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Worksアプリの概要

Worksアプリの基本的な概念の解説ページです。「レコード」

「サブレコード」の概念や、基本画⾯などの概要解説します。



レコードとサブレコード

例えば、顧客への対応履歴を管理したいとします。下記の図の左側、お客様である「株式会社イン

ターパーク」の基本情報が 親=レコードとなり、右側「株式会社インターパークに対して⾏ったア

プローチ」の情報が ⼦=サブレコードとなります。親となる情報に紐付けて、⼦となる情報を登録

して管理していくというデータ構成が基本になります。

親となる情報 = レコード
株式会社インターパークの基本情報 株式会社インターパークに対しておこなった 

アプローチ

⼦となる情報 = サブレコード

■ 顧客対応アプリの考え⽅

   Worksアプリのデータ構成は、 

「レコード」と「サブレコード」が基本になります。

3. アポイント・商談

2. 電話商談

1. 接触

4. 成約



レコード・サブレコードの表⽰

Worksアプリでは、登録したレコード・サブレコードは 

レコード詳細画⾯で紐付いて表⽰されます。

親となる情報 = レコード ⼦となる情報 = サブレコード

株式会社インターパークの基本情報 株式会社インターパークに対しておこなった 

アプローチ

1. 接触 2. 電話商談 3. アポイント・商談 4. 成約

レコード・サブレコードのデータの関係性を様々なシチュエーションに当てはめていくことで、必

要なデータが関連づけられながら蓄積し、データベースとなっていきます。Worksアプリの最も基

本的なデータ構造です。



データの活⽤

例えば、顧客対応履歴を管理する場合、１件のデー

タではさほど⼤きな意味をもちませんが、⽇々営業

をしていればすぐにデータは蓄積していきます。そ

してある程度データが蓄積されれば、傾向の判断、

対応のモデル化、リードソースの確⽴化や現在対応

中の顧客の状況把握、売上⾒込みの予測など、

Worksアプリの機能を使って、様々な⽅⾯にデータを

活⽤していくことで業務の効率化を強⼒にバックア

ップします。

蓄積されたデータをWorksアプリの機能を使って、様々な⽅⾯に 

活⽤していくことで業務の効率化をバックアップします。

各種検索・抽出 各種集計・グラフ作成

登録されたレコードは、キーワード検索できます。また、絞り込み

検索で様々な条件を設定して適合するデータを抽出することもでき

ます。

Exel,CSV形式でレコード・サブレコードのを⼀括ダウンロード・⼀

括アップロードができます。

作成したグラフやカスタムリストなどを⾃由に表⽰できるダッ

シュボードを活⽤すれば、状況の把握や共有もスマートです。

登録されているレコード・サブレコードを使って集計やグラフ作成

が可能です。棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ・進捗グラフの4種

類から⽤途にあった表⽰のグラフを簡単に作ることができます。

データの⼀括登録・⼀括ダウンロード ダッシュボードの活⽤

▲レコード詳細画⾯

■ データの活⽤に便利な機能の⼀例

◀レコード⼀覧画⾯

顧客データ（レコード）に対

して、紐付けて対応履歴がサ

ブレコードとして登録されて

います。

登録しているレコード（顧

客データと対応履歴）が⼀

覧表⽰されます。蓄積され

た情報をデータベースとし

て、様々な集計・分析等を

通じてデータを有効活⽤す

ることができます。



基本画⾯と便利な機能

Worksアプリの操作は3つの基本画⾯から⾏います

■ ⽤意されている機能を使い、さらに便利、さらに使いやすく！

アプリによってディフォルトで設定されている機能と設定されていない機能があります。 

管理者がアプリに各種機能を追加することができます。 

Etc…

ダッシュボード機能

観覧履歴

コメント機能

各種権限設定 ユーザーグループ設定

レコード状態機能

アプリグループ設定

ワークフロー機能

レコード登録画⾯

レコード詳細画⾯

レコード⼀覧画⾯

レコードを登録する画⾯です。必要な項⽬が⽤意さ

れた⼊⼒画⾯となっていますので、項⽬に沿って⼊

⼒するだけですぐに登録できます。 

▶ 詳細は「04_レコード登録画⾯」をご覧ください。

▶ 詳細は「03_レコード詳細画⾯」をご覧ください。

登録されたレコードの詳細を表⽰する画⾯です。 

レコードに紐付けるサブレコードの登録はこの画⾯

から⾏います。承認機能やコメント機能などは、こ

の画⾯に設置されます。

登録されたレコードの⼀覧を表⽰する画⾯です。 

この画⾯から、各種検索ができるので必要なレコー

ドを探したり、⼀定の条件で絞り込んだレコードを

抽出することもできます。

▶ 詳細は「02_レコード⼀覧画⾯」をご覧ください。

※FREEプランは、ユーザー（ = 管理者）は1⼈のみなので、追加できない機能もあります。



各画⾯の基本操作

3つの基本画⾯、ダッシュボード、アプリのカスタマイズ、 

各種管理項⽬の基本的な操作を解説します。



01

レコード⼀覧画⾯
レコード⼀覧画⾯に関する説明ページです。レコード⼀覧画⾯では、キーワード検索や絞り

込み検索、レコードの編集や削除など様々な操作を⾏えます。



01-1 レコード⼀覧 レコード⼀覧画⾯

［レコード⼀覧］タブを選択すると登録しているレコードの⼀覧が表⽰されます。1

レコード⼀覧の表⽰項⽬の変更 

「設定」アイコンを選択で、レコード⼀覧の表⽰に関

する設定ウィンドウが表⽰されます。

各項⽬、左のチェックボックスにチェックを⼊れると

⼀覧に項⽬が表⽰されます。 

右の「移動」アイコンのドラッグ＆ドロップ操作で項

⽬の順番を⼊れ替えることができます。

1

2

6

9

7

84

5

3

4

2

5

3

6 7

8 9

通知（ベル）アイコン

スマホ⽤QRコード 
アイコン

設定アイコン

新規レコード 
登録ができます。

⼀覧メニューを 
表⽰します。

ヘルプアイコン

コメントや承認申請など、各種通

知を表⽰します。新規通知時にはバ

ッジでお知らせします。

※アイコン内メニュー内容は、管理者・

ユーザーやプラン等で異なります。

※アイコン内メニュー内容は、付与され

ている権限やアプリの設定によって異な

全メニューや、作成し

たカスタムリスト、設

定している分類項⽬等

の⼀覧が表⽰されるの

で素早く各リストにア

クセスできます。

アイコン選択でQRコードが表⽰さ

れます。スマホで読み込むと、すぐ

にアプリが使えます。

アプリの各種設定ができます。 

Worksヘルプセンターへのリンクや

登録された各種マニュアルを⾒る

ことができます。 

設定(⻭⾞)アイコン 

更新(リロード)アイコン 

⼀覧の表⽰件数、 
属性、並び順の変更

アカウント設定、ご契約内容、ア

プリの管理、ユーザーの管理など

の各種設定の他、ヘルプセンタ

ー、ログアウトへの導線もこのア

イコン内に設置してあります。

アイコンクリックでアプリ内の情

報が最新の情報に更新されます。 

⼀覧の表⽰⽅法を変更することが

できます。必要に応じて任意に設

定の変更を⾏ってください。 



01-2 レコードの検索 レコード⼀覧画⾯

キーワード検索 

絞り込み検索 

検索したいキーワードを⼊⼒すれば、レコード内のテキストを

検索できます。

レコードの項⽬を指定してキーワード検索することもできます。

マニュアル マニュアル

1

2

「絞り込み」ボタンを選択すると「レコード情報」が表⽰されま

す。絞り込みを⾏いたい項⽬を選択して「詳細検索」を⾏ってく

ださい。設定された条件でレコードが絞り込まれます。

絞り込まれた結果を「カスタムリスト」として保存することができます。保存したリストは必要な時にすぐに表⽰できるので

便利な機能です。保存したリストは、左メニューの「カスタムリスト」内に表⽰されます。

▶︎キーワード検索の詳細はこちら

▶︎絞り込み検索の詳細はこちら

▶︎カスタムリストの詳細はこちら

https://help.work-s.app/article/p0063.htm

https://help.work-s.app/article/p0017.htm

https://help.work-s.app/article/p0018.htm

登録されているレコード内の検索ができます。

1 2

https://help.work-s.app/article/p0063.htm
https://help.work-s.app/article/p0017.htm
https://help.work-s.app/article/p0018.htm


