
請求先名 実施作業

操作開始

作業時間 コード

08:33

設置先名

作業ログ

担当者 神奈川　太郎(HT01) 作業日 2008/2/5

939 田村　太郎 田村 実

エラー内容 売上金額 入金金額

点検記録票印刷

作業開始

939 田村　太郎 田村 実

08:33 939 田村　太郎 田村 実

08:52 939 田村　太郎 田村 実 作業終了

08:51

08:52 939 田村　太郎 田村 実

08:52 939 田村　太郎 田村 実

操作開始

11,550

操作終了

請求領収書印刷無し

08:58 938 田村 実 田村 実

08:58 938 田村 実 田村 実 作業開始

09:01 938 田村 実 田村 実

09:03 938 田村 実 田村 実

請求領収書印刷無し

作業終了

点検記録票印刷

09:08 938 田村 実 田村 実 11,550

09:08 938 田村 実 田村 実 操作終了

09:09 939 田村　太郎 田村 実

09:09 939 田村　太郎 田村 実

操作終了

請求領収書印刷無し 11,550

操作開始

09:09 939 田村　太郎 田村 実

09:15 1577 鈴木建設（鈴木良一） 鈴木建設（鈴木良一） 操作開始

09:15 1577 鈴木建設（鈴木良一） 鈴木建設（鈴木良一）

09:25 1577 鈴木建設（鈴木良一） 鈴木建設（鈴木良一）

作業終了

点検記録票印刷

作業開始

09:27 1577 鈴木建設（鈴木良一） 鈴木建設（鈴木良一）

09:28 1577 鈴木建設（鈴木良一） 鈴木建設（鈴木良一） 請求領収書印刷無し 11,550

09:28 1577 鈴木建設（鈴木良一） 鈴木建設（鈴木良一）

09:34 1037 佐藤 謙一 佐藤 謙一

作業開始

操作開始

操作終了

09:34 1037 佐藤 謙一 佐藤 謙一

09:52 1037 佐藤 謙一 佐藤 謙一 点検記録票印刷

09:53 1037 佐藤 謙一 佐藤 謙一

09:53 1037 佐藤 謙一 佐藤 謙一

操作終了

請求領収書印刷無し 12,600

作業終了

09:53 1037 佐藤 謙一 佐藤 謙一

10:08 2229 佐藤 正 佐藤 正 操作開始

10:08 2229 佐藤 正 佐藤 正

10:09 2229 佐藤 正 佐藤 正

作業終了

点検記録票印刷

作業開始

10:12 2229 佐藤 正 佐藤 正

10:12 2229 佐藤 正 佐藤 正 請求領収書印刷無し 5,250

10:12 2229 佐藤 正 佐藤 正

10:17 2079 田島 花子 田島 花子

作業開始

操作開始

操作終了

10:17 2079 田島 花子 田島 花子
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請求先名 実施作業作業時間 コード 設置先名 エラー内容 売上金額 入金金額

