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更新履歴

2022年9月30日 初版作成 Ver1.0

2023年2月9日 ファイルダウンロード手順追記 Ver1.1



この資料では、利用者登録されたユーザーがLAXSYをご利用いただくにあ

たって、操作の流れや必要な手順などをご案内します。

１．初期設定

1.1 パスワードを登録する

1.2 iPhone/iPadでLAXSYをインストールする

1.3 プロジェクトを追加してログインする

1.4 PCでフォルダを作成、ファイルをアップロードする

２．iPhone/iPadでの検査登録

2.1 ファイルを閲覧する

2.2 検査内容を登録する

2.3 検査内容を確認する

３．PCでの検査状況確認と帳票出力

3.1 検査状況を確認する

3.2 検査内容を帳票に出力する

この資料について
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はじめに
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ユーザー種別について

LAXSYには3種類（システム管理者、プロジェクト管理者、一般）のユーザー

種別があります。

ご利用の流れ

一般

プロジェクト管理者

プロジェクト
登録

利用者登録

この資料は、上図のプロジェクト管理者や一般利用者向けのスタートガイドです。

パスワード
登録依頼メール

パスワード
登録依頼メール

パスワード
設定

LAXSY
ご利用開始

はじめに

パスワード
設定

LAXSY
ご利用開始

ユーザ種別 概 要

システム管理者

最初にログインし、利用者登録などを行うユーザーです。

※システム管理者自身がLAXSYを利用される場合は、
プロジェクト管理者IDを別途作成してご利用ください。
※システム管理者のIDは、契約ID数にはカウントされません。

利

用

者

プロジェクト
管理者

プロジェクト内の管理者権限を持つユーザーです。

※特に操作に制限を設けない場合に選択します。

一般
管理者に許可された権限で利用できるユーザーです。

※利用者登録後、権限設定されるまでは
ファイルへのアクセスなどができませんのでご注意ください。

システム管理者
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１．初期設定

①届きましたメールのリンクをクリックします。

利用者登録されると、「パスワード登録依頼（利用者追加用）」メールが届きます

ので、メールに記載されたリンクをクリックしてパスワード登録を行います。

②パスワードを入力して「登録」します。

1.1. パスワードを登録する



6

１．初期設定

① App Storeで「laxsy」と検索します。
表示される上記のアプリケーションをインストールしてください。

※インストールには「AppleID」が必要です。

② インストール完了後、ホーム画面にLAXSYのアイコンが表示されます。

1.2. iPhone/iPadでLAXSYをインストールする

iPhone/iPadでLAXSYをご利用になる場合、アプリをインストールする必要があります。



PC iPhone/iPad
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１．初期設定

①ブラウザ(https://app.laxsy.jp/)からログイン

画面を開きます。
①アプリを起動してログイン画面を開きます。

1.3. プロジェクトを追加してログインする (1/3)

ご利用になる端末ごとに、プロジェクトを追加します。

追加したプロジェクトに、先に登録していたパスワードでログインします。

②「プロジェクトの追加／削除」を

クリックします。

②「プロジェクトの追加／削除」を

タップします。

③「追加」ボタンをクリックします。 ③プロジェクトキーを入力し「＋」ボタンを

タップします。

④プロジェクトキー、ログインID、パスワード

を入力し「追加」をクリックします。

④ログインIDとパスワードを入力し「OK」を

タップします。

https://app.laxsy.jp/


PC iPhone/iPad
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１．初期設定

⑤ログイン画面に戻ると、追加したプロジェ

クトが表示されます。
⑤ログイン画面に戻ると、追加したプロジェ

クトが表示されます。

⑥ログインID,パスワードを入力して

「ログイン」をクリックします。
⑥ログインID、パスワードを入力して

「ログイン」をタップします。

⑦ログインするとLAXSYのファイル一覧画面

が表示されます。

⑦ログインするとLAXSYのファイル一覧画面

が表示されます。

■ログインがうまくいかない場合は
- ログインID、パスワードを正しく入力しているか確認してください
- 通信状況が良好であるか確認してください
- プロジェクトに自身が登録されているか確認してください

1.3. プロジェクトを追加してログインする (2/3)
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１．初期設定

