
５GB × ユーザー数ディスク容量

はじめやすい契約形態

KYPJ-001-2206 本カタログの記載事項は変更になる場合がございます。 2022年6月版

1ユーザー単位で
契約できる
（※5ユーザーから契約可能）

1ヶ月ごとに
契約更新できる

初期費用は無料

価格（税抜き） 月額 780円 /1ユーザー
(年額9,170円/１ユーザー)

ライトコース

外部サービスとの連携、
プラグイン、拡張機能

スタンダードコース
オススメ

月額 1,500円 /1ユーザー
(年額17,640円/１ユーザー)

お客様のkintoneをの
ぞ
き
見
！

25,000社以上の豊富な導入実績

kintone  事例

あらゆる業種の、あらゆる人の、あらゆる仕事がkintoneによって変わりました。

https://kintone.cybozu.co.jp/

https://cybozu.co.jp/logotypes /trademark /

プロジェクト
管理

ユーザー事例6選
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パーソルキャリア
ITプロジェクトのサポートを担うIT統括部門でkintone導入。
高い閲覧性と簡略化された申請フローで、プロジェクト進行がスムーズに！

事例1

イエムラ
無駄な外注を7割削減。実現させたのは課題が一目でわかる色分け。
リアルタイムな情報から迅速な改善PDCAを可能にするkintone。

事例2

京屋染物店
創業100年の和装染物店が挑んだ業務改善。
徹底した業務課題の洗い出しと現場に合わせたシステム構築で
創業以来最高の売上を達成。

事例3

品川区役所
わずか2ヶ月で自治体におけるオンライン申請の仕組みを整備。
中小企業支援に欠かせない助成金申請の基盤に採用されたkintone。

事例4

ケミカルグラウト
施工現場が日々取り組む資料作成の効率化に役立つkintone。
年間24日の工数削減、施工管理の品質向上にも貢献。

事例5

あらゆる業種の、あらゆる人の、あらゆる仕事がkintoneによって変わりました。

毎月500社が導入中！

これまで帳票類作成のためにエクセルに
入力していた作業が効率化され、
無駄な稼働が削減されました。

ANAファシリティーズ　青木氏

全体の状況が見えていなかった
時には、こんな収益を上げられ

なかったと思います。

京屋染物店　蜂谷氏

kintoneであれば、今日の数字が
明日改善できるようになるのです。

イエムラ　家村氏

窓口に出向かずとも
申請しやすい環境が

 整備できたことは大きな効果です。

品川区役所　後藤氏

パーソルキャリア　廣氏

エクセルと比べて
プロジェクトの情報を

総合的かつ立体的に把握できます。

ANAファシリティーズ
プロジェクトのコスト管理をkintoneで一元化。
コストの見える化でプロジェクト品質の更なる向上を実現。

事例6

ケミカルグラウト　小野氏

隙間時間にタブレットから日報登録。
年間24日ほどの工数削減に

つながりました。
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ツールを導入したものの、
現場の使い心地が良くな
いため、なかなか利用して
くれない。ニーズに合わせ
てシステムを改修すると、
その度に相当のコストが
必要になることも。

業務プロセスごとに対応
メンバーやチーム、部署が
分かれていると、各工程
での進捗状況を把握する
のが難しく、最適な判断
ができない状態に。

エクセルなどでプロジェク
ト管理をしていると、各自
でフォーマットがバラバラ
になり、管理が煩雑に。
データの集計などに時間
がかかり、余計な工数がか
かってしまう。

