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1.	 	ConnectedCookingのご登録

ConnectedCookingをご利用になる前にはConnectedCooking.comまた
はアプリ（iOS：https://itunes.apple.com/de/app/ConnectedCooking/
id1194000873?mt=8、 
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rational.
ConnectedCooking&hl=de）でのユーザー登録が必要です。ここではご自
身あるいは企業についての情報についてお聞きしますが、それらの情報
は暗号化技術を用いて内密に処理いたします。それに引き続き、ご登録
を完了するためのアクティベーション用リンクを記載したEメールをお送
りします。

2.	 初回の登録

ConnectedCookingでの初回登録の際には、各機能をご説明するインタラ
クティブなウェルカムツアーが始まります。このツアーはいつでも中断
でき、今後の登録の際には非表示にすることが可能です。	

3.	 	システムの独自設定

ConnectedCookingをあなたの企業に合わせて調整すると、極めて便利に
なります。

3.1	管理

メニューポイントの「管理」では、アカウントの管理者は数多くの機能
を利用できます。

3.1.1	企業データ

「企業データ」エリアでは、初回登録の際にお答えいただいた企業情報
を編集できます。	

この機能は、「アカウント管理者」の権限を持つユーザーのみ使用でき
ます。データを変更すると、貴社の全てのアカウント管理者にメールで
変更のお知らせが送付されます。

「サービスの際の連絡担当者」ではサービス／サポート関連の主要担当
者のデータを編集できます。ユニットに誤動作があった際には顧客サー
ビスまたはサービスパートナーが、登録されている連絡担当者にご連絡
いたします。
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中央厨房マネージメントを含む本社はミュンヘンにありま
す。Burger&Fries社のグループ設定はConnectedCookingで以下のように
なります。 

 

 
新規グループの作成

1.	「グループの作成」をクリック

2.	新規グループの名称を入力
3.	上位グループを選択
4.	追加情報を編集

3.1.2	グループ

グループでは、企業の厨房や店舗のユニットをグループ化しま
す。ConnectedCookingでは基本的に、ご登録後に自動的にメイングルー
プが作成されます。グループを作成できるのは、メイングループの管理
者のみです。

1つのロケーションでユニットをお使いの場合、通常は追加のグループは
必要ありません。複数のロケーションあるいは厨房でユニットをお使い
の場合は、他にグループを追加することによって企業構造にあわせて正
確に調整することができます。		

新しいグループにはそれぞれ以下の情報を記録します。
>	新しいグループの名称（店舗や厨房の名称など）
>	上位グループ	
>	追加情報
–		グループのアドレス情報（各店舗のアドレスなど）
–	グループの担当サービスパートナー（オプション）
–	サービスパートナーの担当者（オプション）
–		グループ／ロケーションの時間帯（時間帯の自動事前設定）ユニッ
トの自動時刻同期には時間帯が不可欠です。

企業の登録の際には追加の情報が尋ねられ、メイングループに付与され
ます。各新規グループにはまず自動的にこれらの情報が与えられます。
変更はいつでも可能です。

最初に作成する追加グループは自動的にメイングループに割り当てられ
ます。その後の追加グループでは所属を自由に決定できます。	

例 
Burger&Fries社はドイツで8店舗を営業しています。これらの店舗は以下
の場所にあります。 

>	ミュンヘン	-	2店舗
>	フランクフルト	-	1店舗
>	ベルリン	-	2店舗
>	ハンブルク-	2店舗
>	ウィーン	-	1店舗
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3.1.3 ユーザー

ユーザーとは、ConnectedCooking内の特定データにアクセスできる、ア
クセス権限を持った人のことです。「企業」を作成すると、最初のユー
ザーが自動的にアカウント管理者となります。このユーザロールには、
企業を設定したり新しいユーザーをシステムに招待するために必要な権
限が与えられます。	 	

基本的に、他のユーザーは、権限を持ったユーザーに招待されてからで
ないと、システムには入れません。招待の際には、どの新規ユーザーに
どの権限レベルが与えられ、これがどのグループに適用されるかを決定
します。