01-3 グラフの作成画⾯ レコード⼀覧画⾯

登録されているレコードのデータを使ってグラフを作成することができます。

1

1 「編集」アイコンを選択で表⽰されるプルダウンメニューから「集計グラフの作成」をする

と、グラフの作成画⾯が表⽰されます。



01-4 グラフ作成画⾯の項⽬ レコード⼀覧画⾯

グラフ名 1

2 グラフグループ

複数のグラフをグループ化し、まとめて表⽰します。

グラフにタイトルをつけることができます。

グラフの種類 3

グラフのスタイルを選びます。スタイルにより設定項⽬

が違うので、⽬的にあったスタイルをお選びください。

▲ 棒グラフ ▲ 折れ線グラフ

▲ 円グラフ ▲ 進捗グラフ

各グラフ設定4

グラフを作成するための設定をおこないます。 

グラフの種類によって設定項⽬は異なります。

共有設定5

作成したグラフの共有設定を⾏います。共有設定の変更

は集計グラフの作成者しか⾏なえません。

グラフのサイズ6

グラフの表⽰サイズを設定します。

1

2

3

4

5

6



01-5 グラフのラベル項⽬と 
データ項⽬

レコード⼀覧画⾯

ラベル項⽬

データ項⽬

登録されているレコードの項⽬をラベ

ル項⽬とデータ項⽬に当てはめること

でグラフが作成されます。

ラベル項⽬とは

データ項⽬とは

⽐較する対象となる項⽬のことです。例えば上の縦棒

グラフでは、横軸である店舗名がラベル項⽬です。 

グラフ作成時にラベル項⽬として使⽤できるレコード

項⽬をプルダウンメニューでお選びいただけます。 

グラフ作成時にデータ項⽬として使⽤できるレコード

項⽬をプルダウンメニューでお選びいただけます。

▲

▲

ラベル項⽬ごとに表⽰される数値となる項⽬のことで

す。例えば上のグラフでは、縦軸である数字（⼊会者

数）がデータ項⽬です。

レコード項⽬の中で「プルダウン」「⽇付」「ラジオボタン」

「チェックボックス」「数値」で作成された項⽬がラベル項⽬

として使⽤できます。

ラベル項⽬の件数のほか、数値や計算式で作成された項⽬がデ

ータ項⽬として使⽤できます。

※

※

1

2

レコード登録画⾯ 
この項⽬からラベル項⽬とデータ項⽬を当てはめるこ

とでグラフを作成できます。

▲



01-6 グラフの種類 レコード⼀覧画⾯

棒グラフ

折れ線グラフ

各ラベル項⽬に複数のデータ項⽬をグループ化できるので、 
件数の内訳を表⽰させるといった使い⽅ができます。

各ラベル項⽬に複数のデータ項⽬をグループ化できるので、 
属性ごとの推移を⽐較などに便利です。

円グラフ 全てのラベル項⽬の合計を100とした場合の割合が表⽰されるので、全体に対す

る⽐率をひと⽬で確認することができます。グラフにマウスを乗せるとデータ項

⽬の数値が表⽰されます。

進捗グラフ ⽬標数値を⼊⼒することができ、その数値を100％としたグラフを作成できます。⽬標

達成率や進捗度合いの管理に便利です。



01-7 各グラフの設定 レコード⼀覧画⾯

⼀例として「売上⽬標管理アプリ」の以下の数値と項⽬を使って各種グラフを作ってみます。

売上⽬標管理アプリ

顧客ごとに売上を⼊⼒・集計して管理するアプリです。

棒グラフ 折れ線グラフ 円グラフ 進捗グラフ

売上区分A〜Dごとの売上合

計を⽐較するグラフ

⽇ごとの売上合計の推移を観

察するグラフ

全体の売上の中での区分A〜

Dの割合を確認するグラフ

⽬標を設定し、⽬標に対する

達成度を確認するグラフ

02-8へ 02-9へ 02-10へ 02-11へ

¥10,000,000

¥7,395,500

●1⽉の売上⽬標

●1⽉の売上合計

（1/8〜1/31）

●売上区分 ●契約形態

・売上区分A 
・売上区分B   
・売上区分C 
・売上区分D  

・⽉額 
・年間   
・その他  



01-8 棒グラフ レコード⼀覧画⾯

ラベル項⽬を選択する

グループ化を⾏うと、2つの項⽬をデータ項⽬として感連づけ

て表⽰することができます。

⽐較する対象となるラベル項⽬を選択

します。使⽤可能な項⽬がプルダウン

メニューに表⽰されるので、そこから

選びます。この例では「売上区分」を

選択します。

ラベル項⽬ データ項⽬ 

▶ 対象を絞り込む ▶ グループ化 

▶ 項⽬の値が未定義のレコードの場合

売上区分 
契約業態 
⽇付

データ項⽬を選択する

ラベル項⽬ごとに表⽰される数値とな

る項⽬を選択します。使⽤可能な項⽬

がプルダウンメニューに表⽰されるの

で、そこから選びます。この例では

「売上合計」を選択します。

ラベル項⽬の件数 
初期費⽤ 
⽉額費⽤ 
年間費⽤ 
その他売上 
売上合計

グループ化したグラフ表⽰には「集合」「積み上げ」「100％

積み上げ」の3種類があります。

この例のグラフに「契約業態」をグループ

化すると以下のような表⽰となります。

売上合計 グループ化 

グループ化しない 
売上区分 
契約業態 
⽇付

選択してください

売上区分A 

売上区分B 

売上区分C 

売上区分D

売上区分A〜Dごとの売上合計を⽐較するグラフ

AA

BB

C

「ゼロ値でグラフを作成する」

を選ぶと、値がゼロでも項⽬が

表⽰されます。

「省略する」を選ぶと、値のな

い項⽬は表⽰されません。

2,485,0002,485,000