バラバラのフォーマットで管理が煩雑1

ツールを導入したが、使いづらい3

プロジェクト全体の進捗状況がわからない2

プロジェクト管理のよくあるお悩みは、 すべてkintoneで解決

すぐに使えるテンプレートは100種類以上。
あらゆるプロジェクト管理に活用できます。

テンプレートは100種類以上！ あらゆる業務に使える

タスクと担当とステータスを
紐づけて、業務プロセスに
沿った進捗管理ができます

タスクと担当とステータスを
紐づけて、業務プロセスに
沿った進捗管理ができます

プロジェクトごとの
担当者や進捗状況、
予算などが一覧で
確認できます

プロジェクトごとの
担当者や進捗状況、
予算などが一覧で
確認できます

管理が
煩雑

内容は
バラバラ

プロジェクト管理

案件名

担当者 ステータス

金額 添付資料

kintoneで
解決！ 統一したフォーマットで情報が集まり、集計や管理も手間いらず！

条件を選んで、溜めたデータをグラフで見える化できます。リアルタイムに
データが反映されるので、レポートや分析の度にまとめ直す必要はありません。

リアルタイムなデータを
元に集計できます

レポート機能で全体進捗を見える化

パソコンやスマホから、統一のフォーマットで情報の粒度を揃えな
がら、データを登録・集計できます。

統一フォーマットでデータが集まる

情報を分散させないコミュニケーション機能で、全体の進捗を見える化！kintoneで
解決！

プロジェクト全体のフローが見える化でき、タスクの抜け漏れを防ぎます。

データに担当者とステータスを紐付け

一つ一つのデータに対して、指示やアドバイス、コメントを書き込
むことができ、関連する情報が分散せず、一か所に集約できます。

データに紐づくコメント機能

見積もり受注 承認

OK

最短３分で自分たちの理想のプロジェクト管理システムが完成！kintoneで
解決！

日報

問い合わせ管理 採用面接管理

案件管理

タスク管理 交通費申請

など

ドラッグ&ドロップで、絵を描くように自由に設計。 使っている項目に過不足があっても
すぐに改修できるため、現場の入力ストレスをスピーディーに解消できます。

組み合わせると、
どんな仕事にも
ピッタリはまる

組み合わせると、
どんな仕事にも
ピッタリはまる

項目一覧項目一覧
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●オリジナルの帳票にデータを出力

kintoneとつながるクラウドサービス

kintoneに登録された情報から、見積書・請求書などを綺麗なフォーマットで出力できるサービスです。

●アンケートやお問い合わせフォームを作る
アンケートやお問い合わせ、セミナー受け付けなど、
kintoneに連携する高機能なWebフォームを作成できます。

●エクセルのような操作感を実現
kintoneをエクセル感覚で操作できるので、入力コスト
を削減できます。

「プリントクリエイター」
提供元 :トヨクモ株式会社

「RepotoneUシリーズ」
提供元 :株式会社ソウルウェア

「OPROARTS」「ドキュトーン」
提供元 :株式会社オプロ

フォームブリッジ
提供元 :トヨクモ株式会社

krewSheet
提供元 :グレープシティ株式会社

マーケティングオートメーションツールや、ファイル管理サービスなど、kintoneはさまざまなクラウドサービスと連携して利用できます。

kintoneの機能を拡張できる連携サービス
帳票出力やカレンダー、データ集計など、kintoneの機能を拡張するさまざまな連携サービスが
サイボウズのパートナー企業より提供されています。

