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１－１ InternetExplorer起動方法
      パソコンの画面上にあるアイコン  （絵）をマウスで、クリックして、InternetExplorer

を起動させます。

デスクトップ上にアイコンが置いてある場合。      デスクトップ上にアイコンが無い場合。

マウスの左を２回クリック（ダブルクリック）      ① マウスを左下のスタートボタンの所に持っていき

マウスの左を１回クリック。

② メニューが出てきたら、マーク   の所で、

          マウスの左を１回クリック。

１－２ URL入力
     インターネットが起動したら、アドレスの所に https://agrinet.ja-miyazaki.jp と、入力して
     Enterキー、又は右の     ボタンを押す。

2

１．本システムの起動方法

マウスを 2回クリック
（ダブルクリック）

マウスを１回クリック

１

マウスを１回クリック

2

https://agrinet.ja-miyaza
ki.jp  URL をここに入力
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２－１ ログイン方法（SSL－VPL）
            ユーザーIDとパスワードを入力する。「アグリネット一般会員」を選択する。

  「Sing In」をクリックする。

２－２ ログイン方法（アグリネット）
      ユーザーＩＤとパスワードを入力する。

      Enterキー又は、ログインボタン      を押す。マウスの左ボタンで１回クリック。
   

 

２.ログイン

パスワードを入力する。

入力後、ログインボタンを押す。
ユーザーIDを入力する。
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 ３－１ ＴＯＰ画面構成について。
     

   

３.ＴＯＰ

リンク

リンク

新着情報

情報の表示

システム管理

リンク

リンク

新着情報
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４－１ 市況情報の表示方法

    ①①左画面の市場状況の所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、マウスの左ボタンで
      １回クリック。

     ②市況の表示画面に変わったら、閲覧する市場の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで
      １回クリック。

                    

①                     ②

４.市況情報

各、市場が表示されたら、ご

覧になる市場の所にカーソル

を持っていって、マウス左ボ

タンで１回クリック。

市況情報の所にカーソルを持っていき、

赤くなったらクリック
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５－１ スケジュール画面設定方法
     左画面のスケジュールの所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、マウスの左ボタンで

     １回クリック。

５.スケジュール

ユーザー設定の所にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンを１回クリック

ユーザー設定の所にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンを１回クリック
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設定画面が表示されます。各項目を設定後、保存ボタン    をクリック。

 設定を取り消す時は、取消ボタン    をクリック。

設定画面が表示されます。

各設定項目にヘルプが表示されています。

ヘルプの表示の切り替え

     ：ヘルプを表示させます。

       

：ヘルプを非表示にします。

各項目の設定が終わったら、保存ボタンにカーソルを持って

いき、マウス左ボタンで１回クリック。

取り消す時は、取消ボタンをクリック。
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５－２ 日単位のスケジュール画面構成
     １日単位でスケジュールを作成します。左カレンダーメニューの今日をクリックします。

     日単位設定画面①が表示されます。

今日の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで

１回クリック。

他の日のスケジュールを設定したい時は、指定日の所に

カーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック

時間単位でスケジュールを設定できます。

時間の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック

日単位設定画面①
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５－３ 週単位のスケジュール画面構成

週単位設定画面が表示されます。

今週の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで

１回クリック。

    をクリックすると、日単位設定画面①が表示されます。

５－８ スケジュールの入力方法を参照。

  をクリックすると、日単位設定画面②が表示されます。

５－８ スケジュールの入力方法を参照。

このカレンダーでも設定日を選択できます。

ページ移動 １２ページ移動の仕方を参照

     印刷用へをクリックすると、印刷

画面が表示される。

５－６ スケジュールの印刷方法を参照。
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５－４ 月単位のスケジュール画面構成

