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販売代理店お
問
い
合
わ
せ

http://www.technotree.com

お気軽に

お問い合
わせ

ください！

TEL:078-940-8556
FAX:078-940-8557

本社

明石オフィス

東京オフィス

広島オフィス

横浜オフィス

書き込み、データ共有でマニュアルを進化！

〒674-0074　兵庫県明石市魚住町清水534番地の7
TEL 078-948-2300　FAX 078-948-2301

〒507-0041　岐阜県多治見市太平町4丁目10番地 OS10ビル2F
TEL 0572-25-2211　FAX 0572-25-5333

〒456-0002　愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目7番5号 電波学園金山第1ビル2階
TEL 052-304-7445　FAX 052-304-7446

〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目11-15 博多駅東口ビル604号
TEL 092-710-7192　FAX 092-710-7193

〒673-0892　兵庫県明石市本町2-2-24 明石東京海上日動ビルディング2F
TEL 078-940-8556　FAX 078-940-8557

〒101-0024　東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル3F
TEL 03-6240-9561　FAX 03-6240-9562

〒739-0014　広島県東広島市西条昭和町14-29 近藤ビル2-3
TEL 082-493-5955　FAX 082-493-5966

〒231-0032　神奈川県横浜市中区不老町1丁目1-5 横浜東芝ビル6F
TEL 045-319-4770　FAX 045-319-4771

多治見オフィス

名古屋オフィス

博多オフィス

https://www.technotree.com/xc-doc/URL

開発元： 株式会社 テクノツリー

CPU
メモリ
HDD

ミドルウェア

Android

推奨環境（5～30ライセンス推奨）

産業機械マニュアル 動画マニュアル 機械系3DCG

XC-DOC Version 1.0.0の情報です。

インテルXeon 2.66GHz 以上 8core 以上
16GB以上
1TB以上

OS

Excel 2010、2013、2016
Chrome / Safari / Chrome Edge

Excel
ブラウザ

OS

Windows Server 2012 R2（64bit）/ Windows Server 2016（64bit）/
Windows Sever 2019 (64bit）/
CentOS 6.5(minimal)、7.2(minimal)
AdoptOpenJDK 8 update 232/ApacheHTTPサーバ v2.4/ApacheTomcat v8.5/
Apache ActiveMQ/PostgreSQL9.6

XC-DOCサーバ

お問合せください。   ※すべてのAndroid 端末での動作を保証するものではありません。

iOS

Windows

OS： iOS11.1、12.1、iPadOS 13.3
ブラウザ：  Safari
推奨スペック： iPad Air 以上、iPad PRO、iPad( 第六世代 ) 推奨 / iPad mini2 以上 iPad mini3 推奨 

OS： Windows 8, 8.1, 10（カメラ使用時は機種ごとに検証が必要）
ブラウザ： Google Chrome / Microsoft Edge
推奨スペック： CPU:intel Core i5 以上 Core i7 推奨 / メモリ:4GB / HDD:64GB以上
※タブレットモードは非推奨
※Windows RT、Windows Embeddedは非対応
※Internet Explorerでカメラを使用する場合、Flash Player ver.10 以降が必要

タブレット端末・PC（利用者）

PC（管理者）
Windows 8, 8.1, 10
※Windows RT、 Windows Embeddedは非対応

● コピー制作
● 採用パンフレット
● 製品カタログ

● 会社案内
● 社内報

● コーポーレートサイト
● プロダクトサイト

● ランディングページ
● CMS構築

● キャラクター制作
● 営業支援ツール 
 （パワーポイント）

● ノベルティグッズ
● のぼり
● パネルデザイン制作

● 科学シミュレーション
● バーチャル実験
● オペレーション教育用3D教材
● 分解・組立・試運転などの作業手順用3Dマニュアル

● 各種多言語対応
● 翻訳データベース
● ネイティブチェック

● プロモーション動画
● 会社紹介動画
● 研修動画

● シナリオ制作
● 撮影

● 3D分解・組立アニメ
● プロモーションCGアニメ

● 操作説明書
● 取扱説明書
● 組立要領書

● 業務手順書
● クイックマニュアル
● トラブルシューティング

Aあ

書き込み、データ共有でマニュアルを進化！

技術系に特化した
コンテンツ制作
テクノツリーは、機械系の技術に特化した
制作サービスを幅広く行っています。
例えばロボットやコンプレッサなどの
ドキュメントや映像の実績が豊富です。
その他、多言語展開や営業販促ツール
なども多数制作しています。
XC-DOCで使いやすいマニュアルや
コンテンツのご依頼・ご相談も承ります。



一部点検項目と点検時期があっていないため、
マニュアルの見直しが必要（藤井）

WebサーバWebサーバ

の概要

の機能

閲覧・検索・入力・共有をこれひとつで！
XC-DOCはマニュアル・図面・帳票などのドキュメントや、動画および過去の作業記録に

すばやくアクセスできます。
閲覧だけでなく入力や情報共有、更新ができ、現場のナレッジを集約して育てることが可能となります。

利用者

マニュアルに書き込み共有可能

特長3特長3特長3 過去の作業データを管理、参照可能！
過去のトラブル対応履歴

や作業データ、点検数値

などを管理してマニュア

ルから参照できます。

過去の対応方法が確認

できるため、作業の効率

化が期待できます。

マニュアルに対する指示

や注意点、また、グループ

メンバーや他の作業者

に対する作業指示や

現場での気付きコメント

などを書き込んで共有で

きます。

特長2特長2特長2 マニュアルに書き込み共有でき、作業指示や技能伝承に便利！

タグ付PDF
および
Excelを
登録

管理者

現場で
閲覧

現場で
入力・
登録

PDF、CSV
出力

PDF
マニュアル

入力した実績を出力して
マニュアルなどに
フィードバック

XC-DOCは各種マニュアルや帳票をタブレットに集約し、ナレッジの蓄積、共有により現場コミュニケーションのカイゼンを

実現するWebシステムです。

マニュアル上にさまざまな機能を設置して、便利にご使用いただけます。

目次やサムネイル、テキスト検索やタグ
一覧、ファイル一覧など、見たいページに
すぐ移動できるボタンを設置しています。

サイドメニュー

別の帳票やマニュアルなどに
ワンタッチで移動できるリンク機能を
追加できます。

帳票リンク機能

マニュアル内にコメントや図形などを書き
込むことができます。

手書き・文字入力機能

文字入力などの機能を追加して、マニュア
ルがさらに便利になります。

XC-DOC専用の命令文（タグ）を、
PDFの注釈欄に記入し、サーバに
登録すると、文字入力や、確認ボタン、
帳票リンクなどの機能がマニュアル上
に設置できます。

*入力 名前:'入力01'

水が残っている場合は、きれいに～～

サーバに登録

機能設置

一部点検項目と点検時期があっていないため、
マニュアルの見直しが必要（藤井）

1年点検

PDFマニュアルを
Webに変換

● 点検記録
● トラブル履歴
● ノウハウ

用途に応じて、見たいファイルがすぐに開ける！特長1特長1特長1
各部署やグループごと

の用途に応じて、マニュ

アル、図面、点検帳票、

作業日報や動画など、

見たいファイルをすぐに

開くことができます。

製品の検査図面 定期点検帳票

マニュアルへの指示共有

トラブル対応方法

作業指示やノウハウ共有

20年7月作業20年9月作業 20年5月作業
過去の
対応方法
を早く！