■ログインID・パスワードを忘れた場合は
ログイン画面の「ログインID・パスワードを忘れた方はこちら」から再設定が可能です。

以上で初期設定は完了です。

ログインIDまたはメールアドレスを入力して

「メール送信」します。

1.3. プロジェクトを追加してログインする (3/3)
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ログイン後のフォルダ作成やファイルのアップロードは、

プロジェクト管理者が行います。

1.4. PCでフォルダを作成、ファイルをアップロードする

■該当のフォルダにファイルをドラッグアンドドロップしてアップロードします。

１．初期設定

■フォルダごとアップロードすることも可能です。
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■アップロードされているファイルは、PCにダウンロードすることができます。

１．初期設定

■複数のファイルをまとめてダウンロードすることもできます。
（zip形式にまとめられてダウンロードされます）

Ctrlキーを押しながらクリックして複数選択
→ ダウンロードボタンをクリック、または、右クリックでダウンロード

ファイルを選択
→ダウンロードボタンをクリック、または、右クリックでダウンロード

■フォルダごとダウンロードすることもできます。
（zip形式にまとめられてダウンロードされます）

フォルダを選択
→ダウンロードボタンをクリック、または、右クリックでダウンロード
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２．iPhone/iPadでの検査登録

iPhone/iPadでログイン後ファイル一覧画面が表示されます。

未取得ファイルをタップするとダウンロードが始まります。

（ダウンロード中）

ダウンロードが完了するとファイル名は黒くなります。
再度ファイルをタップします。

2.1. ファイルを閲覧する

図面が表示されます。

iPhone/iPadにファイルをダウンロードしてファイルを開きます。

※フォルダ／ファイルが表示されていない場合は
権限設定が行われていない可能性がありますので、
プロジェクト管理者へお問い合わせください。
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.2. 検査内容を登録する (1/6)

■指摘ピン登録

指摘箇所を長押しして指摘ピンを落とします。

指を離すと自動的に指摘登録画面が表示されます。

区分より指摘内容を選択してください。

区分選択すると画面が切り替わります。
部位→不具合→業者の順に指摘内容を選択して
ください。

図面に指摘ピンを登録することができます。
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.2. 検査内容を登録する (2/6)

部屋名が必要な場合は「部屋」を選択し登録してく
ださい。

同時に写真も登録することが可能です。

左下にある ボタンをタップしカメラを起動
します。

「なし」ボタンをタップすると、撮影した写真に
「（是正）前」「（是正）後」の情報を付与できま
す。

指摘箇所を撮影します。
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.2. 検査内容を登録する (3/6)

撮影した写真が指摘ピンに登録されます。

内容がOKであれば「保存」します。

指摘ピンが登録されます。
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.2. 検査内容を登録する (4/6)

■ピンの色（検査状況）で検査状況が分かります。

日付がなにも入っていない場合、ピンは白で表示されます。

「①検査日」に日付が入っている場合、ピンは赤で表示されます。

「②是正日」に日付が入っている場合、ピンは黄で表示されます。

「③完了日」に日付が入っている場合、ピンは青で表示されます。

■「検査情報タグ」を設定して、指定した色に変更することもできます。
タグの名称、ピンの色は自由に設定可能です。設定方法はマスタガイドを参照ください。

設定色（例）

00FF00

0000FF

設定メニューから検査情報タグの色を優先するよう
変更できます。

「ピンの色」をタップ 「検査情報タグ」を
チェック
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.2. 検査内容を登録する (5/6)

ピン編集画面右上 をタップ

■検査情報タグの登録
検査情報タグはピンにオリジナルのタグを設定できる機能です。
タグを登録することで、他ピンと区別することや特定タグで絞りこむことができます。

設定したいタグを選択します。

検査情報タグ名の設定方法はマスタガイドを参照
ください。

登録後は「保存」
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.2. 検査内容を登録する (6/6)

■データ送信

指摘登録後はデータをクラウドサーバーへ送信しま
す。

右上にある をタップ。

※ここの数値は送信していないデータの件数が表示
されます。

未送信データの一覧が表示されるので「送信」

（送信中）

送信完了後、閲覧画面に切り替わります。

以上が基本的な検査指摘登録からデータ送信までの流れです。

指摘ごとにピンを立て、指摘内容を登録していきます。
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.3. 検査内容を確認する (1/2)