月単位設定画面が表示されます。

今月の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで

１回クリック。

このカレンダーでも設定日を選択できます。

    をクリックすると、日単位設定画面①が表示されます。

５－８ スケジュールの入力方法を参照。

  をクリックすると、日単位設定画面②が表示されます。

５－８ スケジュールの入力方法を参照。

     印刷用へをクリックすると、印

刷画面が表示される。

５－６ スケジュールの印刷方法を参照。
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５－５ 年単位のスケジュール画面構成

年単位設定画面が表示されます。

今年の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで

１回クリック。

スケジュールを入力する日にカーソルを持って

いき、マウス左ボタンで１回クリック。

日単位設定画面①が表示されます。

５－８ スケジュールの入力方法を参照。

印刷用へ      をクリックすると、

印刷画面が表示される。

５－６ スケジュールの印刷方法を参照。
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５－６ スケジュールの印刷方法。
     作成したスケジュールの印刷をする事が出来ます。

     日単位・週単位・月単位・年単位、各ページの下      の所へカーソルを持っていき、

     マウス左ボタンで１回クリック。印刷用ページが表示されます。

②

①上のツールバーの左ファイルにカー

ソルを持っていき、マウス左ボタンで

１回クリック。

②印刷の所にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

使用するプリンターの所にカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

プリンターを選択したら、印刷ボタンに

カーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回

クリック。

①
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５－７ スケジュールの検索方法。
     右上に検索するキーワードを入力します。

     入力後、   検索ボタンをクリック。
検索するキーワードを入力します。

キーワードの入力が終わったら、

検索ボタンにカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック

検索結果が表示されます。
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５－８ スケジュールの入力方法。
     日単位・週単位・月単位・年単位各画面から、入力できます。

     ①のカレンダーの日付をクリックすると、日単位設定画面が表示されます。

     他の日の入力をする場合は、入力する日をクリック。

     

     
他の日のスケジュールを設定したい時は、指定日の所に

カーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック

時間単位でスケジュールを設定できます。

時間の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタン

で１回クリック

日単位設定画面①

②

①
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②の時間帯をクリックすると、日単位設定画面②が表示されます。

各項目を設定後、保存ボタン    をクリック。

 設定を取り消す時は、取消ボタン    をクリック。

   のマークをクリックすると、日付をカレンダーからマウスで選択できます。

  

マークにカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック

カレンダーが表示される。

指定の日付にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

各項目の設定が終わったら、保存ボタンにカーソルを持

っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

取り消す時は、取消ボタンをクリック。

日単位設定画面②
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５－９ スケジュールの変更方法。
     各、スケジュールから変更ができます。

日単位スケジュール表示

日単位スケジュール表示

月単位スケジュール表示

変更するスケジュールの所にカーソルを持って

いき、マウス左ボタンで１回クリック。
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 変更画面が表示される。

 下の編集ボタン    をクリックする。

 編集画面が表示される。編集後、保存ボタン   をクリック。

編集する内容を確認後、編集ボタンにカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

編集をしない場合は、終了ボタンにカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

各項目の設定が終わったら、保存ボタンにカーソルを持

っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

取り消す時は、取消ボタンをクリック。
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５－１０ スケジュールの削除方法。
      削除するスケジュールをクリック。変更画面が表示されます。

      右下、削除ボタン    をクリック。

削除するスケジュールの所にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

内容の確認が出来たら、削除ボタンにカーソルを持って

いき、マウス左ボタンで１回クリック。

OKボタンにカーソルを持っていき、マウス左ボタンで
１回クリック。取り消す時はキャンセルボタンをクリック。

削除された画面が表示されます。
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６－１ メールの受信一覧画面の構成
     左画面の電子メールの所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、マウスの左ボタンで

     １回クリック。

６.電子メール

ユーザー設定をします。

ここをクリックすると、電子メールのページを閉じます。

ここをクリックすると、新しいメッセージを作成します。

件名をクリックすると、メッセージの内容が表示されます。

メッセージを削除します。

削除する時に、ここにチェックをつけます。
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６－２ メールの受信
     メールの受信は自動的に行います。