以下のユーザーロールを指定できます。
>		アカウント管理者	 
全てのグループで、全ての機能を使用できる完全な権限

>		上級グループ管理者 
割り当てられたグループでの完全な権限

>		標準グループ管理者	 
割り当てられたグループでの制約付きの権限

>		ユーザー 
割り当てられたグループでの制約付きの権限

>		サポート 
割り当てられたグループでの制約付きの権限

>		オペレーター	 
プッシュ通知の受け取りのみ（スマートフォン、タブレッ
ト、ConnectedCookingアプリが必要）

グループの編集

 

1.	鉛筆のアイコンをクリック

2. グループ情報の編集ダイアログ

グループの消去

 

1.	「×」のアイコンをクリック

2.	削除の確認
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一般事項

調理プログラム
の編集と転送	

HACCPデータ
の閲覧

ユニットの概観 
（状態）

通知の設定 遠隔アクセス

アカウント・
アドミニスト
レーター	

上級グループ
管理者

標準グループ
管理者

標準ユーザー 転送不可

顧客サービス 転送不可

オペレーター

新規ユーザーの招待

1.	「ユーザーを招待する」をクリッ
ク

2.	新規ユーザーのEメールアドレス
3.	新規ユーザーの敬称
4.	姓・名
5.	ユーザーロールを定める
6.		ロケーションまたはグループ分け
を定める

7.		新規ユーザーに最高レベルの権限
を与える

ユーザーロールの権限の詳細 

管理

企業のマスタ
ーデータの
編集

グループの編
集と作成

ユニットの追
加と編集

ユーザーの招
待と編集

マニュアル方
式のソフトウ
ェア・アップ
デート

アカウント・ア
ドミニストレ
ーター	

上級グループ
管理者

標準グループ
管理者 閲覧のみ 閲覧のみ 閲覧のみ

標準ユーザー 閲覧のみ 閲覧のみ

顧客サービス 閲覧のみ 閲覧のみ

オペレーター
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3.1.4	招待 
新規または留保状態の招待は、受取人が確認するまで、メニューポイン
トの「企業／招待」で表示されます。受取人が招待を受理すると、アカ
ウント管理者とグループ管理者にEメールで通知されます。招待の有効期
間は1週間です。

留保状態の招待の中断

1.		「×」のアイコンをクリック

2.			削除の確認

3.1.5	サービスパートナー 
誤動作あるいは使用上の質問があった際に、サービスパートナーがユニ
ットにアクセスできるようにするためには、「サービスパートナーの招
待」機能を利用できます。この機能は「管理／サービスパートナー」に
あります。

1.		新しいサービスパートナーを企業
に招待するためのボタン

2.		留保状態のサービスパートナー招
待の概観

3.		すでにユニットのアクセス権を持
つサービスパートナーの概観	

4.		「×が付いたボタンを押すと、サー
ビスパートナーのアクセス権を消
去できます

ユーザーの編集

1.	鉛筆のアイコンをクリック

2.		ユーザー情報と所属グループの編
集ダイアログ

ユーザーの消去

 

1.		「×」のアイコンをクリック

2.			削除の確認
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1.一般的な情報	-	状態と洗浄状態
2.ユニットのアクション

a.		ログデータのリクエスト（インターネット接続のエラーを分析するために重要）
b.		バックアップの作成	-	ユニットの基本設定はConnectedCookingで永続的に保存さ

れ、必要に応じてダウンロードできます。USBスティックを接続してデータをユニッ
トにコピーして、そのユニットを再び前回有効だった設定に戻すことが可能です。重
要：調理プログラムはこのバックアップには含まれません。

c.		サービスデータのリクエスト	-	現在のサービスデータをユニットからダウンロード
します。ダウンロード後、テキストデータは、普段どおりにエディターで開くことが
できます。

