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「iOS記録入力ツール」アップデート手順書 

 

以下に一般的なアプリケーションのアップデート方法を記載いたします。 

「iOS記録入力ツール」アップデートに関しては、システム管理者様にご確認のうえ、適宜実施をお願い致します。 
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1. アップデート作業前の注意事項 

1.1 入力中の記録は送信済みとし、記録入力ツールは一旦ログアウトしてください。 

1.2 アップデート作業中に AppleID の入力が必要となります。お客様側であらかじめご登録頂いた AppleID とパ

スワードをお手元にご準備ください。 

1.3 Ver.2から Ver.3 へアップデートを実施しますと、各マスタ・作成記録（未送信記録・照会系受信結果）が

一度クリアされます。未送信の記録が存在する場合には、送信後にアップデートを実施してください。(1-1 と

同様。) 

1.4 iOS記録入力ツール Ver.3以降を動作させるためには iOS5以上が前提条件となります。iOS4 をご利用中

の場合は、本項より先に「iOS4 から iOS5 へのアップデート手順書」を基に、iOS のバージョンアップを行う必

要があります。 

 

2. iOS記録入力ツールバージョンの確認方法 

2.1 Ver.2の場合 

① ログインし、右上のログ

イン情報ボタンをタップ

します。 

 

② ログイン情報画面のプ

ログラム情報にて、現

在のバージョンをご確

認ください。 

 

 

2.1 Ver.3の場合 

① 右上のログイン情報ボ

タンをタップします。

（Ver.3 からは、ログ

イン前でもプログラムバ

ージョンを確認する事

ができます。） 

 

② インフォメーション画面

のアプリケーションバー

ジョンにて、現在のバー

ジョンをご確認くださ

い。 
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3. iOSが直接インターネットに接続されている場合 

3.1アップデートのお知らせ表示について 

プログラムがアップデートされた場合、各画面に下記のような数字が表示されます。 

このような場合はアップデートを実施してください。 

 

【ホーム画面】                            【AppStore - アップデート画面】 

     

（通常） （お知らせがある場合） （お知らせがある場合） （通常） 
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3.2 「iOS記録入力ツール」アップデート手順 ※お使いの iOS機器の台数分実施してください。 

① AppStore ボタンをタップ

します。 

 

② アップデート対象のソフト

が表示されるので、「すべ

てアップデートする」ボタン

をタップします。 

※ アップデート画面が表示されて

いない場合、画面右下の「ア

ップデート」ボタンをタップすると

画面が切り替わります。 

 

③ AppleIDとパスワードを入

力し、OK ボタンをタップし

ます。 

 

④ アップデートが実行されま

す。 

 

⑤ これでアップデート作業は

終了です。 

 

※ 作業終了後は、「2. iOS記録

入力ツールバージョンの確認方

法」を参考に、アップデートが 

正しく行われたか確認してくだ

さい。 

 

※ お客様が、お使いの記録システムのバージョンにより、「FDSツー

ルⅠ」「FDS ツールⅡ」のいずれかが表示されます。 

 

 

※いずれか表示 

※いずれか表示 

※いずれか表示 
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4. iOS機器が直接インターネットには接続されていない場合 

接続するパソコンには iTunes がインストールされている必要があります。iTunesのインストールの方法は Apple のホ

ームページをご確認ください。（URL に「http://www.apple.com/jp/itunes/」を入力。または、「Apple iTunes」

で検索。） 

 

4.1. iTunesに記録システムのアプリケーションをダウンロードする 

① スタートメニュー→すべてのプログラム→iTunes

（フォルダ）から「iTunes」を起動します。 

 

② iTunes画面左、STORE項目にある「iTunes 

Store」を押下します。 

 

③ 画面右上の検索バーに「ちょうじゅ」と打ち込み、

キーボードの EnterKey を押下します。 

 

④ 画面左寄りにある、メディアタイプ別検索項目に

ある「App」を押下すると、アプリケーションが「記

録入力ツール」「FDSツールⅠ」のみに絞り込まれ

ますので、対象のアプリケーションのダウンロードボ

タンを押下します。 

 

※ 現在お使いの記録システムにより、対象のアプリケーション

は以下の通りとなります。 

・「ｽﾏｸﾗ版」「ﾄﾞｯﾄﾈｯﾄ版」の場合→「FDS ﾂｰﾙⅠ」 

・「ｽﾏｸﾗ版(Ver2)」の場合→「FDS記録入力ﾂｰﾙ」 

 

※上記画面は iPhone ｽﾏｸﾗ版(Ver2)の場合 

 

http://www.apple.com/jp/itunes/
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⑤ AppleID認証画面が表示されますので、お客

様側であらかじめご登録頂いた AppleID とパス

ワードをご入力頂き、「入手」ボタンを押下しま

す。 

 

⑥ iTunes上にアプリケーションのダウンロードが開始

されます。 

 

