
 

  

 
 
 

就業履歴登録アプリケーション  

「建レコ」  

操作手順書  

 
管理者向け  

 

 

 

 Version 1.1.3  

(rev.19)  

2019/10/07 

 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   i 

目次 

1. 本文書について .................................................................................................... 1 

1.1. 変更履歴 ............................................................................................................................ 1 

1.2. 対象読者 ........................................................................................................................... 2 

2. アプリケーション「建レコ」とは ................................................................................... 3 

2.1. 「建レコ」の主な機能 .......................................................................................................... 3 

2.2. 技能者ができること ........................................................................................................... 3 

3. 「建レコ」による就業履歴登録のながれ ....................................................................... 4 

4. 「建レコ」を利用するための準備 ................................................................................ 6 

4.1. 動作保証環境 .................................................................................................................... 7 

5. 「建レコ」をインストールする ..................................................................................... 7 

5.1. iPhone/iPad 版のインストール方法 .................................................................................. 7 

5.2. Windows 版のインストール方法 ....................................................................................... 8 

6. 各画面の説明 .................................................................................................... 10 

6.1. A: アプリ起動 ................................................................................................................... 11 

6.1.1. 起動時画面 .............................................................................................................. 11 

6.1.2. 利用規約同意確認画面 ............................................................................................ 12 

6.1.3. ログイン画面 ............................................................................................................ 13 

6.1.3.1. ログイン .............................................................................................................................. 14 

6.1.3.1.1. 端末の日付・時刻設定が不正な場合 ......................................................................... 14 

6.1.3.1.2. 不正アクセス防止機能 ................................................................................................ 14 

6.2. B: ホーム ......................................................................................................................... 15 

6.2.1. ホーム画面 ............................................................................................................... 15 

6.2.1.1. 現場の選択 ........................................................................................................................ 16 

6.2.1.2. 現場の検索 ........................................................................................................................ 16 

6.2.1.3. 現場情報の取得 ................................................................................................................. 16 

6.2.1.4. ログアウト ........................................................................................................................... 16 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   ii 

6.2.1.5. 各種操作 ............................................................................................................................ 16 

6.3. C: 現場情報 ..................................................................................................................... 17 

6.3.1. 現場情報画面 .......................................................................................................... 17 

6.3.1.1. 就業履歴登録を開始する ................................................................................................... 18 

6.3.1.2. 就業履歴登録の設定 ......................................................................................................... 19 

6.3.1.2.1. 日付境界時刻 .............................................................................................................. 19 

6.3.1.2.2. 入退場情報を記録する ................................................................................................ 19 

6.3.1.2.3. ICカードリーダーの接続 .......................................................................................... 20 

6.3.1.2.3.1. iPhone/iPad版接続手順 .................................................................................... 20 

6.3.1.2.3.2. Windows版接続手順 .......................................................................................... 21 

6.3.1.2.3.3. 注意事項 .............................................................................................................. 21 

6.3.1.3. 現場情報の詳細を確認する ............................................................................................... 21 

6.3.1.4. ホーム画面に戻る .............................................................................................................. 21 

6.3.1.5. 現場情報を削除 ................................................................................................................. 21 

6.3.2. 契約情報画面 ......................................................................................................... 22 

6.3.2.1. 現場情報画面に戻る .......................................................................................................... 22 

6.3.3. 施工体制登録技能者一覧画面 ............................................................................... 23 

6.3.3.1. 技能者の検索 .................................................................................................................... 24 

6.3.3.2. 技能者情報の取得 ............................................................................................................. 24 

6.3.3.3. 現場情報画面に戻る .......................................................................................................... 24 

6.3.4.   送信履歴一覧画面 .............................................................................................. 25 

6.3.4.1. 就業履歴を再送信 ............................................................................................................. 26 

6.3.4.2. 詳細を確認する .................................................................................................................. 26 

6.3.5. 送信履歴詳細画面 現場情報画面 .......................................................................... 27 

6.3.5.1. 送信履歴一覧画面に戻る .................................................................................................. 27 

6.3.5.2. エラーログを表示する ......................................................................................................... 27 

6.3.6. エラーログダイアログ ............................................................................................... 28 

6.4. D: 就業履歴登録 ............................................................................................................ 29 

6.4.1. 就業履歴登録画面 .................................................................................................. 29 

6.4.1.1. 就業履歴登録準備 ............................................................................................................. 29 

6.4.1.2. 就業履歴登録をする .......................................................................................................... 29 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   iii 

6.4.1.3. [入退場情報を記録する] が ON の場合 .......................................................................... 30 

6.4.1.4. 読み取り結果に応じたアラート ........................................................................................... 31 

6.4.1.5. 読み取りエラー ................................................................................................................... 31 

6.4.1.6. 就業履歴登録を終了する ................................................................................................... 32 

6.5. E: 各種操作 .................................................................................................................... 33 

6.5.1. 各種操作画面 ......................................................................................................... 33 

6.6. アプリのバージョンの確認 ............................................................................................... 35 

6.6.1. iPhone/iPad 版 ...................................................................................................... 35 

6.6.2. Windows 版 ............................................................................................................ 36 

7. その他の機能 .................................................................................................... 37 

7.1. オフラインログイン ........................................................................................................... 37 

7.1.1. オフラインログインとは ............................................................................................ 37 

7.1.2. オフラインログイン状態でできること ......................................................................... 37 

7.1.3. オフラインログイン状態でできないこと ..................................................................... 37 

7.1.4. オフラインログイン状態の解除方法 ......................................................................... 37 

7.1.5. オフラインログイン状態の注意点 ............................................................................. 38 

7.2. 就業履歴自動送信機能と手動送信機能 .......................................................................... 38 

7.3. 災害復旧モード ............................................................................................................... 39 

7.4. サーバーメンテナンス ...................................................................................................... 40 

7.5. アップデートアラート (Windows 版のみ) ......................................................................... 40 

7.6. ログアウト ........................................................................................................................ 40 

7.7. データ初期化 .................................................................................................................... 41 

7.8. 「建レコ」のアンインストール .............................................................................................. 41 

8. 付録 ................................................................................................................ 42 

8.1. 用語集 ............................................................................................................................. 42 

8.2. 画面遷移概要図 .............................................................................................................. 43 

 

 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   iv 

 

図の一覧 

図 3-1 iPhone/iPad 版 ログイン説明 ...................................................................................... 4 

図 3-2 iPhone/iPad 版 現場選択説明 .................................................................................... 4 