     受信されたメールは、受信トレイに置かれます。

６－３ メールの表示
     受信したメールの内容を表示させます。

受信したメールはここに表示されます。

表示させたいメールの件名にカーソルを持

っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

メッセージの内容が表示される。
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６－４ メールの送信
     新規のメールを送信します。

     左上、メッセージの作成  をクリックします。新規メッセージ作成ページが表示されます。

     アドレス・メッセージを入力して右上、送信   をクリック

メッセージの送信にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

宛先を入力します。直接入力するか、左上、

アドレス帳から入力。入力方法は、

６－４－１アドレス帳からの入力を参照。

全ての入力が終わったら、送信にカーソルを持

っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

メッセージの入力。

到達通知：メールが届いた事を知らせてくれます。

お知らせがほしい場合は、ココにチェックを付けます。

カーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

添付ファイル：６－４－２ 添付ファイル

入力方法を参照。
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６－４－１ アドレス帳からの入力方法

     左上、アドレス帳にマウスを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

  アドレス帳が表示されます。指定する名前の  をクリック。

  終了    をクリックしてアドレス帳を閉じます。

       にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

  にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

宛先にメールアドレスが表示されます。

通常メールを送信したい相手は「To:」メールアドレスを入力しますが、「Cc:」のフィールドに入
力したメールアドレスにも同じ内容のメールが送信されます。送信者、「To:」で送信された相手、
「Cc:」で送信された相手は、お互いに誰が同じメールを受け取ったのかを知ることができます。

機能は「Cc：」と同じですが「Bcc：」のフィールドに入力したメールアドレスは、同じメールを
受け取った他の受信者には見ることができません。

   説明

   説明



アグリネット操作マニュアル（組合員）

JA宮崎情報センター22

６－４－２ 添付ファイル入力方法。

   左の添付ファイルにマウスを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

   添付ファイル選択画面が表示されます。参照ボタンをクリックして、ファイルを選択します。
  添付するファイルをクリックして選択して、開くボタン      をクリック。

参照ボタンにカーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック

選択するファイルにカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック

ファイルを選択したら、開くボタンにカーソルを持っていき、マウス左ボタン

で１回クリック。

ファイル名に選択したファイル名が表示されます。

ファイル名が表示されている事を確認したら、

添付ファイルボタンにカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

選択したファイル名がここに表示されます。

選択したファイル名を確認したら、終了ボタンにカ

ーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリッ

ク。取り消すときは、  にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。  が付いたら

削除ボタンにカーソルを持っていき、マウス左ボタ

ンで１回クリック。
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選択したファイル名がここに表示されます。
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６－５ メールの返信
     受信したメールに返信をします。

     返信するメールの件名をクリックします。メールの内容が表示されます。

          

返信する件名にカーソルを持っていき、マウス

左ボタンで１回クリック。

返信ボタン  にカーソルを持っていき、マウス

左ボタンで１回クリック。

返信内容を入力します。

返信内容を入力したら、送信ボタンにカー

ソルを持っていき、マウス左ボタンで１回

クリック。
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６－６ メールの転送
     受信したメールを転送します。（同じ内容のメールを他の人に送信する。）

     転送するメールの件名をクリックします。メールの内容が表示されます。

     転送ボタン  をクリック。転送画面が表示されます。

     宛先を入力して、送信ボタン  をクリック。

     

返信する件名にカーソルを持っていき、マウス

左ボタンで１回クリック。

転送ボタン   にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

宛先を入力する。アドレス帳から入力する場合は、

６－４－１ アドレス帳からの入力方法を参照。

宛先を入力したら、送信ボタンにカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。
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６－７ メールの削除
     削除するメールの  にチェックを付けます。