各種連携サービスを利用するためには、kintone スタンダードコースのご契約が必要です。
また、各種連携サービスの利用料金が別途必要です。

プロジェクト管理をもっと楽にする オススメ機能

入力項目数が増減する場合に
便利な「テーブル」

「通知・リマインダー」で
対応漏れを防ぐ

業務フローに沿ったプロセス・担当者を設定することができ、
プロジェクトごとのステータスを管理することができます。

閲覧できる人を制限できる
「アクセス権」
細かな条件設定でデータの閲覧、編集、削除といった操作権
限の制御が可能です。

複数のデータを１つのレコードに登録するときに、自由に
行を追加できます。

日時や条件を指定し、通知やリマインドを受け取ることで
対応漏れを防ぎます。

メールやスマートフォンアプリでも通知を
受け取ることが可能です。

データ入力がラクになる
「ルックアップ」
他のアプリに登録されているデータを効率的に入力できま
す。入力ミスや表記揺れを防ぎます。

顧客管理アプリから顧客情報をコピーする顧客管理アプリから顧客情報をコピーする

データ添付も可能
（最大1GBまで）
データ添付も可能
（最大1GBまで）

売上情報の共有や、日々のコミュニケーションの場を一箇所
に集約することで業務効率がアップします。社外の人とのや
りとりも可能です。

情報を集約できる「ポータル」機能

業務プロセスに沿った
進捗管理ができる「プロセス管理」

事例3「京屋染物店様」
事例6「ANAファシリティーズ様」

で利用中

事例3「京屋染物店様」
事例6「ANAファシリティーズ様」

で利用中
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事 例 1

パーソルキャリアのIT統括部BITA部署に浮上した問題が、各種
申請フローやツールの散在だった。 
年間100件を超えるITプロジェクトを実施する同社の申請書類
は、膨大なものとなる。導入前はメールフォーマットによる捺印
申請、エクセルによる進行管理などでまかなっていた。
「現場担当者の手間もそうですが、何よりBITA部署のガバナン
スという観点からの改革が必要でした」 。
エクセルで管理し現場と共有していたため、データが重くなり、
何より閲覧性に課題があった。年間100件ほどのシステム開発プ
ロジェクトを抱える同部門。エクセルでは、数字を入力するとこ
ろに文字列が入力されるなどのヒューマンエラーが起きていた
という。また、承認された金額やかかったコスト、担当者、承認ス
テータスなどを一元管理し、誰もが手早くチェックできるような
システムが求められた。

「kintone を導入したことで、現場が情報を更新し、それをリ
アルタイムで確認することが可能になりました。さらに、これら
のアプリに、共通したプロジェクトナンバーを持たせました。現
場担当者とガバナンス部署の双方が、一つのプロジェクトの情
報を総合的かつ立体的に把握できるようになったのです」。
kintone による情報の可視化は、同部署にとって意義のある
ものだったという。プロジェクトにまつわる審議や発注、さら
には商談の記録が一元的に管理され、閲覧性が大きく向上し
た。 「エクセルで管理していた時期と比べて一覧性がはるかに
向上したため、入力ミスなども減少しました。また、手間のか
かるメールのやり取りも減り、社員の申請フローは格段に簡
略化されたと感じます。これにより、ナレッジや情報を組織全
体で活用していこうとする土台ができつつあります」。

Before After

各種申請フローやツールが散在、
ガバナンス強化が課題

プロジェクトに必要な申請書や
進行表などの管理、共有、可視化を実現

パーソルキャリア様の実際のkintone画面
ITプロジェクトのサポートを担うIT統括部門で 
kintoneを導入。 高い閲覧性と簡略化された
申請フローで、プロジェクト進行がスムーズに！

パーソルキャリア

IT投資に関する稟議への付議申請ができるアプリ。このアプリの利用頻度が高く、従来であれば散在していた申請書類の一元管
理を実現させた。

ITプロジェクトの実績情報や振り返り、
評価情報などを記載する。
また、内部統制上の承認記録などを記入
している。プロジェクトにまつわる審議や
発注、さらには商談の記録が一元的に管
理され、閲覧性が大きく向上した。

プロジェクト管理に便利な
情報を自動入力できる
プロジェクト管理に便利な
情報を自動入力できる

「＋」で行を増やせる「＋」で行を増やせる
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事 例 2

金属製品製造業

業種

利用規模

50名以下

イエムラ

無駄な外注を7割削減。実現させたのは課題が
一目でわかる色分け。リアルタイムな情報から
迅速な改善PDCAを可能にするkintone。

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/iemura.htmlこの事例の詳細はこちら

kintoneによって営業プロセスの管理を行ったことで、納期回答
が迅速になっただけでなく、営業進捗の把握や目標達成状況の
可視化、案件ごとの収支管理の実現、顧客を深く理解すること
による戦略的な顧客対応の実現など、さまざまな効果が生まれ
ていると家村氏は評価する。「定量的に見れば、外注比率を70％
削減でき、営業利益を大きく増加させることができました」。
またkintone上にリアルタイムな数字が反映されており、改善
に向けたPDCAサイクルを高速にすることも可能となってい
る。「紙による帳票では、1か月前から今日までの情報が印刷さ
れているだけで、それはすでに過去の情報。kintoneであれば、
今日の数字が明日改善できるようになるのです」とその効果を
力説する。