図 3-3 iPhone/iPad 版 就業履歴登録開始説明 .................................................................... 4 

図 3-4 iPhone/iPad 版 就業履歴登録待ち受け説明 .............................................................. 4 

図 3-5 iPhone/iPad 版 カード読み取り成功結果表示 ............................................................ 5 

図 3-6 iPhone/iPad 版 就業履歴登録終了ダイアログ ........................................................... 5 

図 3-7 iPhone/iPad 版 送信履歴一覧画面 ............................................................................ 5 

図 6-1 スプラッシュ .................................................................................................................. 11 

図 6-2 利用規約同意確認画面 ............................................................................................... 12 

図 6-3 ログイン画面 ................................................................................................................ 13 

図 6-4 時刻不正時のエラーメッセージ ..................................................................................... 14 

図 6-5 セキュリティロック時のエラーメッセージ ......................................................................... 14 

図 6-6 ホーム画面 .................................................................................................................. 15 

図 6-7 ホーム画面 登録現場なし ........................................................................................... 15 

図 6-8 ホーム画面 情報未取得 .............................................................................................. 15 

図 6-9 検索による現場一覧の絞り込み .................................................................................. 16 

図 6-10 Windows 版 現場情報画面 右側契約情報 ............................................................. 17 

図 6-11 iPad 版 現場情報画面 右側契約情報 ...................................................................... 17 

図 6-12 現場情報画面 ............................................................................................................ 17 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   v 

図 6-13 現場情報画面 就業履歴登録の設定 日付境界時刻が午前０時、入退場の登録をする

設定の場合 ........................................................................................................................ 19 

図 6-14 iPhone Bluetooth が ON ........................................................................................ 20 

図 6-15 カードリーダー検索ダイアログ 接続完了 .................................................................. 20 

図 6-16 カードリーダー検索ダイアログ 検索結果あり ........................................................... 20 

図 6-17 カードリーダー検索ダイアログ 検索結果なし ............................................................ 20 

図 6-18 カードリーダー検索ダイアログ 検索中 ..................................................................... 20 

図 6-19 Windows 版 カードリーダー検索ダイアログ 接続エラー .......................................... 21 

図 6-20 Windows 版 カードリーダー検索ダイアログ 検索中 ............................................... 21 

図 6-21 Windows 版 カードリーダー検索ダイアログ 接続完了 ............................................ 21 

図 6-22 契約情報画面 ........................................................................................................... 22 

図 6-23 技能者一覧画面 登録技能者なし ............................................................................ 23 

図 6-24 技能者一覧画面 情報未取得 .................................................................................. 23 

図 6-25 施工体制登録技能者一覧画面 ................................................................................. 23 

図 6-26 検索による技能者一覧の絞り込み ............................................................................ 24 

図 6-27 送信履歴一覧画面 .................................................................................................... 25 

図 6-28 送信履歴一覧画面 送信履歴なし ............................................................................ 25 

図 6-29 送信履歴詳細画面 ................................................................................................... 27 

図 6-30 iPad 版 送信履歴詳細画面 ..................................................................................... 27 

図 6-31 Windows 版 送信履歴詳細画面 ............................................................................. 27 

図 6-32 送信履歴一覧画面 エラーログ ................................................................................ 28 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   vi 

図 6-33 就業履歴登録画面 待ち受け状態 入退場区別なし ................................................ 29 

図 6-34 就業履歴登録画面 読み取り結果 入退場区別なし ................................................ 29 

図 6-35 就業履歴登録画面 待ち受け状態 入退場区別あり ................................................ 30 

図 6-36 就業履歴登録画面 読み取り結果 入退場区別あり ................................................ 30 

図 6-37 就業履歴登録終了の流れ ........................................................................................ 32 

図 6-38 就業履歴登録画面 ................................................................................................... 33 

図 7-1 警告バー オフラインモード ......................................................................................... 37 

図 7-2 警告バー 長期未送信 ................................................................................................ 39 

図 8-1 iPhone 版 画面遷移概要 ........................................................................................... 43 

図 8-2 iPad/Windows 版 画面遷移概要 ............................................................................. 44 

 

表の一覧 

表 4-1 iPhone/iPad 版 動作保証環境 .................................................................................... 7 

表 4-2 Windows 版 動作保証環境 ........................................................................................ 7 

表 6-1 送信履歴のステータス ................................................................................................. 25 

表 6-2 カード読み取りアラート ................................................................................................. 31 

 

  



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   1 

1. 本文書について  

1.1. 変更履歴 

文書バージョン 日付 変更内容 

1.1.0 2019/03/28 初版 (建レコ ver.1.1.0 に対応) 

1.1.1 2019/05/27 l §1. 本文書について  を追加 

l 建レコ ver.1.1.10 に対応 

l §6.6 アプリのバージョンの確認 を追加 

l §7.4 サーバーメンテナンス  を追加 

l §7.5 アップデートアラート (Windows 版のみ) を追加 

l §7.7 データ初期化 に注意事項を追記 

1.1.2 2019/06/06 §5.2Windows 版のインストール方法から圧縮ファイルに関する記

述を削除 

1.1.3 2019/10/07 表 4-2 Windows 版 動作保証環境 

l Windows7 のサポート終了の注意書きを追加 

l 動作保証環境にタイムゾーンを追加 

建レコ ver1.1.20 に対応 

§6.1.1 起動時画面 

l 就業履歴登録の再開の項目削除(機能廃止のため) 

§ログイン 6.1.3.1.1 端末の日付・時刻設定が不正な場合  

を追加 

§6.1.3.1.2 不正アクセス防止機能  を追加 

§6.2.1 ホーム画面 

l 就業履歴蓄積期間終了１ヶ月以上経過の現場は表示

されない旨追記 

§6.3.1.1 就業履歴登録を開始する  の記述を修正 

§6.3.1.2.3IC カードリーダーの接続  の記述を修正 

§6.4.1.6 就業履歴登録を終了する 

l ログアウトの導線を追加 

l 図 6-37 を「登録終了の流れ」に更新 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   2 

 

1.2. 対象読者 

本操作手順書は、建設キャリアアップシステムにおいて「建レコ」アプリケーションを利用する管理者ま

たは現場管理者を対象としております。 
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2. アプリケーション「建レコ」とは  

