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前書き 

このマニュアルでは、日立建機 Solution Linkage Point Cloud（以降 SL-PC と表記します）の導入方法につい

て説明しています。 

 

◼ 輸出時の注意 

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関

連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。不明な場合は、本編に記載しております弊社お問い合わ

せ先「Solution Linkage サポートデスク」までご連絡ください。 

 

◼ 商標類 

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 

 

◼ 特記事項 

このドキュメントの公開範囲は、契約ユーザに限ります。契約ユーザがこのドキュメントを改変し、別ドキュメントとして

公開する場合でも、契約ユーザに限り公開できるものとします。 

契約ユーザ以外が、このドキュメントの内容の一部または全部を無断で複製することはできません。 

このドキュメントの内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

 

◼ お問い合わせ 

本サービスに関するお問い合わせは、下記の Solution Linkage サポートデスクまでご連絡ください。 

 

Solution Linkage サポートデスク 

✉ sl-support@hitachi-kenki.com 

☏ 0120-200-829 

受付時間：月曜日～金曜日（祝日と弊社指定の休日を除く）9:00～17:00 

メールアドレスまたは電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにお願いいたします。 

 

◼ 発行 

2022 年 4 月 

 

◼ 著作権 

All Rights Reserved. Copyright (C) 2022, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 
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1 新規契約 

この章では、SL-PC を利用するための契約手順について説明します。 
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1.1 利用契約の流れ 

SL-PC サービスの利用には、Solution Linkage Cloud（以降 SLC と表記します） のアカウント（ID とパスワ

ード）と、SL-PC サービスの利用契約が必要です。 

また、SL-PC サービスの利用契約は、スマホで手軽に土量計測を行うためのサービス「Solution Linkage Survey 

Standard」または「Solution Linkage Survey Advanced」（以降、両サービスをともに SL-Survey と表記し

ます）を契約されている場合とそうでない場合とで手順が異なります。 

以下の場合分けに従って、該当する手順を実施してください。 

場合分け 実施する手順 

SLC のアカウントを持っていない 「1.2 Solution Linkage Cloud のアカウント登録」を実施

した後、「1.3 利用契約（新規契約）」を実施してくださ

い。 

SLC のアカウントを持っているが、 

SL-Survey は契約していない 

「1.3 利用契約（新規契約）」を実施してください。 

SLC のアカウントを持っており、 

SL-Survey も契約している（解約していない） 

「1.4 利用契約（追加契約）」を実施してください。 

SLC のアカウントを持っており、 

SL-Survey も契約したが現在は解約している 

この場合は画面の機能が対応しておりませんので、サポート

窓口までご連絡ください。 
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1.2 Solution Linkage Cloud のアカウント登録 

※すでに SLC のアカウントをお持ちの場合は、この節の手順は不要です。 

SLC に関する不明点は、Solution Linkage サポートデスクまでお問い合わせください。 

また、以下に Solution Linkage Cloud のご紹介ページがありますのでご参照ください。 

https://www.hitachicm.com/global/jp/solution-linkage/about-ict/solution-linkage-cloud/ 

 

1. SLC へのアクセス 

以下の URL で SLC のログイン画面にアクセスします。 

https://application10.globaleservice.com/SLC/portal 

 

2. アカウント作成画面へのアクセス 

表示された画面の「アカウント作成（無料）」を選択します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3. アカウント作成画面へのアクセス 

アカウント作成画面が表示されます。以降、画面の指示に従ってアカウント作成を完了させてください。 
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1.3 利用契約（新規契約） 

以下の手順で、SL-PC の利用契約を行います。 

 

1. SL-PC へのログインと新規契約画面の表示 

① 以下の URL にアクセスしてください。SLC のログイン画面が表示されます。 

https://application10.globaleservice.com/SLC/portal 

 

     

 

 

② ログイン画面で、SLC の ID とパスワードを入力してログインしてください。ログインすると、「ソリューション一

覧」の画面が表示されます（表示されるメニュー項目は下図と異なる場合があります）。 
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③ ソリューション一覧から、SL-PC を選択します。SL-PC の利用契約画面（新規契約）が表示されます。 
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2. 使用許諾契約書の確認 