Before After

各工程で連携が取れず、最適な判断ができない
無駄なコスト発生が頻出

一気通貫な業務フローで最適な判断ができるように
営業利益大幅アップ！

イエムラ様の実際のkintone画面

イエムラでは、営業部や技術部、経理部、製造部、工事部といった
業務プロセスごとに部署が分かれているが、それぞれ業務に関
連した情報が十分に共有されておらず、ある意味“気が利く人し
か気づかない”という状態が続いていたと家村氏は当時の課題
について振り返る。「例えば案件ごとの収支でいえば、営業担当
者本人は分かっていても、案件に関わる技術部や製造部の担当
者に伝わっていないケースも。人によっては予算を意識せずに部
材の発注や加工を行ってしまい、結果として十分な利益が確保
できない案件となってしまうこともあるのです」。
担当者が個別に管理するエクセルなどに情報があることも多
く、ほかの部署に情報が共有されていないことでロスが発生す
ることもあった。

よく利用している案件管理アプリでは、案件ごとの見積金額から粗利金額、粗利率などが一覧で可視化できるようになっており、
利益率が一定の閾値を超えた場合は赤く表示されるよう工夫されている。「見える化といえば、一覧画面でたくさんの情報を
表示してしまいがちですが、これでは実際の課題には気づきにくい。色分けをすることで、誰にでも課題に気づけるようになる」。

「製造部進捗管理で納期が近づくとkintone上にアラートが表示されるように作っています」。
普段から取引のある大塚商会に相談してみたところ、客先で業務アプリを開発してくれる訪問開発サービスを使うことで、
kintone自体の導入がスムーズに行えた。

● 案件担当の見える化
● 見積もり情報の共有

● 納期、案件進捗
　の可視化
● 案件ごと目標
　の可視化

● 案件ごとの
　財務計算
● 資産の再配分
　の最適化

見積もり見積もり 生産管理 財務会計

無駄な外注を
７割削減！
営業利益の
増加を実現！

A社
B社

C社
?

?

? ?

?

? ?
?

?

??

?

?

??????
● A社の納期は？
● B案件進んでる？

● A案件の収支状況は？
● 時期ごとの傾向は？

● A社の担当は？
● B社の見積もり
　２回取ってる？
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事 例 3

業種
半纏（法被)・浴衣などの祭用品、
伝統芸能衣装のオリジナル製作や

テキスタイルデザイン、
染色、和裁・洋裁など

利用規模

50名以下

京屋染物店

見たい項目に合わせて 
簡単にグラフ化が可能 

●見積もり情報をプラグインで自由に出力、見積書作成の手間が削減

「販売管理アプリ」では、見積・請求の管理や帳票作成を行っている。商品マスタアプリから商品名や単価をルックアップ機能※で
取得することで、見積や請求の計算がスムーズに行える。また、帳票出力サービス「RepotoneU」を販売管理アプリと連携し、
kintoneのデータを任意のフォーマットでpdfや紙として出力できるようにしている。別で見積・請求書を作成する手間が無くな
り、案件に紐づけた各種書類の提出履歴なども管理できるようになった。