本アプリケーション「建レコ」は、建設キャリアアップシステムの就業履歴を登録するためのアプリケー

ションです。 

2.1. 「建レコ」の主な機能 

「建レコ」は適切な権限を持つ管理者または現場管理者により使用されることを前提としており、以下

の機能を有します。 

l 担当している現場に関する一部の情報の参照 

l 担当している現場に従事する技能者の就業履歴の登録 

2.2. 技能者ができること 

技能者が操作できる機能は以下の 2 点に限定され、その他のすべての操作は管理者および現場管

理者の権限を有するアカウントでのみ利用可能です。 

l 建設キャリアアップカードを IC カードリーダーにかざし就業履歴を記録すること 

l 建設キャリアアップカードを IC カードリーダーにかざした結果を直後に確認すること 

 

有権限者により就業履歴登録待ち受けモードに設定されている必要があります。また、記録した内容

を建設キャリアアップシステムに登録する操作も有権限者のみ実行できます。 

  

⚠ 

情報の編集やより詳しい内容の参照は「建レコ」ではできま

せん。就業履歴登録以外の操作は建設キャリアアップシス

テムにログインしておこなってください。 

右の QR コードを読み取ると建設キャリアアップシステムにアクセスできま

す。読み取りに失敗する場合は以下の URL にアクセスしてください。 

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/ 
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3. 「建レコ」による就業履歴登録のながれ  

1. ログインする 

1.1. アプリを起動します。 

1.2. アカウント情報を入力してログインします。 

 

 
▶ 詳細については 6.1 A: アプリ起動 (P.11) 

 
 

2. 現場を選択する 

2.1. 現場を探します。 

2.2. 現場をタップします。 

Windows 版の場合はクリック操作です。以降の本文に現れる

「タップ」は同様にご理解ください。 

 
▶ 詳細については 6.2 B: ホーム (P.15) 

 
 

3. 就業履歴登録待ち受け状態にする 

3.1. 就業履歴登録対象の現場か確認します。 

3.2. 入退場設定と日付境界時刻の設定をします。 

3.3. IC カードリーダーと接続します。 

3.4. 就業履歴登録を開始します。 

▶ 詳細については 6.3 C: 現場情報 (P.17) 
 
 

4. 就業履歴を登録する 

4.1. 就業履歴登録画面になっていることを確認しま

す。 

4.2. 技能者に建設キャリアアップカードを IC カード

リーダーにかざしてもらい、就業履歴を登録し

てもらいます。 

▶ 詳細については 6.4 D: 就業履歴登録 (P.29) 

図 3-2 iPhone/iPad 版 現場選択説明 

12341234123412 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

12341234123412 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

図 3-1 iPhone/iPad 版 ログイン説明 

図 3-3 iPhone/iPad 版 就業履歴登録開始説明 

図 3-4 iPhone/iPad 版 就業履歴登録待ち受け説明  
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5. 登録結果を確認する 

5.1. 読み取りに成功するとピッと音がします。 

5.2. 就業履歴として登録した内容が画面に表示さ

れますので、内容に間違いがないか確認す

るよう技能者に促しましょう。 

▶ 詳細については 6.4.1.2 就業履歴登録をする (P.29) 
 

6. 就業履歴登録を終了する 

6.1. 画面左上の  ×登録終了  をタップします。 

6.2. 表示されたダイアログにログイン中のアカウン

ト情報を入力すると就業履歴登録を終了でき

ます。終了と同時に、サーバーに送信できる状

態にするための処理を自動で行います。 

▶ 詳細については 6.4.1.6 就業履歴登録を終了する (P.32) 
 

7. 就業履歴の送信結果を確認する 

7.1. 就業履歴は 1 日 1 回自動で送信されます。 

7.2. 1 日以上経ってから送信履歴を確認しても「送

信成功」になっていない場合は手動送信しま

す。各種操作画面から、就業履歴の一括送信

を実行してください。 

 

▶ 詳細については 6.3.4   送信履歴一覧画面 (P.25)  

図 3-6 iPhone/iPad 版 就業履歴登録終了ダイアログ 

図 3-7 iPhone/iPad 版 送信履歴一覧画面 

図 3-5 iPhone/iPad 版 カード読み取り成功結果表示 

⚠ 
登録終了操作を行わずに就業履歴登録画面を表示し続けている場合、直近の就

業履歴が自動送信で送られません。 

原則として、一日一回は「登録終了」を行なってください。 
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4. 「建レコ」を利用するための準備  

「建レコ」をご利用いただくにあたって、事前に以下の準備をしていただく必要があります。 

 

l 建設キャリアアップシステムの以下の ID 

Ø 現場管理者 ID（ただし、管理者 ID でも可） 

l 技能者の有効な建設キャリアアップカード 

l インターネット通信が行える環境（2 回目以降のご利用時にはオフライン環境でもご利用いただくことが可能です） 

l 以下のいずれかの端末 

動作環境の詳細については次ページをご参照ください 

Ø iPhone 

Ø iPad 

Ø Windows 搭載機 

Windows のユーザーアカウントには「Guest」「標準ユーザー」「管理者」の 3 種類ありますが、このうち Guest 権限のアカ

ウントでログイン中は「建レコ」を利用できません。管理者または標準ユーザーの権限を持つユーザーアカウントでログイン

し直してご利用ください。 

l 「建レコ」に対応した IC カードリーダー 

「建レコ」のホームページからご確認下さい。 

 

また、就業履歴登録を行う各現場について、建設キャリアアップシステムにログインして現場情報と施

工体制を登録する必要があります。 

 

 

  



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   7 

4.1. 動作保証環境 

「建レコ」は以下の環境において動作が保証されています。仮想環境は含みません。 

表  4-1 iPhone/iPad 版 動作保証環境  
OS iOS 11〜12 
端末 上記 OS 搭載の iPhone または iPad 
言語 日本語 
地域・タイムゾーン 日本・日本時間 

表  4-2 Windows 版 動作保証環境  
OS Windows 7 Service Pack 1 以降 

Microsoft 社による Windows7 のサポートが 2020 年 1 月 14 日に終

了します。Microsoft 社によるサポート終了に伴い、建レコアプリも

Windows7 環境は動作保証対象外となります。 
Windows 8.1 
Windows 10 

画面サイズ 1024px x 768px 以上 
画面の高さが 768px ちょうどの端末の場合はタスクバーを非表示にす

る必要があります。 
端末の画面サイズが上記を満たしていても画面のスケーリングを

100%以外に設定している場合、適切に動作しない可能性があります。

スケーリングの設定についてはご利用の端末のメーカー様にお問い合

わせください。 
ハードディスク容量 3GB 以上の空き容量があること 

ディスク使用量はご利用状況によります。 技能者 10,000 人分でおよ

そ 2GB のディスクが必要です。 
USB type A ポート 1 つ以上 
言語 日本語 
地域 日本 

5. 「建レコ」をインストールする  

動作が保証されている端末を用意できたら「建レコ」をインストールしてください。インストールの方法は

iPhone/iPad 版と Windows 版で異なります。 

5.1. iPhone/iPad 版のインストール方法 

以下のいずれかの方法でアプリケーションをダウンロードします。 

l AppStore で「建レコ」を検索 

l 下記の URL をブラウザで表示 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1446519167?mt=8 