3,245,0003,245,000

▶ 項⽬の値が空⼜はゼロの場合

AA

BB

未定義

2,485,0002,485,000

85,000

3,245,0003,245,000

ラベル項⽬を絞り込むことが

できます。例えば、売上区分

Aのみのグラフに絞り込むこ

とができます。

登録されているレコードの中に、未選択の選択項⽬（プルダウ

ン・ラジオボタン等）があった場合、「未定義」となります。



01-9 折れ線グラフ レコード⼀覧画⾯

ラベル項⽬を選択する

⽇付を選択した場合、集計する期間・グラフに表⽰させる期間

を設定することができます。 
⽇付以外の項⽬では、棒グラフと同様にラベル項⽬の絞り込み

もできます。

グループ化を⾏うと、2つの項⽬をデータ項⽬として感連づけ

て表⽰することができます。

⽐較する対象となるラベル項⽬を選択

します。使⽤可能な項⽬がプルダウン

メニューに表⽰されるので、そこから

選びます。この例では「⽇付」を選択

します。

ラベル項⽬ データ項⽬ 

▶ 詳細設定 ▶ グループ化 

▶ 項⽬が未定義のレコードの場合

▶ 項⽬の値が空⼜はゼロの場合

売上区分 
契約業態 
⽇付

省略するを選ぶと、値のない

項⽬は表⽰されません。

ゼロ値でグラフを作成するを

選ぶと、値がゼロでも項⽬が

表⽰されます。

データ項⽬を選択する

ラベル項⽬ごとに表⽰される数値とな

る項⽬を選択します。使⽤可能な項⽬

がプルダウンメニューに表⽰されるの

で、そこから選びます。この例では

「売上合計」を選択します。

ラベル項⽬の件数 
初期費⽤ 
⽉額費⽤ 
年間費⽤ 
その他売上 
売上合計

この例のグラフに「契約業態」をグループ

化すると以下のような表⽰となります。

売上合計 グループ化 

グループ化しない 
売上区分 
契約業態 
⽇付

⽇ごとの売上合計の推移を観察するグラフ

1⽉
24
⽇

1⽉
21
⽇

1⽉
25
⽇

1⽉
27
⽇

1⽉
28
⽇

1⽉
24
⽇

1⽉
21
⽇

1⽉
22
⽇

1⽉
23
⽇

1⽉
25
⽇

1⽉
26
⽇

1⽉
27
⽇

1⽉
28
⽇

登録されているレコードの中に、未選択の選択項⽬（プルダウ

ン・ラジオボタン等）があった場合、「未定義」となります。

⽉額    年間    その他    未定義

「省略する」を選ぶと未⼊⼒・未選択の項⽬・値は表⽰されませんが、「未定義

として集計」を選ぶと未定義のラベル項⽬として集計した値を表⽰します。

100,000
140,000



01-10 円グラフ レコード⼀覧画⾯

データ項⽬を選択する

ラベル項⽬ごとに表⽰される数値とな

る項⽬を選択します。使⽤可能な項⽬

がプルダウンメニューに表⽰されるの

で、そこから選びます。この例では

「売上合計」を選択します。

グラフにカーソルをのせると、その部分の値（デー

タ項⽬）が表⽰されます。ドーナツ形状の場合は中

⼼にも同様に表⽰されます。
ラベル項⽬の件数 
初期費⽤ 
⽉額費⽤ 
年間費⽤ 
その他売上 
売上合計

「省略する」を選

ぶと未選択の項

⽬・値は表⽰され

ません。

「未定義として集

計」を選ぶと未定

義のラベル項⽬と

して集計した値を

表⽰します。

この場合、売上区分A〜Dのどれにも区分されていない売上

は表⽰されず、Totalにも集計されません。

この場合、売上区分A〜Dのどれにも区分されていない売上

は未定義として表⽰、Totalにも値が加算されます。

ラベル項⽬ 
円グラフでは、データ項⽬

の値は表⽰されず、全体に

おける割合（％）の数値が

表⽰されます。

ラベル項⽬を選択する

⽐較する対象となるラベル項⽬を選択

します。使⽤可能な項⽬がプルダウン

メニューに表⽰されるので、そこから

選びます。この例では「売上区分」を

選択します。

売上区分 
契約業態 
⽇付

売上区分A 
売上区分B 
売上区分C 
売上区分D

データ項⽬ 

Total

7395500
Total

7420500

売上区分A 
売上区分B 
売上区分C 
売上区分D 
未定義

▶ 項⽬の値が未定義のレコードの場合

登録されているレコード

の中に、未選択の選択

項⽬（プルダウン・ラジ

オボタン等）があった

場合、「未定義」とな

ります。

売上区分A売上区分 売上区分B 売上区分C 売上区分D

「省略する」を選ぶと、値のな

い項⽬は表⽰されません。

売上区分A 
売上区分B 

Total 

7395500

「ゼロ値でグラフを作成する」

を選ぶと、値がゼロでも項⽬が

表⽰されます。

売上区分A 
売上区分B 
売上区分C 
売上区分D

Total 

7395500

▶ 対象を絞り込む

選択してください

売上区分A 

売上区分B 

売上区分C 

売上区分D

ラベル項⽬を絞り込むこ

とができます。例えば、

売上区分Aと売上区分B

のみのグラフに絞り込む

ことができます。

▶ 項⽬の値が空⼜はゼロの場合

例えば、売上区分

A、B、C、Dの中

で、AとBには売上

が登録されており、

CとDは登録されて

いない（0だった）

場合。

全体の売上の中での区分A〜Dの割合を確認するグラフ



01-11 進捗グラフ レコード⼀覧画⾯

ラベル項⽬を選択する

⽬標数値を⼊⼒する