京屋染物店は事業拡大にあたり、複数部署を抱える体制とな
り、部署や従業員間での情報共有において課題に直面した。
各部署の業務進捗や作業量がわからず、顧客に正確な納期の
見積もりができなかった。結果、余裕を持った納期しか伝えら
れず、急ぎの注文には対応できない状況が続いていた。

kintoneによる販売管理システムの導入後、新規案件の発生や
部署ごとの業務進捗が可視化された。負担の大きくなっている
部署を他部署が手伝うなどの協力体制が生まれ、大幅な納期
短縮を実現した。これまではお断りせざるを得なかったような
納期の短い注文が入った時も引き受け可能に。
さらに業務時間も大幅に短縮された。

Before After

●案件管理の一元化によって各部署の負担がひと目で把握可能に

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/kyoya.htmlこの事例の詳細はこちら

工数管理、納期見積もりに問題

上記の問題を解決しようとタスク管理システムを100万円かけ
て構築。しかし、最初に仕様を決めて構築してしまったため、
日々システムを使っていくうちに現場から出てくる『ここをもっ
とこうしてほしい』という要望に応えられず、入力されなくなっ
てしまった。
この状況を解決するには、制約が少なく、柔軟性のあるシステ
ムの導入が必要だった。

高額投資したシステム導入に失敗

業務の可視化により、大幅な業務改善

kintoneは制約が少なく、柔軟なシステムを構築できる。それ
を活かして、現状の課題点の洗い出しを起点として現場の人の
声を取り入れながら本当に使われるシステムを構築することが
できた。

現場の声をシステムに反映

紙で管理していた頃は別々に管理していた受注確定案件と制作指示書は、kintoneアプリでは統合して「受注管理アプリ」として
運用している。製品の最終納期だけではなく、部署ごとの納期や進捗状況も、同アプリ上で管理している。また、進捗状況はステー
タスごとにグラフ表示されるようになっており、社内で抱えている全ての案件が、それぞれどのくらい工程が進んでいるのかが一
目瞭然だ。

京屋染物店様の実際のkintone画面

※ kintoneアプリに入力するデータを他のアプリから取得できるようにする機能です。データ入力の手間を省き、入力ミスも防げます。詳細はP.05へ。

各部署の業務進捗や
作業量がわからず、

正確な納期の
見積もりができない。
余裕を持った納期しか
お伝えできないため
お急ぎの注文には
対応できなかった。

各部署の業務進捗が
ステータス毎に

見える化されたことで
正確な納期の

見積もりが可能に。
お急ぎのお客様にも

対応できるようになった。
営業

1week?
デザイン
1week?

染色
2week?

縫製 納
品

1week?

1…□
2…□
3…□
4…□
5…□

1…□
2…□
3…□
4…□

1…□
2…□
3…□
4…□
5…□

1…□
2…□
3…□
4…□

営業
3days

デザイン
5days

染色
1week

縫製 納
品

6days

受注管理

お見積書は販売管理アプリからワンクリック出力。連携サービスの「RepotoneU」を利用している。

販売管理アプリ

kintoneから帳票出力したいなら
連携プラグイン

「RepotoneU」が便利です。

詳細はP.06へ

創業100年の和装染物店が挑んだ業務改善。
業務課題の洗い出しと現場に合わせた

システム構築で創業以来最高の売上を達成。
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品川区では、従来からさまざまな形で中小企業に対して助成金
申請を受け付けていたが、以前は紙による申請のみで、オンラ
イン上で申請可能な環境は整備していなかった。そういった中、
2020年度に「新型コロナウイルス感染症対応特別助成事業（以
下、コロナ特別助成事業）」を実施することになり、窓口での申
請を受け付けた結果、申請件数は1,400件を超える規模にまで
膨らんだという。
「これまでの助成事業は、多くても50件程度の申請数となって
おり、紙による運用でも十分対応できていました。しかし、コロ
ナ特別助成事業では1,400件を超える規模にまで拡大したこ
とで、業務そのものが膨大になったのです」。
これまで行ってきた紙での運用を続けると窓口までお越しい
ただく事業者の方にとっても、職員にとっても双方の負担が大
きいと判断。そこで、オンラインで申請できる環境を整備する
ことになった。