「建レコ」のアイコンが追加されていたらインストール完了です。  
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5.2. Windows 版のインストール方法 

1. 下記の URL からインストーラーをダウンロードします。 

https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP 

 

以下の手順は PC の管理者（Administrator）権限を持つユーザーアカウントで実行してください。 

 

2. setup.exe を右クリックし、「管理者として実行」を選択します。

 
3. インストーラーが起動するので下記の手順に従って実行します。 

① 次へ 
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② 使用許諾契約書に同意します にチェックして次へ 

→  

③ インストール 

 

④ 完了 

 

4. 「建レコ」のアイコンがデスクトップに追加されていたらインストール完了です。 
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6. 各画面の説明  

「建レコ」には 

l iPhone 版 

l iPad 版 

l Windows 版 

３種類が存在しますが、利用できる機能・画面遷移・各画面の基本的な操作方法に違いはありません。

そのため、以降の操作説明においては iPhone 版を基準として説明します。 

 

一部、 対象 OS ごとに異なる画面が存在します。 

l Windows 版で表示されない画面： 

 初回起動時の利用規約同意確認画面 

l iPhone 版と iPad/Windows 版で構成が異なる画面： 

 現場情報画面、契約情報画面、技能者一覧画面、送信履歴一覧画面 
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6.1. A: アプリ起動 

6.1.1. 起動時画面 

起動するとこの画面がしばらく表示されます。通常は、そのままログイン画面に切り替わります。

1iPhone/iPad 版で、インストール後利用規約に同意していない場合（インストール後初めて起動する

場合を含む）は 利用規約同意確認画面 に進みます。 

 

 
 

1 就業履歴登録の再開機能は、 建レコ 1.1.20 より廃止となりました。 

図 6-1 スプラッシュ  
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6.1.2. 利用規約同意確認画面 

「建レコ」の利用規約をご確認いただく画面です。 

Windows 版では表示されず、iPhone 版および iPad 版の「建レコ」をインストール後初めて起動した

際に表示されます。利用規約を 後までお読みになり  同意する  をタップしてください。 

同意後、再度利用規約の内容をご覧になる場合は、各種操作画面から表示することができます。 

  

図 6-2 利用規約同意確認画面  

中略 
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6.1.3. ログイン画面 

「建レコ」を利用するために建設キャリアアップシステムのアカウント情報を入力しログイン操作を行う

画面です。 

l アカウントをお持ちの方は ID およびパスワードを入力し  ログイン  をタップしてください。 

l アカウント情報を忘れた方は 現場管理者 ID・管理者 ID・パスワードを忘れた場合 をタップして

ください。 

l 建設キャリアアップシステムについて知りたい方は 建設キャリアアップシステムについて をタッ

プしてください。 

  

図 6-3 ログイン画面  
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6.1.3.1. ログイン 

「建レコ」を利用するには、ログインが必要です。以下の手順に従いログインを行なってください。また、

ログインに使用するアカウントは現場管理者か管理者の権限を有している必要があります。 

1. 「現場管理者 ID・管理者 ID」欄に建設キャリアアップシステムのアカウントの ID、 

「パスワード」欄に建設キャリアアップシステムのアカウントのパスワードを入力します。 

2.  ログイン  をタップします。エラーが表示されている場合は表示に従い入力内容を修正します。 

初回ログイン時は、ログイン処理のためにインターネット通信が必要です。通信ができる環境にて

ご利用ください。 

6.1.3.1.1. 端末の日付・時刻設定が不正な場合1 

端末の日付・時刻設定が不正確である場合や、タイムゾーン設定

が日本以外の場合、図 6-4 のようなエラーメッセージを表示し、

ログインに失敗します。ログイン済の状態で端末時刻が不正に変

更された場合も、このメッセージを表示して、強制的にログアウト

します。端末の時刻設定画面からタイムゾーンを日本に設定し、

日付、時刻を正しく設定してから、ネットワーク接続状態で再度ログインを行ってください。 

6.1.3.1.2. 不正アクセス防止機能2 

ID，パスワードを 10 回続けて誤った場合、図 6-5 のエラーメッセ

ージを表示し、建レコの一部機能を制限します。すべてのユーザ

ーのオフラインログインが禁止され、自動送信機能も停止します。

機能を回復するには、ネットワークに接続した状態で再度ログイ

ンを行ってください。複数の管理者が同じ端末を利用している場

合は、各管理者について再度ネットワーク接続状態で再ログイン

を実行してください。 

  

 
 

1 建レコ 1.1.20 より 
2 建レコ 1.1.20 より 

図 6-4 時刻不正時のエラーメッセージ  

図 6-5 セキュリティロック時のエラーメッセ

ージ 
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6.2. B: ホーム 

6.2.1. ホーム画面 

ログイン直後に表示される画面です。ログイン中のアカウント情報の確認と、管理権限が与えられてい

る現場を一覧することができます。管理権限を有する現場がない、または現場情報を取得していない

場合は一覧情報の代わりに問い合わせ先やシステムコードを表示します。 

通常はログイン時にサーバーから取得した情報が表示されますが、それ以後の更新は自動では行わ

れません。 新の管理現場一覧情報を取得するには、現場情報を取得  をタップしてください。 

管理現場一覧には、就業履歴蓄積期間終了から１ヶ月以上経過している現場は表示されません。但

し、その現場の就業履歴のサーバーへの登録が完了していない場合は、就業履歴蓄積期間に関わら

ず表示されます。 

図 6-6 ホーム画面  

図 6-7 ホーム画面 登録現場なし  

図 6-8 ホーム画面 情報未取得  
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6.2.1.1. 現場の選択 

これから就業履歴登録を行う現場を管理現場一覧から選択して

タップしてください。選択した現場の現場情報画面に遷移します。 

 

6.2.1.2. 現場の検索 

管理現場一覧に表示する現場を絞り込む機能があります。以下

の手順に従い検索を行ってください。 

をタップしてテキス1.  