     削除ボタン  をクリックします。

６－８ メールの各種設定     
     左メニューのユーザー設定、又は右画面のユーザー設定  をクリック。

削除するファイルの  にカーソルを持っていき

マウス左ボタンで１回クリック。

  チェックが付く。

チェックが付いたら、削除ボタン  にカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

ココをクリックしてもチェックがつきます。

ユーザー設定にカーソルを持っていき、マウス左ボ

タンで１回クリック。
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電電子メールユーザー設定

ユーザー設定画面の電子メールユーザー設定をクリック。

    カスタム設定の部分は、設定されているデータを変更しないで下さい。

    基本設定の部分のみ設定します。

基本設定

カスタム設定

アカウント名を入力します。メールを送った時に

表示される名前です。

署名：メールを送る時に自分で作った署名を付ける

事ができます。
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拡拡張アカウント管理

ユーザー設定画面の拡張アカウント管理をクリック。

     電子メール拡張アカウント一覧が表示される。別のアカウントを設定することが出来ます。

新しいアカウントを作成する時は、下のアカウント作成をクリック。

アカウントの所にカーソルを持っていき

マウス左ボタンで１回クリック。

ヘルプ表示にカーソルを持っていき

マウス左ボタンで１回クリックする

と、ヘルプが表示される。
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アアドレス帳ユーザー設定

ユーザー設定画面のアドレス帳ユーザー設定をクリック。

アドレス帳に新しく入力します。左メニューの連絡先作成をクリックします。

連絡先作成の所にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

個人の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで

１回クリック。個人の入力画面が表示される。

組織の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで

１回クリック。組織の入力画面が表示される。

各項目を入力後、

保存ボタンにカ

ーソルを持って

いきマウス左ボ

タンで１回クリ

ック。
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カテゴリの選択左メニューのカテゴリ選択をクリック。

カテゴリを選択して、カテゴリに入れる個人名を左画面から選択。    をクリックすると
右画面の現在の個人画面に示されます。

カテゴリ選択の所にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンで１回クリック。

グループに入れる個人名を選択します。

選択する個人名カーソルを持っていき、マウ

ス左ボタンで１回クリック。

選択後、  にカーソルを持っていき、マウス

左ボタンで１回クリック。

選択された名前がここに表示されます。

取り消す場合は取り消す個人名にカーソルを持

っていき、マウス左ボタンで１回クリック

取り消す個人名を選択後、   にカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

登録が終わったら、保存ボタン   にカーソル

を持っていき、マウス左ボタンで 1回クリック
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アアドレス帳カテゴリ編集

ユーザー設定画面のアドレス帳カテゴリ編集をクリック。

アドレス帳

カテゴリ編集画面のアドレス帳をクリック。

追加をクリックすると、アドレス

帳の追加ページが表示されます。

表示をクリックすると、詳細

が表示されます。

各項目を入力後、保存ボタンにカーソルを持って

いき、マウス左ボタンで１回クリック。

アドレス帳：カテゴリ内のアドレス帳を表示

サブ追加：カテゴリの中にカテゴリを作成します。

編集：グループの編集をします。

削除：グループの削除をします。
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ササブ追加

カテゴリ編集画面のサブ追加をクリック。

   編集

   カテゴリ編集画面の編集をクリック。

  削除

  カテゴリ編集画面の削除をクリック。

各項目を入力後、保存ボタンにカーソルを持って

いき、マウス左ボタンで１回クリック。

確認画面が表示されるので、   にカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

取り消す場合は、    にカーソルを持ってい

きマウス左ボタンで１回クリック。

各項目を入力後、保存ボタンにカーソルを持って

いき、マウス左ボタンで１回クリック。
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６－９ ドレス帳の追加
     画面上の、   をクリック。     

   にカーソルを持っていき、マウス左ボタン

で１回クリック。

追加ボタンの所にカーソルを持っていき

マウス左ボタンで１回クリック。

各項目の入力が終わったら、保存ボタンにカーソル

を持っていき、マウス左ボタンを１回クリック。
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６－１０ ドレス帳の検索
     各項目、どれか一つの入力でも検索できます。