3.	遠隔アクセスの開始	-	サービス技術者は離れた場所からサービスレベルにアクセスする
こともできます。

 
「サービスレベルを開く」を押してからパスワードを入力して、該当の
レベルを開きます。

お客様がサービスパートナーにアクセス権を与えると、サービスパート
ナーの画面に「私のお客様」という新しいメニューポイントが表示され
ます。 
 

「私のお客様」では、アクセス権をそのサービスパートナーに付与した
全てのお客様の全ユニットが記載された、見やすいリストが表示されま
す。

フィルター（1）を用いると、サービスパートナーはお客様と、エラー状
態にあるユニットでフィルターをかけられます。ユニットをクリックす
ると、ユニットの詳細が表示されます。
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1.	「ユニットを追加する」ボタンを
クリック

2.	アクティベーションコードの入力
3.	新しいユニットの名称を入力（自
由に選択可能）

4.	ユニットのロケーションまたはグ
ループを定める

ユニットの登録が完了すると、そのユニットがユニット管理とユニット
の概観に表示されます。初回登録の後、最新の運転データが表示される
まで少々時間がかかることがあります。

3.2.2	ユニット詳細の表示 

1.	目のアイコンをクリック

2.	詳細情報の表示（データは自動的
に記録）

3.2	ユニット 

3.2.1	ユニットの新規追加

必要条件	 
SelfCookingCenter®またはVarioCookingCenter®	がインターネットと接続
されていること。これについての注と詳細はSelfCookingCenter®	または
VarioCookingCenter®のマニュアルに記載されています。

重要：	 
安全上の理由から、登録プロセスは常にユニットから開始しま
す。SelfCookingCenter®またはVarioCookingCenter®の設定「MySCC」ま
たは「MyVCC」から、メニューポイント「ConnectedCooking」を開け
ます。

 

1.MySCCまたはMyVCCキーを押す

2.ConnectedCookingを選択する

3.	ConnectedCookingをクリックして、起
動する

4.	登録コードが表示される（インターネッ
トに接続されていること*）

*		詳しい情報はSelfCookingCenter®または
VarioCookingCenter®のマニュアルまた
は第4章でご覧いただけます。

ConnectedCookingスマートフォン・アプリまたはオンラインポータ
ル上で、このアクティベーションコードを用いてユニットをご自身の
ConnectedCookingシステムを加えることができます。
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ステップ	2：ユニットの削除 

1.「×」のアイコンをクリック

2.消去を確認する

3.3 ユニットのソフトウェア・アップデートの設定

新しいソフトウェアバージョンが提供された際に通知をユニットで受け
取ることができます。	

こうした通知を受け取るか否かはご自分で決定できます。これはユニッ
トのConnectedCookingの設定で実行できます。

 

3.2.3	ユニットデータの編集 
 

1.	鉛筆のアイコンをクリック

2.	所属グループの変更
3.	独自の画像をアップロード

 

3.2.4	ユニットの削除 
ユニットの削除は2つの段階を通して行います。最初の段階ではまずユニ
ットをログアウトします。これで、データをシステムに転送できなくな
ります。ログアウトの時点でユニットがインターネットに接続されてい
ない、あるいは運転中でない場合は、48時間後に強制的にログアウトさ
れます。ユニットがログアウトされているだけの場合は、HACCPデータ
は引き続き利用できます。

ログアウトの完了後、あるいは強制ログアウト後、ユニットをHACCPデ
ータと共に削除できます。

ステップ	1：ログアウト 
 

 

1.「×」のアイコンをクリック

2.ログアウトを確認する
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3.4	調理プログラムの管理

調理プログラムの管理ではSelfCookingCenter®とVarioCookingCenter®用
の調理プログラムを容易に管理、編集することができます。	

3.4.1	調理プログラムの新規作成 
 

1.	「新しいプログラム」をクリック

2.	ユニットまたはプログラムのタイ
プを選択

3.	調理プログラムの名称、追加情報*
、説明、言語を決定	

4.	調理プログラムのための画像をア
ップロード

5.	推奨されるアクセサリーの画像を
アップロードまたは選択

6.	ユニット上のように調理プログラ
ムを作成

7.	自らのConnectedCookingライブ
ラリで保存（「私の調理プログラ
ム」）	

1.			ディスプレイの下端にある「アップデート」通知
をクリック

2.	クリックすると、「ConnectedCooking」の設定が
自動的に表示されます。ここで「ソフトウェア・
アップデートの開始」のフィールドが表示され
ます。このフィールドをクリックしてソフトウェ
ア・アップデートを実行します。 