ト入力状態にします。 

2. 現場名の一部を入力します。 

「現場名で検索」欄の「ｘ」ボタンをタップすると絞り込みを解除します。 

複数の条件を同時に指定することはできません。 

6.2.1.3. 現場情報の取得 

新の現場情報をサーバーから取得し直したいときは  現場情報を取得  をタップします。建設キャ

リアアップシステムで情報を更新した際にその内容をアプリに反映させるためにはこの操作を実行する

必要があります。 

6.2.1.4. ログアウト 

 ログアウト  をタップするとログアウトしてログイン画面に遷移します。 

6.2.1.5. 各種操作 

 をタップすると各種操作画面を表示します。 

 

  

図 6-9 検索による現場一覧の絞り込み  
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6.3. C: 現場情報 

6.3.1. 現場情報画面 

現場情報の確認および就業履歴登録の設定を行う画面です。就業履歴登録を行おうとしている対象

の現場であることを当画面で確認し、問題なければ就業履歴登録を開始します。適切な現場ではない

場合、ホーム画面に戻り、正しい現場を選択し直してください。 

iPad/Windows では画面構成が異なる以外に iPhone 版との差異は基本的にはありません。iPhone

版では他画面に遷移する以下の操作が、画面遷移ではなく右側の表示領域の表示変更となります。 

  

図 6-12 現場情報画面  

図 6-11 iPad 版 現場情報画面 右側契約情報  

図 6-10 Windows 版 現場情報画面 右側契約情報  
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1. [契約情報] をタップ 

Ø 右側の表示内容： 契約情報画面 

2. [施工体制登録技能者一覧] をタップ 

Ø 右側の表示内容： 施工体制登録技能者一覧画面 

3. [送信履歴一覧] をタップ 

Ø 右側の表示内容： 送信履歴一覧画面 

当画面の初期表示状態では右側には契約情報を表示しています。 

6.3.1.1. 就業履歴登録を開始する 

就業履歴登録の開始は以下の手順で行います。 

1. 就業履歴登録の設定を行う。 (6.3.1.2 就業履歴登録の設定 参照) 

2. IC カードリーダーの準備を行う (6.3.1.2.3IC カードリーダーの接続 参照) 

3.  就業履歴登録を開始  をタップします。 

4. カードリーダーとの接続が完了するとカードの読み取りが可能となります。 

  



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   19 

6.3.1.2. 就業履歴登録の設定 

6.3.1.2.1. 日付境界時刻 

就業履歴の日付を区切る時刻を指定することができ

ます。 

深夜 0 時をまたいで稼働する現場では、全員の退場

から翌日の入場までの時間帯に日付境界時刻を設

定してください。 

l 例）夕方 6 時以降に入場し朝 4 時までに退場

する現場では、 就業しない時間（朝 10 時など）

に日付境界時刻を設定。 

l 例) 朝 8 時に入場開始して夕方 6 時までに全員退場する現場では、日付境界時刻は初期値

00:00 のまま。 

注意事項 

l 同じ現場で複数の端末を使用する場合はすべての端末で同じ日付境界時刻を設定してください。 

l 日付境界の設定を変更しても、変更以前に登録済みの就業履歴には適用されません。 

l カード読み取り時刻が深夜 0 時から日付境界時刻までの間である場合、前日分の就業履歴とし

て記録されます。 

Ø 例）日付境界時刻が朝 5 時に設定されている場合に、4 月 1 日朝 3 時にカードの読み取り

を行うと 3 月 31 日の就業履歴として登録されます。 

6.3.1.2.2. 入退場情報を記録する 

「建レコ」には入場のみ登録する設定と入退場を登録する設定があります。図のトグルボタンを変更す

ることで設定を切り替えることができます。 

１日１回就業履歴を登録する運用の場合は、OFF に設定してください。入場時と退場時に就業履歴を

記録する運用の場合は、ON に設定してください。 

初期状態では OFF になっています。 

図 6-13 現場情報画面 就業履歴登録の設定 

日付境界時刻が午前０時、入退場の登録をする設

定の場合  
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6.3.1.2.3. IC カードリーダーの接続 

 就業履歴登録を開始  をタップすると自動で接続可能な IC カードリーダーの検索が始まります。接

続準備をしてから、  就業履歴登録を開始  をタップしてください。 

「建レコ」がサポートする IC カードリーダーは「建レコ」のホームページからご確認下さい。 

IC カードリーダーとの接続の仕方が iPhone/iPad 版と Windows 版とで異なります。iPhone/iPad 版

は BLE で接続し、Windows 版は USB で接続します。 

それぞれの接続手順については以下のとおりです。 

6.3.1.2.3.1. iPhone/iPad 版接続手順 

1. iPhone/iPad の Bluetooth を ON にします。 

2. IC カードリーダーを接続待ち状態にします。接続モード設定

がある機種の場合は、BLE モードに設定してください。接続

待ち状態にする方法は各機器の説明書をご参照ください。 

3.  就業履歴登録を開始 をタップします。 

4. カードリーダー検索が始まります。対象の機器がリストに表

示されたら、タップしてください。 

5. カードリーダーとの接続か完了すると、カードの読み込みが可能となります。 

 

図 6-18 カードリーダー

検索ダイアログ 検索中  

図 6-14 iPhone Bluetooth が ON 

図 6-16 カードリーダー

検索ダイアログ 検索結果

あり 

図 6-15 カードリーダー検

索ダイアログ 接続完了  
図 6-17 カードリーダー検

索ダイアログ 検索結果な

し  
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6.3.1.2.3.2. Windows 版接続手順 