値の表⽰⽅法を選択する

⽐較する対象となるラベル項⽬を選択

します。使⽤可能な項⽬がプルダウン

メニューに表⽰されるので、そこから

選びます。この例では「⽇付」を選択

します。

⽬標とする数値を⼊⼒します。この数

値を元に、進捗度合のパーセントが計

算されます。また、分数表⽰の場合分

⺟として表⽰されます。 
この例では、「10,000,000円」とし

ています。

グラフに表⽰させる値の表⽰を、パー

セント表⽰と、分数表⽰の2種類から

選択します。分数表⽰の場合、単位を

任意に設定することができます。 
この例では分数表⽰を選択し、単位を

「円」としています。

▲パーセント表⽰
単位

データラベル

▲分数表⽰ 

売上区分 
契約業態 
⽇付

データ項⽬を選択する

データラベルを⼊⼒する

ラベル項⽬ごとに表⽰される数値とな

る項⽬を選択します。使⽤可能な項⽬

がプルダウンメニューに表⽰されるの

で、そこから選びます。この例では

「売上合計」を選択します。

グラフが表している値に対する名称を

任意に指定できます。グラフに表⽰さ

れる数値部分に表⽰されます。 
未⼊⼒の場合はデータラベルの名称が

表⽰されます。

ラベル項⽬の件数 
初期費⽤ 
⽉額費⽤ 
年間費⽤ 
その他売上 
売上合計

⽬標を設定し、⽬標に対する達成度を確認するグラフ



01-12 ダウンロード レコード⼀覧画⾯

登録されているレコードをCSVファイルやExcelファイルとしてダウンロードすることができます。

1   「編集」アイコンを選択で表⽰のメニューから「ダウンロード」を選択。 

レコードのダウンロードの設定画⾯に移動します。

1



01-13 ダウンロード画⾯の項⽬ レコード⼀覧画⾯

1

2

3

1

2

3

ダウンロードの設定 

ダウンロード項⽬の設定 

ダウンロード 

ダウンロードするファイルの設定を⾏えます。

ダウンロードするファイルに含める項⽬を選択します。 

アクティブになっている項⽬がファイルに含まれます。データの形式を選択する必

要がある項⽬にはプルダウンメニューが表⽰されます。グレーアウトされている項

⽬はファイルに含まれません。

「ダウンロード」ボタンを選択でダウンロードを開始します。 

お使いのPCにファイルがダウンロードされます。 

①と②で設定した内容は保存することができるので必要に応じて保存してください。 

※同条件でファイルを再度ダウンロードする場合に便利です。



02

レコード詳細画⾯
レコード詳細画⾯に関する説明ページです。レコードの編集やサブレコードの登録、コメン

トや承認機能の利⽤⽅法について確認していきましょう。



02-1 レコード詳細 レコード詳細画⾯

登録されているレコードの詳細画⾯です。レコードに紐付くサブレコードも合わせて、全ての項⽬が詳細

画⾯に表⽰されます。コメントや承認機能も詳細画⾯から利⽤できます。

1 4

2 5

6

7

3

タイトル サブレコード

レコード項⽬ サブレコードの登録

サブレコードの修正・変更

サブレコードの消去

レコード項⽬の修正・変更

各レコードのタイトルになります。 レコードに紐付くサブレコードになります。

登録されているレコードの項⽬が全て表⽰され

ます。レコードの登録は上部メニュー「レコー

ド登録」から⾏ってください。 

「レコードの追加」アイコンを選択で、サブレ

コードの編集画⾯が表⽰されます。必要な操作

を⾏った後、情報を登録してください。 

サブレコードの編集は「編集」アイコンを選択

で⾏えます。必要な操作を⾏った後、情報を登

録してください。 

「レコードの削除」アイコンを選択でレコード

の消去を⾏えます。消去したレコードの復元は

できないので慎重に操作を⾏ってください。

レコードの編集は、「編集」アイコンを選択す

ると編集画⾯に切り替わるので、必要な操作を

⾏い再度登録を実⾏してください。

1

2

3

4

5

6 7

⼀覧メニューを 
表⽰します。

全メニューや、作成し

たカスタムリスト、設

定している分類項⽬等

の⼀覧が表⽰されるの

で素早く各リストにア

クセスできます。



02-2 コメント機能 レコード詳細画⾯

レコード詳細画⾯の右側にあるコメント欄で、メッセージのやりとりをユーザー間で⾏えます。

※事前にユーザー登録が必要です。

通知がある場合は、画⾯上部左の「通知」アイ

コンにバッジがつきます。

コメントを⼊⼒します。

登録ボタンを選択するとコメントが保存され、コメ

ントを知らせたい相⼿へ通知が届きます。 

コメントが時系列で表⽰されますので、最新の

コメントが⼀番上に表⽰されます。

コメントをお知らせしたいユーザーを選択します

▶︎ユーザー登録の詳細はこちら

▶︎ユーザー登録の詳細はこちら

https://help.work-s.app/article/p0059.htm 

https://help.work-s.app/article/p0059.htm 

※コメント機能は複数ユーザーでの利⽤を想定しています。利⽤前にユーザー登録が必要です。 

 （フリープランではユーザー追加はできません。）

https://help.work-s.app/article/p0059.htm
https://help.work-s.app/article/p0059.htm