3.	ユニットのスイッチが自動的に切れて、最新ソフ
トウェアがユニットにインストールされます。こ
のプロセスには数分間かかる場合があります。そ
の後ユニットのソフトウェアは最新状態となり、
ユニットを再び運転できます。
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3.4.3		調理プログラムをユニットから読み出す 
 

1.	「ユニットからインポート」のボ
タンをクリック

2.	インポートしたい調理プログラム
のあるユニットを選択

3.	「調理プログラムの表示」をクリ
ック	

1つあるいは複数の調理プログラムを選択（マニュア
ル調理プログラムではカテゴリーの選択が必要）

選択した調理プログラムをインポート

3.4.2	既存の調理プログラムの編集

1.	ご希望の調理プログラムをクリック

 
2.3.4.1で記されているように、調理プログラムを編集
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3.4.5		レシピライブラリの「インスピレーション」から調理プログラムを
取り込む

レシピライブラリにあるほぼ全てのレシピはマウスクリックするだけで
簡単に調理プログラムに取り入れることができます。ご自身の調理プロ
グラムライブラリからは、下記のようにして、ユニットに転送できま
す。

転送完了の確認が表示されます。

レシピ管理からの調理プログラムは調理プログラムライブラリに保存さ
れています。

3.4.4		調理プログラムをメディアから読み込む（ユニットがオフラインで
ある、または登録されていない場合） 
 

1.	「ユニットからインポート」のボ
タンをクリック

2.	「XMLの選択」のボタンをクリ
ック	

3.	調理プログラムのカテゴリーの
決定	

4.	「インポートする」をクリック	 
完了
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3.4.7		調理プログラムの転送の計画と完了についての概観
調理プログラムの転送を特定の時間に行う場合は、転送する時点まで計
画中の転送が表示されます。こうした計画中の転送は転送する時点まで
編集、消去できます。

完了した調理プログラムの転送は、下に位置する表に表示され、後に役
立つ情報となります。これらのデータは、企業の調理プログラムへのア
クセス権を持つ全ユーザーが閲覧できます。

3.5	ＨＡＣＣＰデータ

自動HACCPドキュメンテーションは、企業アカウントと繋がってい
る全ユニットの全HACCPデータを記録し、これらをリストに表示
します。HACCPデータはConnectedCookingに6ヶ月間保存されま
す。HACCPデータのConnectedCookingプラットフォームへのアップロ
ードは、ユニット上の「mySCC」でオンまたはオフにできます。

表示の際にはユーザーの各権限が考慮され、割り当てられたグループに
属しているユニットのデータのみが表示されます。	 	

3.4.6	調理プログラムをユニットに転送する 
調理プログラムのユニットへの転送方法は、オンラインショップなどで
の買い物をモデルにしています。「追加する」のボタンをクリックする
と調理プログラムがバスケットに入れられ、これが続いてユニットに転
送されます。 
 

1.	ご希望の調理プログラムの「追
加」ボタンをクリック

2.	調理プログラムはバスケットに配
置されます。	

3.	「レシピの転送」をクリックして
転送プロセスを開始	

4.			転送する時間の選択と、計画中の
調理プログラムの概観

5.			対象となるユニットグループまた
はユニットの選択

6.			「転送する」をクリック。	

完成！
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3.6	ユニットの状態の表示

ユニットの概観では、現在のユニットの状態をさっと見通せます。観や
すいリストまたは見た目のいいカードの形式で、ユニットの最重要情報
が表示されます。	 	

3.6.1	 状態の概観

1.	表モードに変える
2.	タイル表示に変える
3.	ユニットをグループでフィルタリングする
4.	「処置が必要」または「エラー」の状態にあるユニットをフィルタリングする
5.	ユニットのデータが自動的に更新、表示される
6.	新規ユニットの追加（接続）
7.	リストのエントリーの分類
8.	状態の表示 
●=ユニットがオンライン、異常なし 
●=ユニットにユーザーの処置が必要 
=ユニットが「異常」のステータスにある 