キーワードを入力。検索条件の入力が終わったら検索ボ

タンにカーソルを持っていき、マウ

ス左ボタンで１回クリック。

カテゴリの選択

  にカーソルを持っていき、マウス左ボタン

で１回クリック。リストが表示されるので選択

する項目の所にカーソルを持っていきマウス左

ボタンで１回クリック。 
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６－１１ ドレス帳の内容確認
     

表示にカーソルを持っていき、マウス

左ボタンで１回クリック。
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０００

７－１ 掲示板一覧の構成
   左画面の掲示板の所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、マウスの左ボタンで

    １回クリック。

７. 掲示板

新規作成

検索を行います。

ページ移動・検索結果表示詳しくは、

1２ ページ移動の仕方①を参照

掲示板の所にカーソルを持っていき、

赤くなったらクリック

掲示板の表示
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７－２ 掲示板検索
    ① 検索したいキーワードを入力します。

     入力したら、右の検索ボタン    を押します。マウス左ボタンで１回クリック。

         ② 掲示板の内容が表示されます。

 ①                         ②

検 索

検索結果検 索

キーワードを入力します。

ページ移動・検索結果表示詳しくは、

1２ ページ移動の仕方を参照
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７－３ 新規掲示板の作成
     新しく、掲示板を作成します。右の新規作成ボタン          

にカーソルを持っていきマウス左ボタンで１回クリック。

     新規作成ページにタイトル・内容を入力して、登録ボタン      を押す。

新規作成ページ

タイトル（題名）を入力する。

内容を入力します。

入力文字は 200 文字以内
前の画面に戻る。

全ての入力が終わったら登録ボタンに

カーソルを持っていき、マウス左ボタンを１回クリック

画像を入れる事が出来ます。



アグリネット操作マニュアル（組合員）

JA宮崎情報センター39

○画像を入れる。

掲示板に画像を載せる事ができます。

画像の所の参照ボタン     の所へカーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック

ファイルの場所を選ぶ。矢印  

  の所にカーソルを持っていき、マウス

左ボタンを１回クリック。

下の様に、ファイルが下に表示されるので、

選択するファイルの所にカーソルを持って

いき、マウス左ボタンを１回クリック。

ファイルを選択したら、写真の選択をします。

選択する写真の所にカーソルを持っていき、

マウス左ボタンを１回クリック。

青色の枠に変わったら、ボタン       の

所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで１

回クリック。又は、Enterキーを押す。

OKボタンにカーソルを持っていき、左ボタンを１回
クリック。キャンセルしたい時は、キャンセルボタンを

クリック。

確認画面が表示される。

戻るボタンをクリック。
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７－４ 掲示板への返信方法
 表示されている掲示板の内容に対して、返事を書く事が出来ます。

 返信する、タイトルの所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

タイトルを入力します。

全ての入力が終了したら、登録ボタ

ンの所にカーソルを持っていき、マ

ウス左ボタンで１回クリック。

返事をする所のタイトルにカーソルを持っ

ていき、マウス左ぼたんで１回クリック。

掲示板の内容が表示されます。

内容（200文字
以内）を入力し

ます。
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登録が完了すると、登録完了の画面が表示されます。

OKボタンにカーソルを持っていき、左ボタンを１回
クリック。キャンセルしたい時は、キャンセルボタンを

クリック。

確認画面が表示される。

戻るボタンをクリック。
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８－１ 冠婚葬祭一覧の構成
    左画面の冠婚葬祭情報の所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、マウスの左ボタン

でクリック。

８－２ 冠婚葬祭検索
        

年月日を指定します。全て入力します。

検索は、キーワード・年月日・

絞込みのどれか１つの入力で

も検索します。

８. 冠婚葬祭

冠婚葬祭情報の所にカーソルを持っ

ていき、赤くなったらマウス左ボタ

ンで１回クリック。

表 示

キーワード・日付・絞込みを入力して

検索を行います。

キーワードを入力します。

全ての入力が終わったら、検索ボタン 

の所にカーソルを持っていき、マウス左

ボタンで１回クリック。

絞込みの選択をします。
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９－１ お問合せ一覧の構成
    左画面の遠隔営農システムの所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、マウスの左

