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報告書作成画面と閲覧画面を自由に設定できる携帯電話報告システム 

「ケータイ快作！ Ver.3.0」 を開発、販売開始 

～プログラム開発不要でさまざまな業務の報告画面構成に対応可能～ 

～一般の業務報告に対応するシステムとして「ケータイ快作！写真報告」から名称を変更～ 

 

日立ビジネスソリューション株式会社（横浜市中区桜木町、取締役社長 木村 伊九夫、資本金 35億6千

万円 以下、日立ビジネス）は、携帯電話を利用して写真付き業務報告を作成できるシステム「ケータイ快

作！写真報告」を開発・販売しておりますが、この度、写真による報告だけでなくさまざまな業務報告に対応

可能とする「フレキシブルレイアウト機能」や「携帯電話からの報告書閲覧機能」などを追加したVer.3.0を開

発し、名称を新たに「ケータイ快作！」として2008年11月25日より販売することを発表します。また、同製品の

機能を限定した廉価版「ケータイ快作！Lite」をラインナップに加えたことも併せて発表します。 

 

昨今、企業において携帯電話の業務活用が進んできており、「外出先で携帯電話を利用して業務日報や

作業報告を作成したい」というニーズが高まってきております。 

今回販売開始する「ケータイ快作！Ver.3.0」は、以下の機能を追加することにより、報告書閲覧画面のレ

イアウト設定や報告作成画面の構成を自在に行うことが可能となり、写真による報告だけでなく、業務日報や

勤怠報告など、さまざまな報告用途にご活用いただける携帯電話業務報告システムになりました。 

（１）フレキシブルレイアウト機能 

PCの報告書閲覧画面をHTMLにて自由にレイアウトでき、お客様の報告書式に応じた報告書表示画

面に設定することができます。また、携帯電話上の報告書作成画面もHTMLにて自在に構成でき、入

力に複数画面を要するような複雑な報告書式にも対応可能です。 

（２）携帯電話からの報告書閲覧機能 

外出先からでも携帯電話上で報告書を閲覧できます。検索やコメントの追記も可能です。 

（３）作業前後での写真報告作成対応 

以前に作成した報告書に作業後の写真を追加可能とし、作業前後の状況を一目で把握できます。 

 

その他にも、GPS、バーコードリーダ、モバイルプリンタ連携のオプションも用意しており、より高度なモバイ

ル業務ニーズにも対応することができます。また、機能を限定した廉価版「ケータイ快作！Lite」を用意するこ

とで、より多くのお客様にご利用いただきやすい製品体系としました。 

なお、本製品は11月12日～14日に開催される「建築都市環境ソフトウェア展 2008」の日立ビジネスブース

にて、「現場状況を効率的に見える化できるシステム」として出展します。 

日立ビジネスは、今後も「便利」で「使いやすい」モバイルシステムの提供を通じて、業務へのモバイル活

用を提案して参ります。 



 

  

DB作成・閲覧

外出先 社内

ケータイ快作！

報告閲覧 

・業務報告を素早く作成 
  ‐入力支援 
  ‐オフライン（サーバ未接続）作成 

・外出先からサーバの報告書を閲覧 

・各種デバイスの活用 
  ‐カメラ、GPS 
  ‐バーコードリーダ 
  ‐モバイルプリンタ 

・報告を閲覧/編集/印刷 

・報告書閲覧画面を自由にレイアウト 

 

 

 

 

 

（携帯電話画面作成補助ツール(評価版)） 

【活用シーン】 
・作業報告 
・進捗報告 
・店舗管理業務 
・マーケティング調査 

・営業日報 
・配送管理 
・勤怠報告 
・異常報告、など

＜利用イメージ＞ 

・携帯電話の報告書作成画面を HTML で 

自在に構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
１．システム構成 

 

■ ケータイ快作！ （標準版） 

 外出先 社内
ケータイ快作！  

 

 

 

 

 

 
「ケータイ快作！」は、ケータイリッチクライアント「A3BROWSER Xstyle」を活用したパッケージ製品であり、 

動作には「A3BROWSER Xstyle クライアント」、「A3Proxy サーバ」、「A3Manager サーバ」が必要となります。 

 

■ ケータイ快作！Lite 

 

 

 

 

 

ケータイ快作！Lite 

社内外出先 

ﾌｧｲｱｰｳｫｰﾙ 

ケータイ快作！Lite

クライアント 

ﾌｧｲｱｰｳｫｰﾙ 

A3Proxy サーバ A3Manager サーバ
A3BROWSER Xstyle

クライアント 

・報告作成 

・報告作成/閲覧 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

DB

・リバースプロキシ ・報告書管理 
・ユーザ/端末管理・SSL-VPN 機能 

・報告書管理 
・ユーザ/端末管理

DB 



 

■ 標準版とLiteの機能比較 

 

項目 標準版 Lite版 

オフライン（サーバへ未接続）での報告作成 ○ ○ 

フレキシブルレイアウト（報告書作成画面） ○ ○ 

入力支援機能 ○ ○ 

写真・動画の撮影・報告 ○ ○ 

携帯電話からの報告書閲覧 ○ × 

作業前後での写真報告作成対応 ○ △(一部制限あり) 

各種オプション機能の利用 ○ × 

SSL暗号化通信 ○ ○ 

SSLクライアント認証(簡単ログイン機能) ○ ○ 

最大クライアント数 上限設定無し 100 

・クライアント（携帯電話）機能 

・サーバ(PC)機能 

 