02-3 レコード状態管理機能 レコード詳細画⾯

コメント欄にレコードの状態（未対応・処理中・処理済・完了）と開始⽇・期限⽇を登録する機能です。

※事前にユーザー登録が必要です。

通知がある場合は、画⾯上部左の「通知」アイ

コンにバッジがつきます。

コメントを⼊⼒します。

登録ボタンを選択するとコメントが保存され、コメントを

知らせたい相⼿へ通知が届きます。 

表⽰されるコメントの中に 

ステータス（状態）の操作が表⽰されます。

コメントをお知らせしたいユーザーを選択します

状況に応じてステータス（状態）の変更を⾏ってください。 

担当者やコメントの開始⽇、期限⽇の設定も⾏えます。

▶︎ユーザー登録の詳細はこちら

https://help.work-s.app/article/p0059.htm 

https://help.work-s.app/article/p0059.htm


02-4 承認機能 レコード詳細画⾯

レコードの内容に対して、申請者(登録者)が決裁者に「承認申請」を⾏い、決裁者がその申請を「決裁」するこ

とができます。決裁者は複数⼈設定することができ、決裁の順番も設定できます。

▶︎ユーザー登録の詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0059.htm 

※承認機能は複数ユーザーでの利⽤を想定しています。利⽤前にユーザー登録が必要です。 

 （フリープランではユーザー追加はできません。）

管理 太郎

管理者 

ユーザー 

有沢 ⼀郎 

有沢 次郎

管理 太郎 

管理 次郎 
管理 太郎

有沢 ⼀郎 

有沢 ⼀郎 

管理 太郎

承認者を選択します。   ⼊⼒欄が表⽰されるので必要

に応じて期限⽇やメッセージを⼊

⼒し、「承認申請を開始する」ボ

タンを選択してください。申請内

容が登録されます。 

  申請されるとコメント欄

に表⽰されます。 

さらに、承認されるとコメン

ト欄に表⽰され上部に承認済

マークが表⽰されます。

1 3

※事前にユーザー登録が必要です。

承認者は複数選択することができ

ます。複数選択した承認者は承認

ルートとして保存することができ

ます。

通知がある場合は、画⾯上部

左の「通知」アイコンにバッ

ジがつきます。

2

https://help.work-s.app/article/p0059.htm


03

レコード登録画⾯
レコード登録画⾯に関する説明ページです。レコードやサブレコードの登録を⾏えます。

「*」のある項⽬は、⼊⼒必須の項⽬となります。



03-1 個別登録 レコード登録画⾯

レコードを個別(1件)に登録する際に表⽰される画⾯です。

1

2

レコード項⽬の登録

登録ボタン

設定してある項⽬に沿って⼊⼒します。※の表記がある項⽬は必須項⽬です。未⼊⼒では登録

できません。 

レコード項⽬は⽤途によって名前を変更したり、選択項⽬を編集したりと設定を変更してカス

タマイズしてご利⽤いただくことができます。

レコード項⽬を⼊⼒し、「登録」ボタンを選択でレコードが登録(保存)されます。登録さ

れたデータは、⼀覧画⾯や各種グラフ等に反映されます。

▶︎レコード項⽬の設定の変更の詳細はこちら

https://help.work-s.app/article/p0043.htm

2

1

https://help.work-s.app/article/p0043.htm


03-2 ⼀括登録 レコード登録画⾯

「CSVファイル」や「Excelファイル」を使⽤して、レコードとサブレコードの⼀括登録を⾏うことができます。 

アプリの操作に慣れてきたら、データの⼀括登録を試してみてください。レコー

ド数が多い場合にたったの4ステップでデータの⼀括登録が⾏えるのでとても便

利な機能です。

STEP 01 ファイルのアップロード

STEP 02 登録⽅法の確認

STEP 03 項⽬合わせ

STEP 04 登録データの確認



03-3 ⼀括登録 詳細 レコード登録画⾯

1

3

4

5

2

ファイルのアップロード

項⽬合わせ

登録データの確認

データインポートの完了

登録⽅法の確認

アップロードするファイル(CSV・Excelデータ)を選択します。 

予めインポート⽤のフォーマットをダウンロードしておくことも

可能です。フォーマットの内容を編集後、ファイルアップロード

の操作を⾏ってください。

アップロードしたファイルの項⽬とアプリ側の項⽬が合うように

「項⽬合わせ」を⾏います。 

※フォーマットをダウンロードして編集したファイルをアップロ

ードした場合はアプリの項⽬と同じ並びになるので、項⽬合わせ

を⾏う必要はありません。「最終確認」に進んでください。

登録されるデータの最終確認を⾏ってください。 

内容に問題なければ「登録実⾏」ボタンを選択して操作を完了し

てください。

ファイルのアップロード完了後は、レコードの⼀覧画⾯に移動し

て、登録したレコードの確認を⾏ってください。 

新規で追加した項⽬は⼀覧に表⽰されませんので、⼀覧画⾯の設

定から表⽰したい項⽬をチェックして表⽰してください。

アップロードしたデータの⼀覧が表⽰されます。 

登録⽅法を「新規等録」「上書き登録」「新規＋上書き登録」

より選択します。

データの種類は「レコード情報のみ」「レコード情報 ＋ サウ

レコード」「サブレコードのみ」より選択します。

●

●

▶︎レコードの⼀括登録の詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0051.htm

https://help.work-s.app/article/p0051.htm


04

ダッシュボード
ダッシュボードに関する説明ページです。グラフの配置やカスタムリストの表⽰を⾏えます。

アカウント毎に表⽰する内容をカスタマイズすることも可能です。

「⼗字」アイコンのドラッグ＆ドロップ操作で表⽰位置の変更を⾏えますので、ダッシュ

ボードのレイアウトを⾃由に変更することができます。

「編集」アイコンを選択でメニューが開きます。 

操作メニューは、「コンテンツの⾮表⽰」、「修正」、「削除」にな

ります。

1

2

1 2



04-1 グラフを追加 ダッシュボード

ダッシュボード内、右上のプラスアイコンを選択して、コンテンツの追加画⾯を表⽰します。

1 タイトル 

表⽰させるグラフのタイトルを任意に設定していた

だけます。（グラフ⾃体のタイトルとは別に指定で

きます。）

「グラフ」を選択してください。

2 種類 →グラフを選ぶ

3 グラフ選択 

プルダウンメニューに作成済みのグラフが表⽰され