サービス利用契約画面の下側の「使用許諾契約書」へのリンクを押下します。使用許諾契約書が別タブ（画面）

に表示されますので、内容を確認してください。 

使用許諾契約書の内容に同意しサービス利用契約を続行する場合は、サービス利用契約画面の「使用許諾

契約書に同意する」のチェックボックスにチェックを入れてください。 
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3. サービス利用契約に必要な会員情報の入力 

サービス利用契約画面で、会員情報を入力します。入力が完了したら［確認］ボタンを押下してください。 

項目 必須 入力条件 

お名前（漢字） ○ 姓・名を全角文字で入力してください。 

全角スペースは使用できません。 
お名前（カナ） ○ 

フリガナ（姓） ○ 

フリガナ（名） ○ 

ローマ字（姓） ○ 姓・名を半角英字で入力してください。 

ローマ字（名） ○ 

会社名 ○ “<”(小なり)と">"(大なり）は使用できません。 

すべてを空白文字（全角、半角、タブ）で構成することはできません。 

業種 ○ 選択肢から選択してください。 

電話番号 ○ 半角数値で入力してください。 

ハイフンなしで入力してください。 

［郵便番号検索］を押下すると、以降の住所の一部が自動で設定されます。 

郵便番号 ○ 

都道府県 ○ 全角文字で入力してください。 

市区町村 ○ 全角文字で入力してください。 

丁目番地、住所補記 ○ 全角文字で入力してください。 

建物名  全角文字で入力してください。 
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注意 

 登録された会員情報は利用料の請求書送付に使用されますので、正確に記載してください。 

 契約完了後、「会社名」は画面で変更することができません。 

完了後に変更が必要な場合は Solution Linkage サポートデスクまでお問い合わせください。 
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4. 入力内容の確認と確定 

入力内容の確認画面が表示されますので、内容を確認し、よろしければ［契約］ボタンを押下してください。 

これによりサービス利用契約が完了となり、サービス利用契約完了画面が表示されます。 
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1.4 利用契約（追加契約） 

すでに SL-Survey を契約されており、SL-PC を追加で契約する場合の手順です。 

 

 

1. SL-PC へのログインと新規契約画面の表示 

SL-PC にログインします。SL-PC ジへのアクセスは、以下の 2 通りがあります。 

 

1. SL-PC へのログインと追加契約画面の表示 

① 以下の URL にアクセスしてください。SLC のログイン画面が表示されます。 

https://application10.globaleservice.com/SLC/portal 

     

 

  

注意 

すでに SL-Survey を契約されている場合、会員情報は設定済です。会員情報は請求書送付

に使用されますので、「2.1 会員情報の確認」を参照して現在の会員情報の内容を確認してくだ

さい。変更が必要な場合は、ご利用ガイド「2.2 会員情報の変更」にしたがって変更してください。 
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② ログイン画面で、SLC の ID とパスワードを入力してログインしてください。ログインすると、「ソリューション一

覧」の画面が表示されます（表示されるメニュー項目は下図と異なる場合があります）。 

       

③ ソリューション一覧から、SL-PC を選択します。SL-PC の利用契約画面（追加契約）が表示されます。 
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2. 使用許諾契約書の確認 

サービス利用契約画面の下側の「使用許諾契約書」へのリンクを押下します。使用許諾契約書が別タブ（画面）

に表示されますので、内容を確認してください。 

使用許諾契約書の内容に同意しサービス利用契約を続行する場合は、サービス利用契約画面の「使用許諾

契約書に同意する」のチェックボックスにチェックを入れてください。 
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3. サービス利用契約の確認 

［確認］ボタンを押下してください。 
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4. 利用契約の完了 

サービス利用契約画面の［契約］ボタンを押下してください。サービス利用契約が完了します。 
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2 会員情報の確認・変更 

この章では、会員情報の確認方法と変更方法について説明します。 
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2.1 会員情報の確認 

1. ホーム画面で［アカウント管理］をクリックします。 

[アカウント管理] 画面では以下の項目が確認できます。 

 ID（E-mail アドレス） 

 今月の３次元化処理ご利用回数 

 現在のステータス 

 

