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第１章　＠車検証QRについて

１．概要

２．アプリ起動

アプリのアイコンが表示されることを確認します。
アイコンをクリックします。

[アイコン] [メニュー]

「Car Info Report @車検証QR for Business Port」は、自動車検査証（車検証）の
QRコードから車検証情報を取得・保存するアプリです。車検や中古車査定など、自動
車アフターマーケットで日常的に行う車検証情報入力業務の効率や正確さを大幅に改
善します。取得したデータは車両の写真と併せ、スマートフォンの各種通信手段で任
意の場所に送信することが可能です。

車検証に印刷された5連のQRコード（軽自動車は2連）をアプリで読み込むだけで、車
両情報の取得は即完了。手書きや手入力では実現不可能だった圧倒的なスピードと簡
便さで業務効率を劇的に改善し、項目が多く負担の重かった入力作業からご担当者様
を解放します。

当操作手順書は、アプリのダウンロード、インストール完了後の操作手順書となりま
す。インストールに関しては、別紙「CarInfoReport_インストール手順書」を参照し
てください。
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３．メニュー

アイコンクリックで、＠車検証QR のメニュー画面が表示されます。

№ 機能 概要
1 車検証＋画像 車検証ＱＲコード読み取り画面を表示します。

2 履歴一覧 車両登録した情報を一覧表示します。

3 設定 設定画面を表示します。

[メニュー]

4



第２章　設定

１．設定内容

Car Info Report ＠車検証QR の動作に必要な設定を行います。

№ 機能 概要
1 履歴表示最大件数 履歴一覧に表示する最大件数は、９９９件です。

（変更不可） 車両データ保存件数も同様です。

2 画像表示最大枚数 カメラ機能で撮影する画像の最大枚数は、４枚です。
（変更不可）

3 メール内容設定 データ送信する際のメール内容（送信先アドレス、件名、本文）
を設定します。

4 アップロード設定 データをアップロードする際の
アップロード有無、アップロード先を設定します。

[設定画面]
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２．メール設定内容

設定した内容はメール転送時に初期表示として使用されます。

№ 項目 概要

1 送信先 車両データを送信するメールアドレスを設定します。

2 件名 メールの件名を設定します。

3 本文 メールの本文を設定します。
会社名を登録しておくと便利です。

[メール内容設定画面]

■ 設定内容を保存する場合
「保存」ボタンを押下すると確認ダイアログが表示され、
「はい」を選択すると保存されます。

■ 設定内容を保存しない場合
端末の戻るボタンを押下します。
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４．アップロード設定

設定した内容はアップロード時に初期表示として使用されます。

№ 項目 概要

1 アップロード有無 アップロードの有無を設定します。

「する」： 車両情報表示画面で「アップロード」ボタンが
有効になり、指定サーバーへのアップロードが可能になります。

「しない」： 車両情報詳細画面で「アップロード」ボタンが無効になります。
アップロードボタンがグレー表示で使用不可となります。

2 アップロード アップロード先サーバーの受信プログラムを指定します。
　 サーバー設定 ※ 受信プログラムは利用者側で用意する必要があります。

　 例） http://carinforeport/data/upload.php

[アップロード設定画面]

■ 設定内容を保存する場合
「保存」ボタンを押下すると確認ダイアログが表示され、
「はい」を選択すると保存されます。

■ 設定内容を保存しない場合
端末の戻るボタンを押下します。
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第３章　車検証＋画像

１．機能

車検証に記載されているＱＲコードを読み取り車両情報を画面表示します。

№ 機能 概要
1 車検証ＱＲコード 車検証に記載されているＱＲコードを順番に読み取ります。

読み取り

2 車両情報表示 ①読み取った車両情報を画面表示し、端末に保存します。
②「手入力」ボタン押下で、カーメーカー、車種名、走行距離を入力します。
③「カメラ」ボタン押下で、車体の画像を撮影します。


ＱＲコードで読み取ったデータと関連付けし保存します。 （画像４枚まで）
画像をクリックで拡大表示します。

④「アップロード」ボタン押下で、保存したデータを指定のサーバーに
アップロードします。（メール、Buletoothでの送信も可能）

⑤「転送」ボタン押下で、保存したデータを指定したメールアドレスへ
送信します。（Buletoothでの送信も可能）

[メニュー画面]

