
[Useful Tips] 
Identifying the cause of the problem 

with the device search and the CSV output features 

Issue No. 124 (December 2019) 

 
【REGULATION】 
 
・版面設計概要 ： 文字組み：ヨコ組み 
  書体：ゴシック 
  マージン：雛形に準ずる 
・使用フォント ： Meiryo UI 
・文中文字サイズ ： 12pointを基本とする。 
   ※全体レイアウトや空白スペース等に鑑みて判断のこと。 
・環境依存文字 ： 使用禁止(ex.①Ⅰⅰ) 
・英数字 ： 半角 
・スライドマスター ： 変更禁止 
・タイトル部 ： 変更禁止 
・タイトル部 ： 「○○機能紹介」等の機能に特化した表記ではなく、 
  以下の視点でタイトル設定すること。 
  ・お役立ち 
  ・工数削減 
  ・事例紹介 
  ・生産性/効率向上 
  ・運用改善 
・サンプル ： 本ファイルのスライド3・4は、過去のコンテンツを本テンプレートに 
  当てはめたサンプル。 
・その他 ： Feカタカナ表記ルールに準ずること。 
  ※本ルールに記載がないものは、3文字以上のカタカナ英語の 
    語尾(音引き/長音符)は伸ばさずにトルこと。 
  NEW等の囲み文字は配置しないこと。 
   ※時間の経過とともに陳腐化するため。 
 
 
 
  ポジティブメッセージは青、ネガティブメッセージは赤が原則。 
・余白 ： 余白恐怖症になるなかれ。余白も立派なデザインの一つ。 
・グリッドシステム ： フリーレイアウトではなくグリッドシステム/グリッドデザインを 
  ベースにすることで、短時間で高品質なコンテンツを目指す。 
 

NEW 

When an out-of-range error of the PLC device happens, 

it is hard to identify where  you use such a device in a program… 
Before 

It takes forever 

to check all the 

screens… 

You can search the devices used in a screen program 

and view them in a list! 
After 

I can quickly 

find the devices 

I want to check! 

It is hard to find out 

which device it is. 

Three search methods 

1. Filter (w/o cross-reference) 2. Filter（w/ cross-reference) 3. Search all (w/ cross-reference) 

Many items… 

An error message 

comes out when 

switching to another  

screen! 

PLC1：Error code received 

<4031> 
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Bonus 

*Only when cross-reference is provided. 

It is helpful to manage the devices used as well as troubleshooting! 

With the ver. 6.0.32.0 or later,  

the search results can be output in CSV! 

You can troubleshoot quickly and manage the devices 

easily using Device Search and CSV export! 

The ver. 6.0.32.0 or later supports CSV export of the following information! 

- Item List ([View] > [Item List]) - Error Check ([Tool] > [Error Check]) 

Give any name and 

save it in CSV! 

Simple steps to export a CSV file: 

A device list is  

generated instantly! 

I can use Excel to open it! It is easy to see and manage the 

list, for example, adding comments or searching devices. 

How to get to Device Search menu 

 Click [Tool] > [Search] > [Device]. 


