「ダブルチェック依頼」フィールドのスイッチはオフにして保存アイコンをタップ

して作業を完了します。（プッシュ通知用のスイッチをオンのまま保存すると再度プッシュ通知が届きます。）

❹チェックリストの一覧シーンが表示されます。

❶ ❷ ❸

リーダー用の副データポケットで
レコードを確認・編集できます。

❹



ブランド情報から検品チェックリストを参照する（１）

リーダーのユーザー『leader1』で利用する端末で、データポケット『ブランド情報』を参照してブランドから検品チェックリストを参照します。

① 表示しているデータポケットから切り替えアイコンをタップして表示されたデータポケット一覧から『ブランド情報』をタップします。

② ブランド情報の一覧シーンが表示されます。レコードをタップしてレコードを表示します。

③ 『検品チェックリスト』フィールド（子レコード）に１件登録されています。フィールドをタップします。

④ 埋め込みデータポケットの一覧シーンが表示されます。レコードをタップすると検品結果を確認できます。一覧を閉じるには上から下へスライド

します。

① ② ③

ブランド一覧を
確認できます。

④

検品チェックリストを
子レコードとして参照
できます。

埋め込みデータポケットの
一覧シーンが表示されます。

以上で、本ガイドで追加・変更したミニアプリの動作を確認できました。

それぞれの機能やPlatioの操作については、製品サイトのヘルプセンターにあるガイドをご活用ください。

＜Platio製品サイト ヘルプセンター＞

https://plat.io/ja/support/guide

https://plat.io/ja/support/guide


付録①

集計



付録①：集計
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Platioは、Platioアプリで入力して収集した数値データは、自動集計するデータポケットを作成しておくことで合計値、 平均値やデータの件数など

をリアルタイムで表示・確認することができます。

集計処理は、Platio のデータポケットで収集したデータを、別のデータポケットで参照して行います。

※ 同じミニアプリ内のデータポケットが処理の対象になります。

ここでは、データポケット『衣類検品チェックリスト』に蓄積された検品結果のレコードから、どの担当者が１日に何件検品を行ったかを集計する

データポケットを作成してみます。

ここまで操作の解説を行ってきたので詳しい手順は省略します。詳しくはミニガイド【集計フィールド】を参照してください。

＜ミニガイド＞

https://plat.io/ja/support/guide#miniguide

集計用データポケットで
レコード数を集計

https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol07.pdf
https://plat.io/ja/support/guide#miniguide


自動集計するデータポケットを作成する（１）
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自動集計するデータポケットを作成します。

❶データポケット一覧で「データポケットを追加」をクリックします。「レコード管理」のタイプを選択して「追加」をクリックします。

❷作成されたデータポケットでデータポケット名を『件数日次報告』に変更します。

集計では「誰が」「何日に」「何件(集計)」という情報を設定するためのフィールドを追加します。

作成済みの「テキスト」フィールドの名前をクリックして『担当者氏名』に変更します。

日付フィールドを追加して『作業日』に変更します。プロパティを表示して「ソート可能」のチェックをオンにし、「デフォルトでこのフィールドで昇順に

ソートする」を選択します。



自動集計するデータポケットを作成する（２）

❸フィールドの追加画面で「集計」カテゴリーにある「集計」フィールドを追加し、名前を『件数』に変更します。

❹プロパティを表示して以下の内容を設定します。「単位」には『件』と設定します。

各項目についてはミニガイド【集計フィールド】を参照してください。

件数を集計するので、タイプに「レコード数」を選択します。

「誰が」「何日に」について、「誰が」を主キーとし、

「何日に」を副キーとして「日」ごとの集計を算出するように

します。

https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol07.pdf


自動集計するデータポケットを作成する（３）
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❺割り当てを設定します。

一覧シーンの設定を表示し、割り当てに以下の内容を設定します。

❺データポケットを保存して配布します。

すでにレコードを登録している場合、集計用データポケットを作成して配布すると、 すぐに集計処理が行われます。 または、データポケットにレコー

ドが無い状態で、新規にレコードを追加した場合、集計用データポケットですぐに集計処理が行われます。



集計用データポケットで自動で集計された結果は以下のような画面になります。

ここでは、担当者ユーザー『staff2』担当者氏名『田中里美』を追加してデータポケット『衣類検品チェックリスト』に検品結果レコードを登録した

状態での例を示します。

自動集計するデータポケットを確認する

68

データポケット「検品担当者」

担当者２名で入力

データポケット「件数日次報告」

自動集計した件数

設定した割り当て
で表示

ソート可能



付録②

グラフ



付録②：グラフ
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Platio では、データポケットで収集したデータを視覚的にグラフですぐに確認することができます。

グラフの利用は、以下の手順になります。

① Platio Studio でデータポケットにどのフィールドデータを使ってグラフ化するかを設定

② Platio アプリでデータを入力

③ データビューアー で収集したデータをリストとグラフで確認

ここでは、付録①のデータポケット『件数日次報告』のレコードからグラフを作成してみます。

グラフについて詳しくはPlatio Studioガイド P69「12. グラフ」を参照してください。

＜Platio Studioガイド＞

https://plat.io/ja/support/guide#platiostudio

https://plat.io/ja/support/guide#platiostudio
https://plat.io/ja/support/guide#platiostudio


グラフの設定を追加する（１）
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グラフの設定を追加します。

❶データポケット『件数日次報告』の編集画面を表示して右上メニューの「データビューアーのグラフを編集」をクリックします。

❷グラフ画面になります。「グラフを追加」をクリックします。



グラフの設定を追加する（２）
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❸名前を『担当者日次件数』に変更して以下の内容を設定して保存します。

❹グラフが追加されました。ミニアプリを配布します。

続いて、データビューアーでグラフを確認してみましょう。



データビューアーでグラフを確認（１）
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❶データビューアーのデータポケット一覧でグラフアイコンが表示されます。グラフアイコンをクリックします。

❷グラフ画面になります。グラフバーにカーソルを当てると情報が表示されます。

右上メニューをクリックするとグラフを印刷したり画像でエクスポートしたりできます。

メニュー



データビューアーでグラフを確認（２）
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クリックして切り替え

❸上部の見出しで、レコード一覧またはグラフに画面を切り替えできます。



Platioについて
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Platioへのお問い合わせ：[お客様ログイン]
https://asteria.com/mng/login

Platioヘルプセンター
https://plat.io/ja/support/guide

Platioに関する詳細情報は下記のホームページをご覧ください。
https://plat.io

https://asteria.com/mng/login
https://plat.io/ja/support/guide
https://plat.io/