 

 

ステータスの種類は以下の通りです。 

ステータス 説明 ご利用料金 

利用中 アプリケーションのすべての機能を通常通りご利用いただけます。 発生 

休止予約中 休止手続きを行った当月は「休止予約中」となります。 

「利用中」と同様、アプリケーションのすべての機能をご利用いただけます。 

発生 

休止中 休止手続きを行った翌月以降は「休止中」となります。 

画像生成機能、３次元化機能はご利用いただけません。 

なし 

解約予約中 解約手続きを行った当月は「解約予約中」となります。 

「利用中」と同様、アプリケーションのすべての機能をご利用いただけます。 

発生 

解約 解約手続きを行った翌月以降は「解約」となります。 

画像生成機能、３次元化機能はご利用いただけません。 

一度解約を行うと、同じ ID(E-mail アドレス)での再契約は行えません。 

なし 

ご利用ステータスに関する不明点は、Solution Linkage サポートデスクまでお問い合わせください。 
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2. ［ご利用明細(MyPAGE)］ボタンをクリックすると、ダイアログが表示されます。 

 [OK] をクリックすると、Web ページ「MyPAGE」が表示されます。 

 

 

 

 

 

MyPAGE では、以下の項目が確認できます。 

 お客様情報 お名前、会社名、会社住所、電話番号が表示されます。 

 ご利用明細 月ごとのご利用料金が表示されます。 

 ご契約情報 ご契約コースが表示されます。 

 利用回数表示 月ごとのご利用回数が表示されます。 
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2.2 会員情報の変更 

会員情報登録時に入力した各項目（お名前、住所など）を変更する手順について説明します。 

ID（E-mail アドレス）、パスワードは SL-PC サービスでは変更できません。Solution Linkage Cloud のアカウント

情報メニューより変更を行ってください。 

URL：https://application10.globaleservice.com/SLC/portal/appmenu 

 

 

1. ［アカウント管理］画面で［会員情報変更］ボタンをタップします。 

 

  

注意 

ID（E-mail アドレス）またはパスワードの変更後は、必ず SL-PC サービスで

ログイン操作を行ってください。SL-PC サービスログイン中に変更した場合は、

SL-PC サービスを一度終了して再起動してからログイン操作を行ってください。 
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2. ［会員情報変更］画面に現在の会員情報が表示されます。 

変更箇所を編集し［確認］ボタンをタップしてください。 

 

 

 

3. 入力内容を確認し、［確定］ボタンをタップします。 

 

 

4. 変更完了のダイアログが表示されますので、［OK］ボタンをタップします。 

注意 

会社名は本画面では変更できません。 

会社名の変更が必要な場合は、Solution Linkage サポートデスクまでご連絡ください。 



22 

 

3 休止・再開・解約 

この章では、契約の休止・再開・解約方法について説明します。 
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3.1 休止 

1. サービスのご利用を休止する場合は、［アカウント管理］画面で［ご利用休止］ボタンをタップします。（現在

のステータスが「利用中」の場合のみタップできます。） 

※ 休止期間に制限はなく、いつでもご利用を再開することができます。 

 

 

2. 休止についてのダイアログを確認し、［OK］ボタンをタップします。 
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3.2 再開 

1. サービスのご利用を再開する場合は、［アカウント管理］画面で［ご利用再開］ボタンをタップします。（現在

のステータスが「休止中」または「休止予約中」の場合のみタップできます。） 

     

 

2. 再開についてのダイアログを確認し、［OK］ボタンをタップします。 
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3.3 解約 

1. サービスを解約する場合は、［アカウント管理］画面で［解約］ボタンをタップします。 

解約についてのダイアログを確認し、［OK］ボタンをタップします。 

解約の取消は行えませんので、解約を行う際は十分ご注意ください。 

 

 

2. 解約についてのダイアログを確認し、［OK］ボタンをタップします。 

解約の取消は行えませんので、解約を行う際は十分ご注意ください。 

 

 

3. 解約を確定するためのログインパスワードを入力し、［解約確定］ボタンをタップします。 
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