10:21 2079 田島 花子 田島 花子 点検記録票印刷

10:23 2079 田島 花子 田島 花子

10:23 2079 田島 花子 田島 花子

操作終了

請求領収書印刷無し 11,550

作業終了

10:23 2079 田島 花子 田島 花子

10:31 2212 佐々木　二郎 佐々木　二郎 操作開始

10:31 2212 佐々木　二郎 佐々木　二郎

10:39 2212 佐々木　二郎 佐々木　二郎

点検記録票印刷

点検記録票印刷

作業開始

10:41 2212 佐々木　二郎 佐々木　二郎

10:42 2212 佐々木　二郎 佐々木　二郎 作業終了

10:42 2212 佐々木　二郎 佐々木　二郎

10:42 2212 佐々木　二郎 佐々木　二郎

操作開始

10,500

操作終了

請求領収書印刷無し

10:45 2160 山田　三郎 山田　三郎

10:45 2160 山田　三郎 山田　三郎 作業開始

10:58 2160 山田　三郎 山田　三郎

11:02 2160 山田　三郎 山田　三郎

請求領収書印刷無し

作業終了

点検記録票印刷

11:02 2160 山田　三郎 山田　三郎 12,600

11:02 2160 山田　三郎 山田　三郎 操作終了

11:06 2247 木村 四郎 木村 四郎

11:06 2247 木村 四郎 木村 四郎

点検記録票印刷

作業開始

操作開始

11:17 2247 木村 四郎 木村 四郎

11:18 2247 木村 四郎 木村 四郎 作業終了

11:19 2247 木村 四郎 木村 四郎

11:19 2247 木村 四郎 木村 四郎

操作開始

10,500

操作終了

請求領収書印刷無し

11:27 4808 花田　五朗 花田　五朗

11:27 4808 花田　五朗 花田　五朗 作業開始

11:38 4808 花田　五朗 花田　五朗

11:41 4808 花田　五朗 花田　五朗

請求領収書印刷無し

作業終了

点検記録票印刷

11:42 4808 花田　五朗 花田　五朗 3,150

11:42 4808 花田　五朗 花田　五朗 操作終了

13:08 2082 大野 義治 大野 義治

13:08 2082 大野 義治 大野 義治

点検記録票印刷

作業開始

操作開始

13:21 2082 大野 義治 大野 義治

13:22 2082 大野 義治 大野 義治 作業終了

13:22 2082 大野 義治 大野 義治

13:22 2082 大野 義治 大野 義治

操作開始

11,550

操作終了

請求領収書印刷無し

13:30 2278 鈴木 六郎 鈴木 六郎

13:30 2278 鈴木 六郎 鈴木 六郎 作業開始

13:37 2278 鈴木 六郎 鈴木 六郎

13:38 2278 鈴木 六郎 鈴木 六郎 作業終了

点検記録票印刷
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請求先名 実施作業作業時間 コード 設置先名 エラー内容 売上金額 入金金額

請求領収書印刷無し13:38 2278 鈴木 六郎 鈴木 六郎 11,550

13:38 2278 鈴木 六郎 鈴木 六郎 操作終了

13:39 2079 田島 花子 田島 花子

13:39 2079 田島 花子 田島 花子

操作終了

請求領収書印刷無し 11,550

操作開始

13:39 2079 田島 花子 田島 花子

13:51 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　 操作開始

13:51 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　

14:06 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　

システムエラー 点検記録票印刷エラー

点検記録票印刷

作業開始

14:06 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　

14:06 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　 点検記録票印刷

14:10 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　

14:12 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　

操作終了

請求領収書印刷無し 5,780

作業終了

14:12 4797 冨田　友雄 冨田 友雄　

14:15 1194 大木 茂 大木 茂 操作開始

14:15 1194 大木 茂 大木 茂

14:25 1194 大木 茂 大木 茂

作業終了

点検記録票印刷

作業開始

14:26 1194 大木 茂 大木 茂

14:27 1194 大木 茂 大木 茂 請求領収書印刷無し 10,500

14:27 1194 大木 茂 大木 茂

14:32 1432 本間　健一 本間　健一

作業開始

操作開始

操作終了

14:32 1432 本間　健一 本間　健一

14:39 1432 本間　健一 本間　健一 点検記録票印刷

14:39 1432 本間　健一 本間　健一

14:40 1432 本間　健一 本間　健一

清掃通知印刷

請求領収書印刷無し 14,700

作業終了

14:40 1432 本間　健一 本間　健一

14:41 1432 本間　健一 本間　健一 操作終了

14:47 954 田中　孝男 田中　孝男

14:47 954 田中　孝男 田中　孝男

点検記録票印刷

作業開始

操作開始

14:55 954 田中　孝男 田中　孝男

14:57 954 田中　孝男 田中　孝男 点検記録票印刷

14:58 954 田中　孝男 田中　孝男

14:58 954 田中　孝男 田中　孝男

請求領収書印刷無し

作業終了

システムエラー 点検記録票印刷エラー

14:58 954 田中　孝男 田中　孝男 14,700

14:58 954 田中　孝男 田中　孝男 操作終了

15:02 1865 高橋　和夫 高橋　和夫

15:02 1865 高橋　和夫 高橋　和夫

点検記録票印刷

作業開始

操作開始

15:12 1865 高橋　和夫 高橋　和夫

15:20 1865 高橋　和夫 高橋　和夫 作業終了

15:20 1865 高橋　和夫 高橋　和夫 11,550請求領収書印刷無し
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請求先名 実施作業作業時間 コード 設置先名 エラー内容 売上金額 入金金額

15:20 1865 高橋　和夫 高橋　和夫

操作開始

操作終了

15:24 4788 益田　正一 益田　正一

15:24 4788 益田　正一 益田　正一 作業開始

15:35 4788 益田　正一 益田　正一

15:44 4788 益田　正一 益田　正一

請求領収書印刷無し

作業終了

点検記録票印刷

15:44 4788 益田　正一 益田　正一 3,150

15:44 4788 益田　正一 益田　正一 操作終了
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