ます。表⽰したいグラフを選択してください。

4 サイズ

ダッシュボード上で表⽰させるサイズを選択します。

5 共有設定

表⽰するコンテンツの共有範囲を設定します。

共有しない 

⾃分以外のユーザーのダッシュボードには表⽰されません

●

●

●

全体共有 

全てのユーザーのダッシュボードに表⽰されます。

権限グループで設定 

設定されている権限グループがプルダウンメニューに表⽰される

ので選択することで共有範囲を設定できます。

▶︎ダッシュボードへのグラフの追加詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0024.htm

店舗別⼊会数

2⽉⼊会者

店舗別⼊会プラン内訳 会員男⼥⽐

1

2

3

4

5

https://help.work-s.app/article/p0024.htm


04-2 レコード⼀覧を追加 ダッシュボード

ダッシュボード内、右上のプラスアイコンを選択して、コンテンツの追加画⾯を表⽰します。

1 タイトル 

表⽰させるレコード⼀覧のタイトルを任意に設定できます。

（レコード⼀覧⾃体のタイトルとは別に指定できます。）

「レコード⼀覧」を選択してください。

2 種類 →レコード⼀覧を選ぶ

3 カスタムリスト

プルダウンメニューに作成済みのカスタムリストが表⽰され

ます。表⽰したいリストを選択してください。

4

5

6

表⽰項⽬

表⽰件数と並び順

サイズ

レコード項⽬の中から表⽰する項⽬を選択してください。

ダッシュボードでの表⽰時に⼀度に表⽰される件数と並び順

を選びます。

ダッシュボード上で表⽰させるサイズを選択します。

7 共有設定

表⽰されたコンテンツを共有する範囲を決めます。

共有しない 

⾃分以外のユーザーのダッシュボードには表⽰されません

●

●

●

全体共有 

全てのユーザーのダッシュボードに表⽰されます。

権限グループで設定 

設定してある権限グループがプルダウンメニューに表⽰さ

れるので選択することで共有範囲を設定できます。

1

2

3

4

5

6

7



05

アプリのカスタマイズ

アプリのカスタマイズに関する説明ページです。 

Works管理者ID保持者が、アカウントや請求・⽀払い等の管理を⾏うことができます。

●アプリ設定アイコン  → アプリ設定画⾯

アプリ設定アイコン↑



05-1 アプリの管理  各種メニュー カスタマイズ

1 4

2

5

6

機能を追加 アプリ権限

レコード項⽬をカスタマイズ

（レコード項⽬の設定）

（アプリ基本情報 → 基本情報の修正）

（サブレコード項⽬の設定）

マニュアルの管理

アプリ内データの削除

アプリ基本情報画⾯の「基本情報の修正ボタン」をクリック

すると、修正画⾯へ。 

アプリ名やカラーテーマなど、基本的な情報の変更に加え、

ダッシュボード機能、ワークフロー機能、レコード状態管理

機能、コメント機能など、アプリにディフォルトで備わって

いない機能を追加することができます。

アプリ名やカラーテーマなど、基本的な情報の変更に加え、ダ

ッシュボード機能、ワークフロー機能、レコード状態管理機

能、コメント機能など、アプリにディフォルトで備わっていな

い機能を追加することができます。

各アプリに設定されているレコード項⽬をカスタマイズでき

ます。また、各アプリにはディフォルトで「⾮使⽤」に設定さ

れているレコードが⽤意されています。（内容は各アプリによ

り異なります。）⾮使⽤のレコードを「使⽤」にすることで

レコードの項⽬を増やすこともできます。

各アプリに設定されているサブレコード項⽬をカスタマイズ

できます。また、各アプリにはディフォルトで「⾮使⽤」に設

定されているサブレコードが⽤意されています。（内容は各ア

プリにより異なります。）⾮使⽤のサブレコードを「使⽤」

にすることでサブレコードの項⽬を増やすこともできます。

⾃分で作成したマニュアルをアプリに登録することができま

す。登録されているマニュアルの表⽰/⾮表⽰や削除などの管理

もこの画⾯から⾏えます。

レコードデータ（サブレコード含む）、 ダッシュボードの設

定、カスタムリストなど、アプリに登録している各種データを

削除できます。削除するデータの種別を選択して「削除実⾏」

ボタンを押してください。

3

7

サブレコード項⽬をカスタマイズ

アプリの削除

ご利⽤のアプリ⾃体を削除します。⼀度削除すると関連データ

等すべて削除されます。

1

1

2

3

4

5

6

7



05-2 機能を追加

▶︎基本情報の設定 詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0042.htm

ダッシュボード機能 

アプリ内にダッシュボード機能を追加できます。

▶︎ダッシュボード機能の詳細はこちら 

▶︎ワークフロー機能  詳細はこちら 

https://help.work-s.app/article/p0020.htm

https://help.work-s.app/article/p0047.htm

ワークフロー機能

アプリ内に「承認・決済のフロー」

を追加できます。

▶︎コメント機能  詳細はこちら 
https://help.work-s.app/article/p0028.htm

コメント機能

アプリ内でユーザー同⼠で「コメン

ト」を追加できます。

レコード別権限 

アプリ内の各レコードに対して権限グループを割り当てて、閲

覧や編集の権限を持たせることができます。 

例として⾃分が登録した情報は、本⼈とその上司しか閲覧でき

ないようにするといった事が可能になります。

基本設定の修正画⾯の下部、詳細設定の各項⽬から「使

⽤する」にチェックを⼊れると各種機能を追加すること

ができます。

カスタマイズ

レコード状態管理 

アプリ内に登録した各レコードに対

して、「未処理・処理中・処理済

み・完了」といった状態の管理が⾏

なえます。

観覧履歴

レコードを閲覧したユーザーの情報や、レコードの編集履歴

などを表⽰できるようになります。

管理 太郎

有沢 ⼀郎 

有沢 ⼀郎 

管理 太郎

（アプリ基本情報 → 基本情報の修正）

使⽤する

https://help.work-s.app/article/p0020.htm
https://help.work-s.app/article/p0047.htm
https://help.work-s.app/article/p0028.htm
https://help.work-s.app/article/p0042.htm