ボタンで１回クリック。

    

９. 遠隔営農システム

遠隔営農システムの所にカーソルを

持っていき、赤くなったらマウス左

ボタンで１回クリック。

ページ移動・検索結果表示

詳しくは、1２ ページ移動の仕方を参照

質問回答が完了していない：返信なし

質問回答が終了：返信ありお問い合わせ一覧の表示。

詳細が表示されます。
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９－２ お問合せ検索方法
     ページを移動させて検索します。

９－２ お問合せ作成方法
     右上、新規お問い合わせ作成ボタン             をクリックします。

ページ移動・検索結果表示

詳しくは、1２ ページ移動の仕方を参照

新規お問い合わせ作成ボタンにカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック

タイトル・内容を入力します。

内容の入力文字は 200文字以内です。

入力が終わったら、送信ボタンにカーソルを

持っていき、マウス左ボタンで１回クリック

前の画面に戻る

遠隔営農新規お問い合わせ登録完了画面が

表示されます。戻るにカーソルを持っていき

マウス左ボタンで１回クリック。
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９－２ お問合せ再作成方法
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１０－１ 帳票一覧について
左画面の遠隔営農システムの所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、マウスの左

ボタンで１回クリック。

    

１０. 経営管理システム

各、帳票を見ることができます。

ご覧になる、帳票の所にカーソルを持っ

ていき、マウス左ボタンで１回クリック。

経営管理システムの所にカーソルを

持っていき、赤くなったらマウス左

ボタンで１回クリック。

帳票選択画面
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８－２ 販売実績検索方法
    帳票選択→          の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタンで１回
    クリック。

 

販売実績検索画面

組合員名は自動的に

表示されます。

年度を入力します。 の所へカーソル
を持っていき、マウス左ボタンで１回
クリック。プルダウン表示されるので
選択する所へカーソルを持っていき、
マウス左ボタンで１回クリック。

集約品名を入力します。 の所へ
カーソルを持っていき、マウス左ボタ
ンで１回クリック。
プルダウン表示されるので選択する
所へカーソルを持っていき、マウス左
ボタンで１回クリック。

出力選択・出力単位を選択します。
選択する  の所にカーソルを持っていき、
マウス左ボタンで１回クリック。

見たい組合員の名前を選択します。
 の所へカーソルを持っていき、マウス左ボタンで
１回クリック。
プルダウン表示されるので選択する所へカーソルを
持っていき、マウス左ボタンで１回クリック。

出力するタイプを選択します。
選択する  の所にカーソルを持って
いき、マウス左ボタンで１回クリック。

全ての入力が終わったら、検索ボタン

   の所にカーソルを持っていき

マウス左ボタンで１回クリック。
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８－２－１ 販売実績 時系列 （全体）

      ８－２ 販売実績検索方法で説明の通り入力します。

      出力選択：時系列

出力単位：全体を選択する。

８－２－２ 販売実績 時系列 （個人）

８－２ 販売実績検索方法で説明の通り入力します。

      出力選択：時系列

出力単位：個人を選択する。

出力選択：時系列

出力単位：全体

出力選択：時系列

出力選択：個人
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８－２－３ 販売実績 等階級 （等級）

      ８－２ 販売実績検索方法で説明の通り入力します。

      出力選択 ：等階級

等階級選択：等級を選択する。

８－２－４ 販売実績 等階級 （階級）

８－２ 販売実績検索方法で説明の通り入力します。

      出力選択 ：等階級

等階級選択：階級を選択する。

出力選択：等階級

等階級選択：等級

出力選択：等階級

等階級選択：階級
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１０－３ 購買代金入金済み明細検索方法
     各項目を入力後、検索ボタン    をクリック。