1. IC カードリーダーの USB 端子を Windows 端末に接続します。接続モード設定がある機種の場

合は、USB モードに設定してください。 

2.  就業履歴登録を開始 をタップします。 

3. カードリーダーの検索が始まり、接続完了するとカード読み取りが可能となります。 

6.3.1.2.3.3. 注意事項 

Windows 版では、カードリーダーの機種によってはドライバのインストールが必要な場合があります。

「建レコ」のホームページからご確認下さい。 

6.3.1.3. 現場情報の詳細を確認する 

表示中の現場の契約情報を確認したい場合は [契約情報] をタップします。 

表示中の現場に登録されている技能者を確認したい場合は [施工体制登録技能者一覧画面] をタッ

プします。 

表示中の現場で過去に行った就業履歴登録の記録を確認したい場合は [送信履歴一覧] をタップし

ます。 

6.3.1.4. ホーム画面に戻る 

 ＜戻る  をタップします。 

6.3.1.5. 現場情報を削除 

 現場情報を削除  をタップするとアプリ内に保持している当該現場の情報を削除します。当分利用

する予定のない現場を削除することで、アプリの容量を節約することができます。サーバー上のデータ

を削除するわけではないため、現場情報を取得し直せば再度使用することができます。 

図 6-20 Windows 版 カードリー

ダー検索ダイアログ 検索中  
図 6-21 Windows 版 カードリー

ダー検索ダイアログ 接続完了  
図 6-19 Windows 版 カードリー

ダー検索ダイアログ 接続エラー  
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6.3.2. 契約情報画面 

現場の契約情報を確認する画面です。 

6.3.2.1. 現場情報画面に戻る 

 ＜戻る  をタップします。 

  

図 6-22 契約情報画面  
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6.3.3. 施工体制登録技能者一覧画面 

当該現場に登録されている技能者を一覧する画面です。一次事業者ごとに区分けして表示されます。

技能者の名前の一部を入力し、絞り込んで表示することもできます。 

  

図 6-25 施工体制登録技能者一覧画面  

図 6-23 技能者一覧画面 登録技能者なし  

図 6-24  技能者一覧画面 情報未取得  
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6.3.3.1. 技能者の検索 

現場検索機能同様、技能者一覧に表示する技能者を絞り込む機

能があります。以下の手順に従い検索を行ってください。 

をタップしてテキ3.  

スト入力状態にします。 

4. 技能者名の一部を入力します。姓のみまたは名のみで検索

してください。姓名どちらも入力すると検索できません。アル

ファベット名カナ名でも検索できます。 

6.3.3.2. 技能者情報の取得 

新の技能者情報を取得し直したいときは  技能者情報を取得  

をタップします。建設キャリアアップシステムで情報を更新した際

にその内容をアプリに反映させるためにはこの操作を実行する必

要があります。 

6.3.3.3. 現場情報画面に戻る 

 ＜戻る  をタップします。 

図 6-26  検索による技能者一覧の絞り込み  

建 
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6.3.4.   送信履歴一覧画面 

過去に行った就業履歴登録の送信履歴を一覧して確認する画面です。送信成功後１ヶ月以上経過し

た送信履歴は表示されません。送信履歴には以下のステータスがあります。 

表  6-1 送信履歴のステータス  

未送信 就業履歴をサーバーに送信していません。 

送信結果待ち 就業履歴はサーバーに送信済みですが、サーバー上の処理結果を待って

いる状況です。 

送信成功 就業履歴がサーバーにて適切に処理されました。 

送信失敗 就業履歴がサーバーにて処理に失敗しました。 

 就業履歴を再送信  をタップしてください。 

結果不明 就業履歴のサーバーでの処理結果が不明です。 

 就業履歴を再送信  をタップしてください。 

図 6-27 送信履歴一覧画面  図 6-28  送信履歴一覧画面 送信履歴なし  

就業履歴を再送信 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   26 

就業履歴登録直後は「未送信」状態です。自動送信または手動一括送信でサーバーに送信を行うと

「送信結果待ち」状態になります。その後サーバーでの処理結果が確認されると「送信成功」または「送

信失敗」となります。「送信結果待ち」となった後長期間(数十日〜１ヶ月程度) 「建レコ」を起動しなかっ

た場合やサーバーとの通信が行えなかった場合に「結果不明」となることがあります。 

6.3.4.1. 就業履歴を再送信 

 就業履歴を再送信  をタップすると、ステータスが「送信失敗」「結果不明」の就業履歴をサーバーに

再送信します。この際ステータスが「未送信」の就業履歴は送信されません。「未送信」の就業履歴を

送信したい場合は各種操作画面から「就業履歴の一括送信」を行ってください。  

表示中の現場において、ステータスが「送信失敗」「結果不明」の就業履歴が１つもない場合は  就業

履歴を再送信  は表示されません。  

 就業履歴を再送信  での送信対象は現在表示中の現場の就業履歴のみです。複数の現場で「送

信失敗」「結果不明」の就業履歴がある場合は、各現場それぞれで再送信の操作を行なってください。 

6.3.4.2. 詳細を確認する 

[詳細] をタップすると、個別の送信履歴項目についての送信履歴詳細画面を表示します。 
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6.3.5. 送信履歴詳細画面 現場情報画面 

過去に行った就業履歴登録の詳細情報を確認する画面です。日時、入退場区別、。技能者 ID、技能

者名を表示します。入退場を区別しない場合はすべて「入場」となります。 

日付境界時刻を 0:00 以外に設定した場合、午前 0:00 〜 日付境界時刻の間の記録は、前日の

日付を表示し、時刻の前に「翌」と表示します。 

6.3.5.1. 送信履歴一覧画面に戻る 

 ×閉じる  （iPhone では  ＜戻る  ）をタップします。 

6.3.5.2. エラーログを表示する 

図 6-29  送信履歴詳細画面  

図 6-30 iPad 版 送信履歴詳細画面  

図 6-31 Windows 版 送信履歴詳細画面  
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送信履歴詳細画面右上に表示される  エラーログを表示  （iPhone では  エラーログ  ）をタップ

します。このボタンは、送信失敗、または結果不明 

    ステータス

の送信履歴においてのみ表示されます。 

6.3.6. エラーログダイアログ 

就業履歴送信時に、サーバー処理で生じたエラーの内容

を確認することができます。エラーログが長い場合はスク

ロールして全体をご確認頂く事ができます。 

就業履歴の送信失敗についてユーザーサポートにお問い

合わせ頂く際に、エラーログの内容 を添えてい

ただけますと、原因調査がスムーズになります。 

閉じる をタップすると表示中のダイアログを閉じます。 

 

  
図 6-32 送信履歴一覧画面 エラーログ  
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6.4. D: 就業履歴登録 

6.4.1. 就業履歴登録画面 

6.4.1.1. 就業履歴登録準備 

右図の就業履歴登録画面を表示している状態が就業履歴登録待ち受け状

態です。 

必ずフォアグラウンド状態（右の画面が表示されている状態）にします。 

 

 