 

項目 標準版 Lite版 

報告書の閲覧、検索、編集、印刷 ○ ○ 

フレキシブルレイアウト（報告書閲覧画面） ○ ○ 

報告書形式の登録種類数 最大10 最大2 

CSV、写真ファイル出力機能(他システム連携IF) ○ ○ 

リバースプロキシ構成(2台構成対応) ○ × 

Webブラウザによるユーザ・端末の管理 ○ ○ 

 

２． 販売開始日 

 2008年11月25日から 

 

３． 提供価格  

■ケータイ快作！（標準版） 

 製品名 価格（税抜） 

ケータイ快作！サーバライセンス 

（動作には別途下記「A3BROWSER Xstyle クライアントライセンス」、「A3Proxyサーバライセンス」、 

「A3Managerサーバライセンス」が必要となります。） 

\600,000
（税込：\630,000）

A3BROWSER Xstyle（ケータイリッチクライアントブラウザ）  

 A3BROWSER Xstyle 1クライアントライセンス ※１ \9,800
（税込：\10,290）

 A3Proxyサーバライセンス \600,000
（税込：\630,000）

 A3Managerサーバライセンス \380,000
（税込：\399,000）

 [オプション]GPSオプション (1クライアント) \3,800
（税込：\3,990）

 [オプション]Bluetoothバーコードリーダオプション (1クライアント) \7,800
（税込：\8,190）

 [オプション]Bluetoothモバイルプリンタオプション (1クライアント) \7,800
（税込：\8,190）

 

■ケータイ快作！Lite 

製品名 価格（税抜） 

ケータイ快作！Lite サーバライセンス \680,000
（税込：\714,000）

ケータイ快作！Lite 1クライアントライセンス ※１ \9,800
（税込：\10,290）

※１  利用する携帯電話数に応じてライセンスが必要になります。 



 

４． 動作環境 

■対応機種  NTT DOCOMO(77機種(2008年11月現在)) 

シリーズ 機種名 

906iシリーズ F906i，N906i，P906i，SH906i，SO906i，N906iμ，N906iL 

905iシリーズ F905i，F905iBiz，N905i，N905iμ，P905i，D905i，SH905i，SO905i，SO905iCS 

904iシリーズ F904i，N904i，P904i，D904i，SH904i 

903iシリーズ 
F903i，F903iX HIGH-SPEED，F903iBSC，N903i，P903i，P903iX HIGH-SPEED，

D903i，SO903i，SH903i 

902iシリーズ 
F902i，F902iS，N902i，N902iS，N902iL，N902iX HIGH-SPEED，P902i，P902iS，

D902i，D902iS，SH902i，SH902iS，SH902iL 

706iシリーズ F706i，N706i，P706iμ，SO706i，SH706i，N706iⅡ 

705iシリーズ F705i，N705i，N705iμ，P705i，P705iμ，D705i，SH705i，SO705i，SH705iⅡ 

704iシリーズ F704i，N704iμ，P704i，P704iμ，D704i，SH704i，SO704i 

703iシリーズ F703i，N703iD，N703iμ，P703i，P703iμ，D703i，SH703i，SO703i 

その他 F702iD, F801i，F884i，F884iES 

  ※：オプション機能の対応機種につきましては下記A3BROWSER Xstyle ホームページを参照下さい。 
     http://hitachi-business.com/products/package/mobile_security/a3browser/environment/ 

 

■サーバ動作環境 

OS WindowsServer2003,Redhat Linux ES4 

ソフトウェア 
Apache2.2, Tomcat5.5.26, JRE1.5.0.16 

PostgreSQL8.3.3(ケータイ快作！及びA3Manager) 

 

５．販売目標 

「ケータイ快作！」「A3BROWSER Xstyle」全体として年間約2億円。 

 

６．お問い合わせ先 

＜ケータイ快作！、A3BROWSER Xstyleに関するお問い合わせ先＞ 

 日立ビジネスソリューション株式会社 営業企画本部 

 TEL：045-224-6754 FAX：045-224-6719 

 E-mail：event@hitachi-business.com  

 製品紹介ページ：http://hitachi-business.com/products/package/mobile_security/kaisaku/ 

■個人情報の取り扱いについて 

本お問い合わせ先に送られる個人情報は、ご本人さま、またはお客さまの承諾なく、以下に定める目的

以外での利用や、第三者への開示等は致しません。お問い合わせへの回答や、ご本人さま、またはお

客さまに有益と思われるサービス、製品の情報をDM、電話等でご案内させていただく場合がございます。

配信停止、情報の訂正、削除等をご希望の方は、event@hitachi-business.comにご連絡ください。 

 

７．登録商標について 

・ 「A3BROWSER」 「ケータイ快作」は、日立ビジネスソリューション株式会社の登録商標です。 

・ その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。 

 

日立ビジネスソリューション株式会社 
〒231-0062  神奈川県横浜市中区桜木町一丁目 1 番地 8  

電  話 (045)224-6111(代表)  ＦＡＸ (045)224-6119 

ホームページ  http://hitachi-business.com/ 

http://hitachi-business.com/products/package/mobile_security/a3browser/environment/
mailto:event@hitachi-business.com
http://hitachi-business.com/products/package/mobile_security/kaisaku/
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