Before After

紙での助成金申請急増が職員の大きな負担に 事業者・職員どちらの負担も大きく軽減しながら、
交付決定までの期間も半減
kintoneを基盤として助成金申請のプラットフォームを整備
したことで、職員の作業効率化に大きく貢献、特に件数の多い
コロナ特別助成事業の担当者の残業時間は1人あたり15時間
ほどの削減につながっているという。「紙で運用していた2020
年度では、メンバーのほとんどが土日出勤しながら処理を行っ
ていましたが、今はそこまでひっ迫していません。ある意味で
は、自治体における働き方改革にも役立っています」。
申請を行う事業者にとっても、オンライン化は大きなメリット
を感じる点だ。
「当初は初めてオンラインで運用することで申請率が上がらな
い可能性も危惧していましたが、運用を始めてから助成金申請
の98％ほどがオンラインを経由しており、窓口に出向かずとも
申請しやすい環境が整備できたことは大きな効果です」。

品川区役所様の実際のkintone画面
わずか2ヶ月で自治体におけるオンライン申請の
仕組みを整備。中小企業支援に欠かせない
助成金申請の基盤に採用されたkintone。

事 例 4

品川区役所

「複数メンバーで担当しているような申請件数の多い助成事業は、kintoneのコメント機能などを利用して情報共有しています。不備が
あって電話がつながらなかったといったコメントを書き込めば、情報の引継ぎも容易です」と、情報共有にも一役買っているという。

助成金申請は、それぞれ審査中や差し戻しなどの申請状況を管理する必要がある上、最終的な支給決定後には交付決定通知書
を出力し送付したり、交付先口座への振り込みといった作業もあるため、トータルで10工程以上の状況を適切に管理する必要が
あった。こうした複雑な申請ステータスの管理も、kintoneのプロセス管理機能を活用し簡単に行うことができた。

大量の申請書類は窓口や郵
送などの方法で紙で受け取り、
確認するだけでも時間もかかる
ため、残業・休日勤務も増加。
窓口受付時間に訪問する必要
があり、事業者の負担も大き
かった。

窓口 12

6

9 3

申請から確認、交付決定まで
の流れがスムーズになり、月
間15時間程度の残業時間の
削減に成功。
事業者にとっても利用しやすく
なったことで、申請の98%はオ
ンラインに。

12

6

9 3

♪
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事 例 5

ケミカルグラウト

施工現場が日々取り組む資料作成の効率化に
役立つkintone。年間24日の工数削減、

施工管理の品質向上にも貢献。

社員のおよそ半数にあたる150名ほどが日報アプリを活用。現場が立ち上がった時点で本社側で各現場の施工仕様を入力し、現場
では人員や配車、燃料、材料、排泥、作業内容、練上量といったカテゴリごとに必要な情報の入力を日々行っている。さらに、入力さ
れた情報をうまく抽出することで、現場でのノウハウやトラブル情報の一覧などがまとまって閲覧できる環境に。

検索機能を使うことで、現場担当者自らがkintoneに蓄
積された情報にアクセス可能に。情報の検索や共有と
いった、情報活用に関する課題が解消した。

kintoneはスマホやタブレットでも利用可能。同社では、
kintoneに慣れてもらうべく、タブレット普及率が一番高
いチームから運用をスタートさせた。その結果、口コミで使
いやすさを広めることができ、社内浸透に役立った。

地盤改良工事や基礎工事など地下に関連した事業を手がけてい
るケミカルグラウト。同社で働く施工管理者たちは、昼間は作業
品質の確認や安全管理などを現場でこなし、作業を終えた夕方
には、事務所に戻って現場写真や伝票の整理、作業内容の記録
などをエクセルにまとめていた。しかし、膨大な情報をまとめる
ため、どうしても多くの時間がかかってしまう。少しでも効率化
するため、エクセルでマクロを組むといったことも現場ごとに行
われていたが、結果として属人化したエクセルが数多く生まれて
いた。

kintoneを導入したことで、隙間時間にタブレットで日々の記
録を登録できるようになり、年間24日ほどの工数削減ができ
た。業務の効率化によって、本来注力すべき現場管理に時間を
割くことができるようになり、これまで以上に安全や品質に対
してきめ細かに管理できるようになっている。