１０－３－１ 購買代金入金済明細

年月日を入力

出力タイプ選択

検索結果を画面に表示：

結果を画面上に表示します。

EXCELでダウンロードする。：
検索結果を EXCELデータでダウンロード出来ます。

各項目の入力が終わったら

検索ボタンの所にカーソル

を持っていき、マウス左ボタ

ンで１回クリック。
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１０－４ 販売代金清算書検索方法
    各項目を入力後、検索ボタン    をクリック。

１０－４－１ 販売代金清算書

出力タイプ選択

検索結果を画面に表示：結果を画面上に表示します。

EXCELでダウンロードする。：
検索結果を EXCELデータでダウンロード出来ます。

年月日を入力

各項目の入力が終わったら

検索ボタンの所にカーソル

を持っていき、マウス左ボタ

ンで１回クリック。
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１０－５ 簿記データ検索方法
     各項目を入力後、検索ボタン    をクリック。

１０－５－１ 簿記データ

年月日を入力します。検索開始日・検索終了日まで入力。

出力タイプ選択

検索結果を画面に表示：結果を画面上に表示します。

簿記システム形式でダウンロードする。：

検索結果を簿記システム形式でダウンロード出来ます。

各項目の入力が終わったら

検索ボタンの所にカーソル

を持っていき、マウス左ボタ

ンで１回クリック。
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１０－６ 当座性貯金明細検索方法
     各項目を入力後、検索ボタン    をクリック。

１０－６－１ 当座性貯金明細

口座番号を入力します。

出力タイプ選択

検索結果を画面に表示：結果を画面上に表示します。

EXCELでダウンロードする。：
検索結果を EXCELデータでダウンロード出来ます。

各項目の入力が終わったら

検索ボタンの所にカーソル

を持っていき、マウス左ボタ

ンで１回クリック。
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１０－７ 償還計画明細検索方法
     各項目を入力後、検索ボタン    をクリック。

１０－７－１ 償還計画明細検索方法

出力タイプ選択

検索結果を画面に表示：結果を画面上に表示します。

EXCELでダウンロードする。：
検索結果を EXCELデータでダウンロード出来ます。

各項目の入力が終わったら

検索ボタンの所にカーソル

を持っていき、マウス左ボタ

ンで１回クリック。
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１１－１ 各部署からのお知らせ表示方法
    左画面の各部署からのお知らせの所へカーソルを持っていき、表示が赤くなったら、

マウスの左ボタンで１回クリック。

１１. 各部署からのお知らせ

表 示

詳細を見る場合は、各部にカーソル

を持っていき、マウス左ボタンで１回

クリック
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 １２－１ ページ移動方法①
      ＜＜ ＞＞ をクリックしてページの移動をします。

      

１２－２ ページ移動方法②
       ページを指定出来ます。ページ移動の所の矢印   をクリック。

       下図のようにページ番号が出てくるので、見たいページ番号のところへカーソルを

持っていき横のボタン    をクリック。

１０. システム管理１２. ページ移動の仕方

＞＞の所にカーソルを持っていき、マウス左ボタン

で１回クリック。次ページに移動

＞＞が黒の時は次のページがありません。

移動できません。

マウス左ボタンで１回クリック

マウス左ボタンで１回クリック

＜＜の所にカーソルを持っていき、マウ

ス左ボタンで１回クリック。

前ページに移動。

＜＜が黒の時は、前ページがありません。

移動できません。
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１３－１ エラーについて

１３－２ お問い合わせ先

     （株）宮崎農協情報センター

       住所 ：宮崎県宮崎市霧島 1-1-1
       TEL ：0985-31-2045

                FAX ：0985-20-3377
         E-mail：agriinfo@ja-miyazaki.ne.jp

１３. エラーについて
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 ○OS Windows2000以上
 ○ブラウザ InternetExplorer Ver.6.0以上 推奨

１４. 動作環境
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１５. 注意事項