■ 操作

車検証＋画像ボタンを押下します。
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２．車検証ＱＲコード読み取り

車検証に記載されているＱＲコードを順番に読み取ります。

№ 項目 概要

1 オートフォーカス ボタン押下で、ＱＲコードにフォーカスを合わせます。
ボタン

2 赤枠設定バー 赤枠の大きさを設定します。
「＋」で枠を大きく、「－」で枠を小さくします。

[車検証] ※７つのＱＲコードタイプ ※３つのＱＲコードタイプ（主に軽）

赤枠のＱＲコード５つを左から順番に読み取ります。 赤枠のＱＲコード２つを左から順番に読み取ります。

[車検証ＱＲコード読み取り画面]

■ 操作

１）ＱＲコードを左から順番に読み取ります。

２）赤枠をＱＲコードにおさまるように合わせ、
オートフォーカスボタンを押下します。

３）ＱＲコード読み取り成功で、画面下部に■□□と
読み取った部分が表示されますので、
メッセージに従い、順番にＱＲコードを読み取りします。

４）メッセージ
「次のＱＲコードを読み込んで下さい」
「既に読み込み済みのＱＲコードです」

とメッセージ表示された場合は、
次のＱＲコードを読み取ってください。

５）車検証ＱＲコードをすべて読み取り後、
車両情報表示画面に読み取った内容が表示されます。

注意点
車検証ＱＲコードは旧レイアウトの場合に読取出来ません。
（判断：平成20年11月以前の車検証で、ＱＲコードが１～２個に分割されているものが旧レイアウトとなります）
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３．車両情報表示

読み取った車両情報を画面表示し、端末に保存します。

№ 機能 概要
1 初期表示 読み取った車両情報を初期表示します。

端末の戻るボタン押下で、データ保存確認画面が表示されます。
「はい」を選択で、現在のデータを保存します。

2 手入力 カーメーカー、車種名、走行距離を入力します。

3 カメラ ① カメラ機能で、車体の画像を撮影します。

（画像４枚まで） ② 画像をクリックで拡大表示します。

4 アップロード 保存したデータを指定のサーバーにアップロードします。

5 転送 保存したデータを指定したメールアドレスへ送信します。
（Bluetoothでの送信も可能ですが、ペアリング設定が必要です。）

6 データ保存タイミング ① 端末の戻るボタン押下で、現在のデータを保存します。
（車両、画像データ） ② アップロード、転送のタイミングで、現在のデータを保存します。

３－１．車両情報表示―初期表示

[№1.車両情報表示―初期表示]

車検証ＱＲコード読み取り 画面スクロールで、 画面スクロールで、
完了後、車両情報表示を 表示項目を確認します。 表示項目を確認します。
初期表示します。
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３－２．車両情報表示―手入力

「手入力」ボタン押下で、カーメーカー、車種名、走行距離を表示させ、各項目を入力します。

[№2.手入力―各種入力]

カーメーカーを入力します。 車種名を入力します。 走行距離を入力します。
「確定」ボタン押下で入力内容を 「確定」ボタン押下で入力内容を 「確定」ボタン押下で入力内容を
保存し、車両情報表示へ戻ります。 保存し、車両情報表示へ戻ります。 保存し、車両情報表示へ戻ります。

[№2.手入力―入力後の車両情報表示]

全て入力後
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３－３．車両情報表示―カメラ機能

「カメラ」ボタン押下で、カメラ機能を起動し車体の画像を撮影します。

[№3.カメラ機能] [画像撮影後の画面] [拡大表示]

「カメラ」ボタン押下で、 撮影した画像は、画面上部に 画像を拡大表示します。
カメラ機能が起動します。 表示されます。 「削除」ボタン押下で、
撮影後、「確定」ボタン押下で、 画像クリックで拡大表示します。 画像の削除も可能です。
画像を保存します。

３－４．車両情報表示―アップロード

「アップロード」ボタン押下で、保存したデータを指定のサーバーにアップロードします。

[№4.アップロード] [アップロード終了]

「はい」を選択します。 画面下部にメッセージが表示されます。
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３－５．車両情報表示―転送