情報共有という面でも、以前は現場から必要な情報を探して欲
しいという要望が本社に多く寄せられていたが、kintone内で
自ら情報検索できるようになったことで問い合わせ自体が大
きく減った。現場で入力した数字の修正も本社側で気づけばす
ぐに修正できるため、ケアレスミスの撲滅にも大いに役立って
いる。

Before After

属人化したエクセルが現場に蔓延 年間24日の工数削減、施工管理の品質向上にも

工事に関する貴重な情報は、エクセル内に情報があっても、現
場担当者のパソコン内に保管されてしまうとノウハウが共有さ
れず、他の現場に生かすことが難しい状況だった。   

現場からは情報活用に関する要望も

ケミカルグラウト様の実際のkintone画面

一元管理で業務全体が見える

日報一覧

佐藤

田中

鈴木

※株式会社日立ケーイーシステムズ提供。
　拡張機能はスタンダードコースでのみ利用可能。
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ANAファシリティーズ様の実際のkintone画面

ANAグループの施設部門として、空港・航空関連施設に携
わってきたノウハウを最大限発揮し、効率的な施設構築のプ
ロジェクト管理、所有施設の劣化診断から中長期修繕計画の
立案まで、安全かつ質の高いサービスをワンストップで提供し
ている同社のファシリティソリューション部。
同部では、ANAグループの空港工事をはじめとする数多くの
プロジェクトを管理しており、各フェーズで発生する見積査
定、発注処理、建設仮勘定（固定資産計上）などのコスト管理
をエクセルファイルで実施していた。しかし、各フェーズで別々
のエクセルファイルで作成・管理していたため、プロジェクト
の企画から完了までの「コストの流れ」が把握しにくく、プロ
ジェクト横断的な集計・分析ができていないことが課題と
なっていた。

プロジェクトの企画から完了までのコストの流れや関連帳票
をkintone上で一元化。各フェーズで必要となる注文書など
の帳票は、kintone帳票連携サービス（RepotoneU）で出力
できるように。「これまで帳票類作成のためにエクセルに入
力していた作業が効率化され、無駄な稼働が削減されまし
た。 また、過去の工事データを検索することが容易になり、新
規プロジェクトの際の参考情報（過去実績情報）の収集が非
常に効率化されました」。

Before After

プロジェクトの各フェーズごとの、
コストデータの一元管理・見える化が課題に

プロジェクトコスト管理の業務を効率化

コストの増減が発生した場合の原因や対応内容の共有、関
連書類の受領状況を一覧で確認することができるようにな
り、プロジェクト品質の更なる向上を支援する仕組みを構築
することができた。

コストの見える化でプロジェクト品質の
更なる向上を実現

事 例

プロジェクトのコスト管理をkintoneで一元化。
コストの見える化でプロジェクト品質の

更なる向上を実現。

6

ANAファシリティーズ

年度別や建物別などの様々な観点でプロジェクトコストを見える化して分析と改善が可能になり、将来的にプロジェクトコストの
予想精度向上や最適化に向けた基盤を整備することができた。

完了予定日を過ぎた、未提出の書類があるプロジェクト
を一覧で確認することができる。コストの増減が発生し
た場合の原因や対応内容の共有、関連書類の受領状況
を一覧で確認することができるようになり、プロジェク
ト品質の更なる向上を支援する仕組みを構築することが
できた。

クラウド上のkintoneにコスト管理を一元化することで、
入力したデータを活用し帳票を作成できるようになった。
さらに過去の参考情報へのアクセス性が向上し、データ
検索に要する時間が減少し、業務効率化に繋がった。
また、プロジェクトの各フェーズで必要となる注文書など
の帳票は、kintone帳票連携サービス（RepotoneU）で
出力できるように。
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kintoneはプロジェクト管理に限らず あらゆる用途に使えます。