6.4.1.2. 就業履歴登録をする 

就業履歴登録待ち受け状態にすると、カードをかざすことで就業履歴登録を

行えます。各技能者自身でカードをかざすと就業履歴が蓄積されます。 

読み取りに成功すると右図の状態になります。 

読み取りに失敗した場合はエラー内容に応じてエラーダイアログの表示やビ

ープ音の再生を行います。 

IC カードではないカードを読み取ろうとした場合は無反応です。 

  

図 6-33 就業履歴登録画

面 待ち受け状態 入退場

区別なし  

⚠ 「建レコ」ではデータの修正は行なえません。また、「建レコ」で登録した就業履歴は

建設キャリアアップシステムで閲覧できますが、変更・削除できません 

図 6-34 就業履歴登録画

面 読み取り結果 入退場

区別なし  
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6.4.1.3. [入退場情報を記録する] が ON の場合 

[入退場情報を記録する] を ON にしている場合、

就業履歴登録待ち受け状態は右図のように、入退

場を選択するボタンが表示されます。 

入退場情報を記録するモードの場合はカードをか

ざす前に入退場が適切に選択されていることを確

認するよう、技能者に十分に促してください。 

入場・退場を誤った場合は、入退場を正しい状態に

セットし直してから再度カードをかざしてください。 

 

読み取りに成功した場合は右図のように入退場を

区別して結果を表示します。 

 

 

 

 

  

図 6-35 就業履歴登録画面 待ち受け状態 入退場

区別あり  

図 6-36 就業履歴登録画面 読み取り結果 入退場

区別あり  

入場選択中 退場選択中 
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6.4.1.4. 読み取り結果に応じたアラート 

読み取り結果にアラートを表示することがあります。 

表  6-2 カード読み取りアラート 

カードの有効期限が近い 施工体制に登録されていない 

  
 
6.4.1.5. 読み取りエラー 

カードを読み取ったときにエラーが起きることがあります。エラーが起

こる主な原因を以下に挙げます。頻繁に読み取りエラーが起きる場

合はカードリーダーの設置方法を点検して下さい。 

l カードに問題がある 

Ø 建設キャリアアップカードではない IC カードをかざしている 

Ø 建設キャリアアップカードの有効期限が切れている 

Ø 複数の IC カードを重ねている 

l カードのかざし方に問題がある 

Ø カードをかざしている時間が短い 

Ø カードリーダーに接触させていない 

Ø カードリーダーの読み取り面とカードの向きがあっていない 

² 縦長のカードリーダーにピッタリ重なるようにカードをかざして下さい 

l カードリーダーの設置方法等に問題がある 

Ø 読み取り面を裏側においている 

Ø 電池残量が低下している 

Ø USB の給電量が不足している 

Ø カードリーダーが金属版の上に設置されている 

Ø カードリーダーとカードの間に遮蔽物がある 

その他の問題については Q&A をご参照ください。 
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6.4.1.6. 就業履歴登録を終了する 

1. 画面左上の  ×登録終了  をタップします。 

2. 確認ダイアログが表示されます。 

3. 現場情報画面に戻る場合 

1. 管理者の ID 、パスワードを入力し、 登録終了 をタップします。 

2. 就業履歴登録待ち受け状態を解除し、現場情報画面を表示します。 

4. ログアウトする場合1 

1. ログアウト を タップします。ID、パスワードの入力は不要です。 

2. 更に確認ダイアログが表示されるので、 ログアウト を選択します。 

3. 就業履歴登録待ち受け状態を解除し、ログイン画面が表示されます。 

就業履歴登録を続ける場合は キャンセル をタップして就業履歴登録画面に戻ってください。 

  

 
 

1 建レコ 1.1.20 より対応 

図 6-37 就業履歴登録終了の流れ  
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6.5. E: 各種操作 

6.5.1. 各種操作画面 

通常はこの画面を使用する必要はありません。 

1. 就業履歴の一括送信 をタップ 

Ø 未送信の全就業履歴をまとめて送信します。 

2. 災害復旧モード をタップ 

Ø 建設キャリアアップシステムから指示があった場合のみ使用してください。 

3. データ初期化 をタップ 

Ø 端末内のデータを削除しインストール直後の状態に戻します。 

4. ライセンス をタップ 

Ø 「建レコ」で使用しているサードパーティーライセンスを表示します。 

図 6-38 就業履歴登録画面  
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5. 利用規約 をタップ 

Ø 「建レコ」の利用規約を表示します。 

6. 建設キャリアアップシステム利用規約 

Ø ブラウザアプリを起動し、建設キャリアアップシステムの利用規約を表示します。 

7. 個人情報保護方針 

Ø ブラウザアプリを起動し、建設キャリアアップシステムの個人情報保護方針を表示します。 
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6.6. アプリのバージョンの確認 

ログインできる状態でアプリのバージョンを知りたい場合は各種操作画面のアプリ情報欄で確認するこ

とができます。ログインできない状態でアプリのバージョンを知りたい場合には各種操作画面を開くこと

ができませんが、以下の手順で確認することができます。 

6.6.1. iPhone/iPad 版 

1. 設定アイコンをタップします 

2. 画面の下の方にスクロールして「建レコ」を探しタップします 

注：この機能は、ver1.1.10 から利用可能です。設定のリスト中に「建レコ」が見つからない場合、

ver1.1.0 以下となります。 
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6.6.2. Windows 版 

1. コントロールパネルを開きます 

2. “プログラムのアンインストール” (または “プログラムと機能”) 1 をクリックします 

3. “名前” 列で KenReco を探し、バージョン列の表示を確認します 

 

  

 
 

1 コントロールパネルの表示方法によって表記が異なります 
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7. その他の機能  

7.1. オフラインログイン 

7.1.1. オフラインログインとは 

1 度ログインしたことのあるアカウントでは 2 度目以降のログインの際、インターネットに接続できない

状況下でもアプリを利用することができるようになります。この機能をオフラインログインといいます。 

オフラインログイン中は右の図のように画面上部に帯状の警告

が表示されます。 

オフラインログインではインターネット通信なしでログインできる代

わりに、利用できる機能が制限されます。 

7.1.2. オフラインログイン状態でできること 

オフラインログイン状態ではダウンロード済みの現場情報や技能者情報を用いることで、通常のログイ

ン状態と同様に就業履歴の登録ができます。 

7.1.3. オフラインログイン状態でできないこと 

オフラインログイン状態では、サーバーに対してデータの取得や送信を行う機能や端末内のデータを

消去する以下の機能は利用できません。 

l 新の現場情報の取得 

l 新の技能者情報の取得 

l 現場情報の削除 

l 送信履歴の送信および再送信 

l 災害復旧モード 

l データ初期化 

7.1.4. オフラインログイン状態の解除方法 

図 7-1 警告バー オフラインモード  
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オフラインログイン状態でログインしている状態から、機能が制限されない通常のログイン状態に切り