●=ユニットがオフライン
9.	現在の芯温の表示
10.	現在の残りの調理時間の表示
11.	現在の庫内温度の表示
12.	現在の庫内湿度の表示
13.	現在のケア状態の表示

3.5.1	HACCPデータの概観 
 

 
1.			HACCPデータをグループでフィルタリングする
2.			複数回のチャージのPDFを作成する
3.			CSV（Excel）またはPDF型式で各チャージをエクスポートする

3.5.2	チャージのHACCPデータ表示 
 

1.	チャージについての情報
2.	同一ユニットのHACCPチャージに目を通す
3.	CSV（Excel）またはPDFデータを作成
4.	調理プログラムの温度の経緯
5.	経緯の詳細を表で表示
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4.	 	セットアップの簡易説明

4.1	SelfCookingCenter®とVarioCookingCenter® 

1.ソフトウェア・アップデート 
USBスティックを用いて、手動でソフト
ウェア・アップデートを実行してくださ
い（これが最後です）。

2.DHCPのアクティベーション 
ネットワーク設定でDHCPをアクティベー
トしてください。 
（DHCPを用いない場合は、ご担当のITチ
ームにネットワーク設定を準備してもら
ってください）	

3.6.2	ユニットの状態の詳細 
 

1.	ユニットの概観に戻る
2.	ユニットから調理プログラムをインポートし、ユニットにある全ての調理プログラムを消
去する

3.	遠隔操作の開始
4.	現在のユニット状態の表示

=	ユニットがオンライン、異常なし

=	ユニットがオフライン

=	ユニットに異常がある
 

5.	現在のケア状態と現在の洗浄段階を表示。

ケア状態と洗浄段階は以下のように16段階で表示されます。 

 
最高の状態	 最悪の状態
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6.ユニットの追加（コンピューター） 
この時点で、コンピューター上でユニッ
トを接続できます。まず「私のユニッ
ト」をクリックして、続いてユニット概
観の「+	ユニットの追加」をクリックし
ます。	

7.ユニットの追加 
コードをマニュアル入力またはスキ
ャン入力できるウィンドウが開きま
す。コードの数字をクリックして、QR
コードをユニットからスキャンして
ください。各ユニットに名称をつけ
て（例：SelfCookingCenter61Eや
VarioCookingCenter112L）、該当のグル
ープに割り当ててください。	

3.		ConnectedCookingのアクティベーシ
ョン 
ConnectedCookingをアクティベートして
ください。続いて「登録コード」という
フィールドが表示されます。このフィー
ルドをクリックしてください。	

 

4.登録コード 
フィールドをクリックすると、数字のコ
ードとQRコードが記載されたウィンド
ウがユニットに現われます。このコード
は、接続のために、ConnectedCookingプ
ラットフォームで必要となります。

5.ユニットの追加（アプリ） 
この時点で、アプリを用いてユニットを
接続できます。ここではまずメニューの
「私のユニット」をクリックして、続い
てユニット概観の「+」をクリックしま
す。	
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4.2	ネットワークケーブルを使わずにセットアップ

ユニットは、ネットワークケーブルまたは無線LANアダプターを用いて
ネットワークに接続できます。無線LANアダプターはほぼどのような使
用ケースにおいても自由に使うことが可能ですが、RATIONALの同梱内
容には含まれていません。	

セットアップ例

1.	無線LANアダプターを、ネットワークケーブルでRATIONALのユニット
と接続し、コンセントにつなぐ。	

2.	取扱い説明にしたがって、無線LANアダプターをルーターと接続。	
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