05-3 レコード項⽬のカスタマイズ

▶︎レコード項⽬の設定 詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0043.htm

カスタマイズ

（レコード項⽬の設定）

レコードはユーザーの⽤途によってカスタマイズが

可能です。各レコードのアイコンクリックで以下の項

⽬の操作が可能です。また、各アプリにはディフォル

トで「⾮使⽤」に設定されているレコードが⽤意さ

れています（内容は各アプリにより異なります。）

⾮使⽤のレコードを「使⽤」にすることでレコード

の項⽬を増やして⾃由にご利⽤いただけます。

※鍵マークがついている項⽬は変更ができません。

▲レコード⼀覧画⾯

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

使⽤/不使⽤ 

項⽬名の変更

項⽬ごとに、使⽤/不使⽤を設定

できます。

鉛筆マークをクリックするとレコ

ードの名称を変更できます。

5

6

7

ソート対象

⼀覧表⽰

詳細表⽰

アプリ内のレコード⼀覧で並び替え

を⾏う際の対象としてプルダウンメ

ニューに加えることができます。

項⽬をレコード⼀覧に表⽰します。

8 順序

項⽬をレコード詳細に表⽰します。

レコードの順番を変更できます。

3 選択項⽬

アイコンクリックで、設定画⾯が表⽰

されます。レコードの項⽬の中で選択

項⽬（ラジオボタン、チェックボック

ス、プルダウン、カテゴリ、タグ、

等）の選択肢を編集・追加・削除する

ことができます。

4 検索対象

項⽬を検索対象に設定すると、アプリ内レ

コード⼀覧画⾯の「絞り込み検索」で検索

対象の項⽬として表⽰されます。 

https://help.work-s.app/article/p0043.htm


05-4 サブレコード項⽬の 

カスタマイズ

▶︎サブレコード項⽬の設定 詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0046.htm

1 サブレコードの設定 表⽰スタイル

サブレコードの基本的な設定です。各項⽬を⼊⼒

していきます。

●状態 

●タイトル 

●表⽰スタイル 

●表⽰件数 

●⼀覧表⽰ 

●標準項⽬の表⽰ 

●合計桁の表⽰ 

●並び順

▼ ⼀覧表⽰ ▼ブロック表⽰

合計桁の表⽰

サブレコードに使⽤されている数値項⽬の合計

を表⽰します。

2 サブレコードの項⽬設定

レコードの設定と同様にアイコンクリックで以下

の項⽬の操作が可能です。

●使⽤/不使⽤ 

●項⽬名の変更 

●選択項⽬ 

●検索対象 

●ソート対象 

●⼀覧表⽰ 

●詳細表⽰ 

●順序 

カスタマイズ

※
※

サブレコードを使⽤しているアプリでは、サイドメ

ニュー⼀覧のサブレコードの設定の下に⼀覧が表⽰

されます。その⼀覧からカスタマイズしたいサブレ

コードを選択すると設定画⾯が表⽰されます。 

サブレコードは、「設定」で選択中のサブレコード

の基本的な設定を、「項⽬設定」で各サブレコード

項⽬の設定を⾏います。

1

2

（サブレコード項⽬の設定）

※鍵マークがついている項⽬は変更ができません。

https://help.work-s.app/article/p0046.htm


05-5 アプリ権限

▶︎アプリ権限  詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0044.htm

※アプリ権限設定は複数ユーザーでの利⽤を想定していま

す。利⽤前にユーザー登録が必要です。

※アプリ権限の設定は管理者のみ⾏える操作です。管理者以

外のユーザーは編集を⾏えません。

アプリを複数のユーザーで使⽤する場合、ユーザ

ー毎に編集権限を割り当てることができます。

1

2

グループ・ユーザーを選択します。

   権限は、この他に「レコード別権限の設定」が可能です。 

「レコード別権限」の設定は、アプリ権限設定よりも優先されますのでご注意ください。 

選択したグループ・ユーザーがリストに表⽰されるので、権限の設定を⾏ってください。

グループに権限を設定したい場合はグループのみを選択、特定のユーザーだけに権限を設定したい場合は、ユーザーの

所属するグループを選ぶとグループ内のユーザーがプルダウンに表⽰されるので、そこからユーザーを選択します。

各項⽬のチェックをアクティブにすること

で、その権限を付与することができます。

●アプリの利⽤ 

●レコード追加 

●レコード編集 

●レコード削除

●⼀括登録 

●⼀括削除 

●⼀括CSV出⼒ 

●帳票出⼒

●集計機能 

●アプリ管理

カスタマイズ

1

2

▶︎ユーザー登録の詳細はこちら

https://help.work-s.app/article/p0059.htm 

https://help.work-s.app/article/p0059.htm
https://help.work-s.app/article/p0044.htm