替えるには一度ログアウトを行い、インターネットに接続されている状態でログインし直す必要がありま

す。 

7.1.5. オフラインログイン状態の注意点 

オフラインログインは、インターネットに接続できない状況下での利用という特性上、 後に建設キャリ

アアップシステムから取得したデータを表示します。それ以降に建設キャリアアップシステムで行った変

更は反映されません。 

例えば前回の通常ログイン後に担当の現場の施工体制に技能者を追加した場合、追加された技能者

の情報は「建レコ」の画面上には反映されません。 

7.2. 就業履歴自動送信機能と手動送信機能 

「建レコ」は 1 日 1 回アプリ内で定められた時刻に就業履歴を自動で送信する機能があります。 

この際、「建レコ」がログアウト状態(ログイン画面表示中)でも送信は実行されます。 ただし、送信を予

定していた時刻に「建レコ」が動作中でない場合やインターネット通信ができない状況の場合は自動送

信されません。 その場合、予定時刻から３時間経過ごとに再度送信を試みます。 

過去 24 時間以内に自動送信が行なわれなかった場合、アプリを 3 時間以上連続でインターネット通

信が可能な状態で起動しているとユーザーが意識することなく送信されます。 

アプリが予定していた時刻に以下の状態である場合は自動送信が行なわれません。 

l 「未送信」の就業履歴がない時 

Ø (「送信成功」「送信結果待ち」「送信失敗」「送信結果不明」のステータスの就業履歴

は自動送信の対象となりません) 

l 「建レコ」を起動していない状態 

Ø iPhone/iPad で「建レコ」アプリの画面が表示されていない状態では送信が行なわ

れません。 

l インターネット通信ができない時  

Ø iPhone/iPad  
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² モバイル通信が圏外 

² 機内モードの設定になっている 

² WiFi アクセスポイントにつながっていない 

² WiFi アクセスポイントの認証が済んでいない、など 

Ø Windows 版 

² ネットワークケーブルが抜けている 

² WiFi アクセスポイントとつながっていない 

² モバイルルーターが圏外の状態、など 

l サーバーがメンテナンス中のとき 

Ø 毎週 木曜 20:00 〜 金曜 7:00 まで、サーバーメンテナンス中となります。 

Ø この他緊急のメンテナンスが行なわれる場合があります。 

l Windows PC がスリープモード・休止状態・電源 OFF の時 

l iPhone/iPad がスクリーンロック・電源 OFF の時 

l 不正アクセス防止機能により自動送信が制限されている時(6.1.3.1.2 端末の日付・時刻

設定が不正な場合 を参照) 

各種操作画面にて、手動で一括送信を行うこともできます。アプリを長時間動作させることができない

場合は、手動による一括送信をご利用下さい。 

一定期間就業履歴が送信されなかった場合は右の図のように画

面上部に帯状の警告バーが表示されます。この警告バーは 72

時間以上前に作成した就業履歴が「未送信」ステータスで端末内

に残っている場合に表示されます。 

この警告バーをタップすると、インターネット通信可能な状態であれば直ちに端末内のすべての「未送

信」ステータスの就業履歴の送信を行います。 

7.3. 災害復旧モード 

この機能は建設キャリアアップシステムの運営主体から連絡があった場合以外は使用しないでくださ

い。 

図 7-2 警告バー 長期未送信  



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   40 

7.4. サーバーメンテナンス1 

サーバーがメンテナンス中の場合は建設キャリアアップシステムとデー

タの送受信ができず、そのことを示すダイアログが表示されます。 

メンテナンスに関する情報は建設キャリアアップシステムにてご確認く

ださい。 

7.5. アップデートアラート (Windows 版のみ)2 

新しいバージョンがリリースされるとアップデートを促す警告バーが表示されます。警告バーをクリック

すると、ブラウザを起動し、 新バージョンをダウンロードする Web サイトを表示します。 新バージョ

ンにアップデートするとこの警告バーは表示されなくなります。 

7.6. ログアウト 

一つの端末を複数の現場管理者で共有する場合は使用後にログアウトするようにしてください。ログア

ウトしたい場合はホーム画面で「ログアウト」をタップしてください。 

  

 
 

1 建レコ 1.1.10 より対応 
2 建レコ Windows 版 1.1.10 より対応 



 

 就業履歴登録アプリケーション 「建レコ」 操作手順書 

 

 

2019/10/07   Version 1.1.3   41 

 

7.7. データ初期化 

データ初期化を行うとアプリ内のすべてのデータが削除され、インストール直後の状態になります。 

すべての就業履歴の送信に成功してから実行してください。 

複数の現場管理者で共有している場合は、他の現場管理者のデータもすべて削除されます。 

 

7.8. 「建レコ」のアンインストール 

アプリケーション自体のアンインストールを行うとすべてのデータが消失します。 

実行する際は、送信に成功していない就業履歴が存在しないように念入りに確認を行ってください。 

⚠ iPhone/iPad 版でデータ初期化した場合、再度ご使用になる前に iPhone/iPad 

の電源を一度お切りください。 
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8. 付録  

8.1. 用語集 

用語 意味 

BLE Bluetooth Low Energy の略。 無線通信規格の１つ。 

iOS 版の「建レコ」とカードリーダーとの通信で使用。 

USB コンピュータの周辺機器をコンピュータ本体に接続するための規格の

一つ。 Windows 版の「建レコ」とカードリーダーとの通信で使用。 

オフラインログイン 7.1.1 参照 

管理者 建設キャリアアップシステムにおいて、事業者責任者、第一階層管理

者、第二階層管理者、第三階層管理者のいずれかの立場に該当す

る利用者を指す。 

現場管理者 建設キャリアアップシステムにおいて現場管理者の立場に該当する

利用者を指します。 

建設キャリアアップカード 建設キャリアアップシステムにおいて、登録技能者に交付される IC

カード 

送信履歴 就業履歴を建設キャリアアップシステムに送信した結果の記録。 

日付境界時刻 6.3.1.2.1 参照 
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8.2. 画面遷移概要図 

 

図  8-1 iPhone 版 画面遷移概要  
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図  8-2 iPad/Windows 版 画面遷移概要  

 