■ピン一覧表示

右下の「ピン」をタップすると検査状況を一覧で
確認できます。

指摘者ごとに登録されている指摘が表示されます。

項目をタップすると図面上のピンがはねるので、
どこに登録されているかもすぐに確認できます。

誰がどんな指摘をどこに登録したか、検査状況を確認することができます。
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２．iPhone/iPadでの検査登録

2.3. 検査内容を確認する (2/2)

・完了チェックまで終えたピンのみが表示されます。

・登録されている指摘ピンが全て表示されます。

・是正前と完了チェックを終えていないピンのみが
表示されます。

ピンの検査状況により表示を切り替えることも可能です。

iPhone/iPadで検査状況を確認する方法は以上となります。
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３．PCでの検査状況確認と帳票出力

3.1. 検査状況を確認する (1/2)

ログインして該当ファイルを選択すると、下に検査
一覧が表示されます。
ピンひとつがここでは一行で表示されます。

■検査状況確認・変更操作

登録内容は項目を選択することで変更可能です。

変更後は「更新」をクリックし保存します。

PCで検査状況を確認することができます。登録内容を変更することも可能です。

変更したい場合は、「編集」をクリックします。
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３．PCでの検査状況確認と帳票出力

3.1. 検査状況を確認する (2/2)

ファイルをダブルクリックで閲覧できます。
閲覧画面からも変更操作が可能です。
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３．PCでの検査状況確認と帳票出力

3.2. 検査内容を帳票に出力する (1/3)

以下の帳票を出力することが可能です。
選択して「次へ」をクリックします。

・是正指示書（業者別）

・是正指示書（図面別）

・是正指示書（まとめ）

・検査結果報告書

・完了報告書

・CSV出力

・是正前後写真帳票

・分析帳票

・検査情報タグ一覧表

PCで検査内容を帳票に出力することができます。

帳票出力を行うファイルをクリックして選択し、
「帳票出力指定」をクリックします。

■帳票作成
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３．PCでの検査状況確認と帳票出力

3.2. 検査内容を帳票に出力する (2/3)

条件を指定して「出力する」をクリックします。

[印字設定]
・帳票に「部屋」「仕上区分」「検査情報タグ」を

出力するか選択可能です。

[是正前後帳票も同時作成する]
・指示帳票と同時に「是正前後写真帳票」も

作成できます。

[更新日・検査日・是正日・再是正指示日]
・選択日付範囲のデータを出力できます。

[完了分ピン出力]
・完了ピンを出力するときに設定します。

[業者指定]
・選択業者のみのデータを出力できます。

[担当者別にする]
・検査担当者（LAXSYID）別にExcelファイルが

作成されます。

[図面出力]
・使用しません。

[手書きメモ出力]
・手書きメモを出力する場合に選択します。

[写真出力解像度]
・Excelに張り付く図面・写真の解像度を選択します。

[立会者への印字]
・Excel出力後の「立会者」欄に入る文字を指定

できます。

[検査員への印字]
・Excel出力後の「検査員」欄に入る文字を指定

できます。
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３．PCでの検査状況確認と帳票出力

3.2. 検査内容を帳票に出力する (3/3)

「帳票一覧」を選択します。

■出力した帳票は帳票一覧ページから右クリックでダウンロードできます。

出力指示した一覧が左側に表示されますので先ほど
のデータを選択します。

出力指示により作成された帳票が右側に表示されま
す。
状態が「作成完了」であれば出力可能ですので、右
クリック→ダウンロードで取り出します。
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お申込みやご請求などに関するお問い合わせ

株式会社YSLソリューション（受付時間：平日9:00～17:30）

TEL：045-345-2763

LAXSYの機能や操作、不具合などに関するお問い合わせ

LAXSYユーザーサポートセンター（受付時間：平日9:00～17:30）

製品情報サイト https://yslappsnavi.chex.jp/laxsy_w/lx-contact/

お問い合わせ

https://yslappsnavi.chex.jp/laxsy_w/lx-contact/
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