案件の進捗や内容、提出した資料などをまとめて管理でき、
担当者でなくても状況を把握できます。

案件管理・商談履歴

提案資料や各種カタログなどのデータを保存し、
ノウハウを共有できます。

ファイル管理

見積の作成から承認までkintone上で完結できるので、
顧客への対応スピードを向上できます。

見積管理

各用途で集まったデータを
顧客リストと関連付けることも可能

顧客リスト

関連レコード機能を使えば「顧客リスト」を元に、さまざまな情報を相互に関連付けできます。 
関連付ける情報は、案件、見積、問い合わせ履歴など、自社の業務に合わせてカスタマイズ可能。

この機能を使えばせっかく集めたデータがバラバラになることはありません。

あらゆる用途から一部をご紹介します

モバイルからも書き込み・閲覧できるので、
外出先からも社内の情報を確認できます。

業務日報

連携サービスを使えば、
帳票印刷まで完結できます。

社外の人とkintone上でデータのやり取り、コミュニケーションが可能です。
1対1のコミュニケーションによる情報の属人化や連絡漏れをなくし、複数企業間でのコミュニケーションを効率化します。

社外の人とのやり取り

コミュニケーション データのやり取り

案件管理 見積管理

社内に散在する顧客情報や案件情報を一元管理し、
効率的な営業活動を実現します。

顧客・案件管理

各種決裁ワークフローをkintone上で実現できます。

交通費・物品購入など 各種申請
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kintoneについてもっと  詳しく知りたいあなたに

●サイボウズに相談する
オンライン相談する 電話・メールで相談する

30日間の無料お試し期間中から不明点や気になる点
について、電話やメールで気軽に相談できます。

専門スタッフがお客様の疑問やご相談をお伺いし、
お客様にあった活用方法をご紹介します。

お問合せフォームと電話番号は、cybozu.com
共通管理者の方の環境からご確認頂けます

●パートナーに相談する
導入をサポートして欲しい方や、プロに開発を頼みたい方にオススメです。

パートナーは、kintoneの導入前後のお客さまをサポートする
サイボウズ公認の協力企業です。
提案・開発・設計・教育など、製品の導入から運用まで、
お客さまの業務改善の伴走者として全力でご支援します。

・最適なアプリの設計や構築
・業務課題の整理
・システムの全体設計や個別開発
・利用定着・活用促進のお手伝い

まずは、kintoneの無料お試しの申し込みをしよう！1

サンプルアプリから「プロジェクト管理」アプリを追加しよう！2

はじめての方は、サンプルアプリから追加するのがオススメです！
サンプルアプリから「プロジェクト管理」アプリを追加する方法をご紹介します。

お試し申し込みURL
https://kintone.cybozu.co.jp/trial/

※お試しに機能制限は一切ありません。すべての機能
（スタンダードコースに準じる）をお試しいただけます。

※kintoneのお試し期間中はクレジットカード情報など
支払いに関する情報は伺いませんので、30日経過して
も自動的に課金されることはありません。

ソフトウェア開発管理、懸案管理、SE工数
管理日報など、あらゆる用途に使えるサン
プルアプリが揃っています。

フォームの内容に従って入力

「アプリ」の
「＋」をクリック

左上の検索窓で
「プロジェクト」を
入力し検索！

必要なアプリを選択し
「このアプリを追加」をクリック

kintoneに
ログイン

「追加」をクリック

アプリを
使ってみよう！

アプリの
使い方の
詳細は…

別冊：
ここからはじまる
kintone導入ガイドブックアプリが追加されました！

お試し申し込み完了後、登録した
メールアドレス宛てに送られた
メールをご確認ください。

件名「kintone試用申込み
ありがとうございます」のメール
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