「転送」ボタン押下で、保存したデータを指定のメールアドレス、Bluetoothで転送します。

[№5.転送] [ファイルの転送処理] [メール送信画面]

「はい」を選択します。 Android端末にて、転送可能な 「Gmail」を選択した場合は、
処理が表示されます。 メール送信画面を表示します。

内容を確認後、メール送信
します。

車両データ、画像データは
圧縮添付ファイルです。

３－６．データレイアウト

車両データ、画像データをzipファイルで圧縮し送信します。
受信先で圧縮ファイルを解凍し、№２車両データ、№３画像データを確認します。

№ データ名 概要
1 送信データ 車両データ、画像をzipファイルで圧縮し送信します。（下記２、３のデータ）

（添付ファイル） 例） BZ11-220383_vehicle_inspection_certificate.zip
ファイルＩＤ：[車台番号]+[_vehicle_inspection_certificate]

2 車両データ 車両情報をＣＳＶファイル形式で送信します。

（車検証ＱＲ読み取り） 例） BZ11-220383_vehicle_inspection_certificate_db.csv
ファイルＩＤ：[車台番号]+[_vehicle_inspection_certificate_db]

3 画像データ 画像情報をjpgファイル形式で送信します。

（カメラ機能） ファイルＩＤ：pic1、pic2、pic3、pic4
１画像　約４０ＫＢ

※ データレイアウトの詳細は、別紙「CarInfoReport_サービス仕様書」を参照してください。
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第４章　履歴一覧

１．機能

保存した車両情報を一覧表示します。

№ 機能 概要
1 一覧表示 ① 保存した車両情報を新しい順に一覧表示します。

② 表示順：更新タイムスタンプの新しいデータを上から表示します。
③ 日付、自動車登録番号を表示します。

2 詳細表示 明細選択にて、車両情報表示画面に遷移します。
各ボタンの処理は、新規作成時と同様です。

２．履歴一覧画面

[履歴一覧] [車両情報表示]

履歴一覧の明細を選択します。 選択した明細の車両情報を表示します。
各ボタンの処理は、新規作成時と同様です。
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第５章　注意事項

１）ダウンロードは、Android端末からのみ可能です。車検証ＱＲコードは旧レイアウトの場合に読取出来ません。
（判断：平成20年11月以前の車検証で、ＱＲコードが１～２個に分割されているものが旧レイアウトとなります）

２）正規IDを入力することで、１４日限定の期限が解除され、ご利用を継続する事ができます。車検証ＱＲコードの読み取る際は、カメラ機能を使用しますので、車検証が見える明るい環境で、
読み取ってください。

３）「転送」時にBluetoothを使用する場合は、予め送信先とペアリング設定を行ってください。

※　設定項目の場所や表示、メッセージなどは端末により異なる場合があります。

■ ペアリングの方法

① BlueTooth設定画面を開きます。

「メインメニュー」ボタン　⇒　設定　⇒　無線とネットワーク　⇒　BlueTooth設定

② 「BlueTooth」　のチェックボックスにチェックを付け、BlueToothを有効にします。

③ ペアリング対象機器の検索

「新規デバイス登録」を選択し、機器検索を行います。

検出された機器は一覧表示されます。

※ 対象機器が一覧に表示されない場合

・対象機器の検出許可が無効になっている

対象機器のマニュアルに従って、検出許可を有効にしてください。

・距離が離れすぎている

BlueToothの通信距離は概ね10m以内です。

対象機器が本端末から10m以内になるようにして下さい。

④ ペアリング

検索結果一覧から対象機器を選択します。

しばらくすると本端末側に図１のパスキー確認画面が表示されます。

また、対象機器側にも同様の確認画面が表示されます。

双方のパスキーが一致しているのを確認して、「OK」を選択します。

対象機器側の確認画面でも「OK」を選択します。

※ 本端末と対象機器の確認に時間がかかるとペアリングに

失敗することがあります。

図１：パスキー確認画面
※ 図２のような画面が表示されることがありますが、ペアリング自体は

成功していますのでそのまま先へお進みください。

※ パソコンと接続する場合は、パソコン側のBluetooth設定にて、

「ファイルの受信」を実行してください。

図２：ペアリング後のメッセージ
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