06

各種管理

アカウント関連の管理に関する説明ページです。管理者が、アカウントや請求・⽀払い等の

管理を⾏うことができます。

設定メニュー→設定メニュー→設定メニュー→

アプリの管理は、 「設定(⻭⾞)」メニュー → 各種管理メニューへ 1

1 3

2 4

アカウント管理 アプリの管理

ユーザー管理契約情報の管理 

・アカウント情報の修正 

・パスワードの変更 

・ログアウト

・公開/⾮公開 

・マイアプリ登録 

・アプリグループの管理

・休⽌・修正 

・削除 

・新規登録 

・ユーザーグループの管理 

・契約情報 

・利⽤状況 

・請求情報 

・プラン変更 

・⽀払い設定 

・解約

1

3

4

5

2



06-1 アカウントの管理 各種管理

1

2

3

1

2

3

現在登録されているアカウント情報が表⽰されます。

アカウント修正

パスワードの変更

・ログインID ・お名前 ・メールアドレス ・アイコン画像 

・⾔語設定（⽇本語 / 英語） 

を修正することができます。アカウント修正画⾯で、修正したい項⽬

を⼊⼒し直し、登録ボタンをクリックすれば修正完了です。 

現在のアカウント情報から変更されていることをご確認ください。

パスワードを変更することができます。 

パスワード変更画⾯から、確認の為に、現在のパスワードを⼊⼒

し、新しいパスワード（確認の為に2度⼊⼒）を⼊⼒し、パスワ

ード変更をクリックすれば変更完了です。



06-2-1 契約情報の管理

▶︎契約情報の管理  詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0039.htm

設定（⻭⾞）メニューの「契約情報」からはご契約いただいた内容の管理・変更・各種お⼿続きができます。

契約情報 ⽀払い設定1 5

2

6

利⽤状況

解約

ご利⽤中のプランの各容量・料⾦の利⽤状況を

確認できます。

サスケWorksの解約を⾏えます。解約⽅法を選択

してログインパスワードを⼊⼒後、解約を実⾏

してください。

お客様情報の修正を⾏えます。修正ボタンを押

して修正画⾯から必要な操作を⾏ってくださ

い。 

決済時に使⽤するカード情報を登録します。決

済履歴の確認もこちらの画⾯から確認いただけ

ます。

プラン変更

請求情報

3

4

ご利⽤中のプランの請求情報を確認できます。

現在契約中のプランから他プランへの変更が可能

です。 

※下位プランへの変更はできません。

※利⽤料⾦のお⽀払いはクレジットカード決済のみ

となります。

各種管理（契約情報）

5

6

4

1

3

2

https://help.work-s.app/article/p0039.htm


06-2-2 ご利⽤状況・ 

ご利⽤料⾦の確認

利⽤状況画⾯を表⽰すると、各種容量の利⽤状況や当⽉の料⾦などを確認することができます。

各種管理（契約情報）

各容量の利⽤状況

当⽉のご利⽤料⾦

各容量の上限⾃動更新ボタン

1

3

2

サスケWorksでは、各種容量の制限がプランによって異なります。この画⾯で

は、現在のご利⽤状況が⼀⽬でわかるように各項⽬をグラフ化。ご契約のプラン

での上限と現在の使⽤状況、残りの容量を表⽰しています。

ご契約のプラン、容量の増量など、発⽣した料⾦の内訳と合計を確認できます。

各容量には、上限⾃動更新ボタンを設置しています。ONにすることで容量が上限

に達した時点で増量します（増量は有料です）。⼀度ONにして増量した場合で

も、次の上限までにOFFにすることで、⾃動更新を停⽌することができます。

ストレージ利⽤料⾦ 1GB

FREE

3GB

BASIC

15GB

STANDARD

¥1,000/10GB（⽉額）

増量料⾦

レコード登録件数 1000 5000 50000 ¥1,000/1万件（⽉額）

アプリ登録件数 2個 10個 100個 ¥1,000/20個（⽉額）

1 ID 3 ID 10 ID ¥500/1ID（⽉額）Worksユーザー登録件数

1

3

2



06-2-3 プランアップする 各種管理（契約情報）

内容をご確認いただき、問題がなければ

「クレジットカードの登録」ボタンをクリ

ック、登録画⾯が開きます。

プランアップ後の請求⾦額とそ

の内訳が表⽰されます。

   変更するプランの 

「選択ボタン」をクリック

Step 01

Step 03

Step 04

Step 02

料⾦をお⽀払いいただく 

クレジットカードを登録してください。

「今すぐ申し込む」か「来⽉から適⽤する」 

   をお選びください。

これでプランアップが完了です！！ 

「今すぐ申し込む」を選択すると申込み後

すぐにプラン変更されます。その場合、⽉

の途中でもプラン変更した料⾦が適⽤とな

り、次回請求時に先程確認いただいた⾦額

が満額請求されます。 

「来⽉から適⽤する」を選ぶと、翌⽉1⽇

に⾃動的にプランが変更されます。

VISA / MASTER CARD / JCB /  

American Express /Dinners Club / Discover 

［ご利⽤可能クレジットカード］ 

今ならBasic Planが1年間無料！！



06-2-4 解約する 各種管理（契約情報）

プラン料⾦等の当⽉1カ⽉分の⽉額費⽤(⽇割りはありません)と

ご利⽤分の従量課⾦分を合わせた⾦額となります。

解約画⾯を開くと 

解約時精算⾦額が表⽰されますのでご確認ください。

   解約のタイミングを 

「今⽉末に解約」と「今すぐ解約」から選びます。

確認のために、ログインパスワードを⼊⼒し、 

解約実⾏をクリックします。

これで解約が確定となります。

「今⽉末に解約」を選ぶと、⽉末までサスケWorksをご利⽤いた

だけます。 

「今すぐ解約」を選ぶとすぐに解約となり、確定後すぐにお使

いいただけなくなります。 

どちらのタイミングをお選びいただいても、ご確認いただいた

解約時精算⾦額は変わりません。

今後のサービス向上のために、よろしければ解約理由も⼊⼒い

ただけると幸いです。

1

2

3

4



06-3 アプリの管理

▶︎アプリの管理 詳細はこちら 

▶︎アプリの設定 詳細はこちら 

https://help.work-s.app/article/p0037.htm

https://help.work-s.app/article/p0057.htm

https://help.work-s.app/article/p0042.htm

お使いいただいているアプリの管理ができます。

公開/⾮公開の設定 アプリの並び替え1

1

4

4

5

2

2

5My Apps(お気に⼊り)のON/OFF グループ管理

お気に⼊りに登録されたアプリは「マイアプ

リ」の項⽬から確認できます。 

登録されているアプリを分類別に分けることが

できます。「グループの管理」から「アプリカ

テゴリの追加」で任意の名称でカテゴリの追加

を⾏ってください。 

カテゴリが追加されると⼀覧に表⽰されます。

全てのユーザーに反映されます。⾮公開に設定

されたアプリは「⾮公開アプリ」の項⽬から確

認できます。 

全てのユーザーに反映されます。⾮公開に設定

されたアプリは「⾮公開アプリ」の項⽬から確

認できます。 

アプリの設定3

3

アプリの詳細な設定を⾏えます。 

※ストアのユーザースペース→マイアプリのページか

らも確認できます。 

各種管理（アプリ）

https://help.work-s.app/article/p0057.htm
https://help.work-s.app/article/p0042.htm
https://help.work-s.app/article/p0037.htm


▶︎ユーザー管理 詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0038.htm

ユーザーアカウントの休⽌ 新規ユーザーアカウントの登録 

ユーザーグループの管理

ユーザーアカウントの修正

ユーザーアカウントの削除

1

1

4

4

5

5

2

2

3

3

アカウントの休⽌(ON/OFF)が⾏えます。 ユーザー情報の登録と権限設定を⾏えます。

ユーザーをグループで分けることができます。

グループの追加・編集・削除は左の「グループ

の管理」メニューから⾏えます。登録されてい

るグループは、サイドメニューに表⽰されま

す。

アカウント情報の修正を⾏えます。

アカウント情報の削除を⾏えます。

※Works管理者のアカウントを休⽌することはできま

せん。

※Works管理者のアカウントを休⽌することはできま

せん。

06-4 ユーザー管理 各種管理（ユーザー）

https://help.work-s.app/article/p0038.htm


ユーザー管理画⾯の新規登録ボタンをクリックして、ユーザー情報の登録画

⾯を開きます。

ユーザーは必要に応じてグループ分けすることができます

登録するユーザーに対してアプリ利⽤の権限を設定することができます。

1

1

2

2

3

3

※Works管理者のアカウントを休⽌することはできません。

※Works管理者のアカウントを休⽌することはできません。

06-4-2 ユーザーを追加する 各種管理（ユーザー）

【Freeプラン】 Freeプランや無料トライアル中の場合は、ユーザーの追加ができません。 

【Basicプラン】 ユーザーを⾃⾝以外で最⼤2IDまで追加できます。

▶︎ユーザーの追加 詳細はこちら https://help.work-s.app/article/p0059.htm

https://help.work-s.app/article/p0059.htm