⑦ ダウンロードが完了したら、画面左、ライブラリ項

目にある「App」を押下します。 

 

⑧ App画面にダウンロードしたアプリケーションが表

示されているかをご確認ください。 

表示がされていれば、ダウンロード作業は終了で

す。 

 

「4.2. iTunesで記録システムアプリケーションの

アップデートを確認する」にお進みください。 

 

 

4.２. iTunesで記録システムアプリケーションのアップデートを確認する 

① スタートメニュー→すべてのプログラム→

iTunes（フォルダ）から「iTunes」を起動し

ます。 
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② 画面左、ライブラリ項目にある「App」を押下

します。 

 

③ 右下の「更新プログラムを確認」を押下しま

す。 

 

※ お客様が、お使いの記録システムのバージョンにより、

「FDS ツールⅠ」「FDS 記録入力ツール」のいずれか

が表示されます。 

 

④ アップデートプログラムがある場合、「アップデー

トする」ボタンを押下します。 

 

※ アップデートプログラムがない場合は、右下のような画

面が表示されます。 

この場合は iOS 機器のアップデートは実施する必要

はありません。 

 

※アップデートプログラムがない場合 

 

⑤ AppleID 認証画面が表示されますので、お

客様側であらかじめご登録頂いた AppleID

とパスワードをご入力頂き、「入手」ボタンを押

下します。 

 

※いずれか表示 

※いずれか表示 
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⑥ アップデートプログラムのダウンロードが開始し

ます。 

 

⑦ 右のような画面が表示されれば、iTunes上

にあるアプリケーションのアップデートは完了で

す。「4.3. iTunes と iPhone、iPod 

touch、iPad を同期する」にお進みください。 

 

※ ここではまだ iOS端末のアップデートは完了しておりま

せんのでご注意ください。 

 

 

4.3. iTunes と iPhone、iPod touch、iPadを同期(アップデート)する ※お使いの iOS機器の台数分実施してください。 

① iPhone/iPodTouch/iPad 用の USB ケー

ブル(共通)を使用し、iTunes がインストール

されているパソコンに iOS機器を接続します。 

 

② iTunes 画面左、デバイス項目にある端末名

を押下します。 

 

※ お使いの iOS のソフトウェアバージョンが最新ではない

場合、右下のような画面が表示されます。 

推奨は「更新」ですが、更新に時間がかかる場合があ

るため、お急ぎの場合は「後で」ボタンを押下しても問

題はありません。（ただし、iOS のバージョンが 5 より

前の場合は必ずアップデートを行う必要がありま

す。） 

 

 

※iOS が最新でない場合 
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③ 画面上部にある、「App」を押下します。 

 

④ 「App を同期」チェックボックスをクリックします。 

 

⑤ 同期確認メッセージが表示されますので、

「App を同期」ボタンを押下します。 

 

⑥ 同期(アップデート)するアプリケーションのチェッ

クボックスを ON にし、右下の「適用」ボタンを

押下します。 

 

⑦ 同期(アップデート)が開始されます。 

 

⑧ 画面上部に「同期が完了しました」と表示さ

れると、iOS機器のアップデート作業は終了で

す。 

 

※ 作業終了後は、「2. iOS 記録入力ツールバージョン

の確認方法」を参考に、アップデートが 正しく行われ

たか確認してください。 

 

 

※いずれか表示 
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5. iOS記録入力ツールを利用できる状態にする(Ver.2から Ver.3 にアップデート実行時のみ) 

記録入力ツールを Ver.2 から Ver.3 にアップデート実行時のみ必要な操作です。Ver.3 以降のアップデートについては

必要ありません。 

 

5.1. マスタを一括で受信する ※お使いの iOS機器の台数分実施してください。 

 「iPhone,iPodTouch」ご利用の場合 「iPad」ご利用の場合 

① 「FDS ツールⅠ」または

「FDS ツールⅡ」アイコンをタ

ップします。 

 

※ お客様が、お使いの記録システム

のバージョンにより、「FDS ツール

Ⅰ」「FDSツールⅡ」のいずれかが

表示されます。 

  

② 「メニュー」ボタンをタップしま

す。 

③ 「マスタ」ボタンをタップしま

す。 
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④ マスタメンテナンス画面から

「マスタ一括受信」をタップし

ます。 

  

⑤ マスタ一括受信画面にて、

「受信を開始する」ボタンをタ

ップします。 
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⑥ マスタ一括受信が行われま

す。 

  

⑦ 完了メッセージが表示されま

すので、「OK」ボタンをタップ

します。 

これで受信作業は終了で

す。 

⑧ 左上にある「戻る」ボタンをタ

ップし、ログイン画面まで戻り

ます。 
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⑨ ログイン画面に職員名が表

示されますので、ログインする

職員名を選択します。 

  

⑩ パスワードを入力し、「ログイ

ン」ボタンをタップします。 

 

以降、通常通りご使用くださ

い。 

  

 

以上 


