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はじめに

　この手引きでは、ニッピーを更に便利に活用していただくための
機能についてをご案内します。ニッピーの使い方次第で更なる業務
改善に繋がります。初期設定が完了しましたら、本マニュアルを是非
ご参考にしてください。

ニッピーを“もっと”便利に
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作業詳細登録
日報入力時の操作画面内に
おける「詳細」に表示される
リストの中身を作成します。

「詳細」を商品名や工事名な
どの詳細にデータ化、分析し
たいものを設定できます。

例1:商品名を登録する
(商品A、商品Bなど)

例2:工事事業名を登録する
(デッキ工事、階段工事など)

例3:商品のサイズを登録する
(10型、11型、12型など)

必須項目ではないので、必要
ない場合は設定は不要です。

ホームメニューの『クライア
ント管理者画面』内にある
『作業詳細一覧』を開きます。

作業内容登録 1/3
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左上の「+新規作成」から案件を登録していきます。作業内容登録 2/3

作業内容登録 3/3

新規に表示する作業詳細が登録されました。
「編集」からいつでも詳細名を変更することができます。

①

②

③

作業詳細を登録していきます。

①詳細名
表示・選択させたい詳細名を入力します。

②詳細名カナ
詳細名のカナ表記を入力します。カナ入力は表示の
並び順に使われます。外国人就労者の方が多い企業
様で使っていただくと便利です。

③日報に表示
日報の選択リストに表示させるかどうか設定できま
す。登録はしていてもリストに表示させたくない場
合はチェックを外します。

最後に「登録」を押し作業詳細登録完了です。
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カテゴリ登録

カテゴリとは日報に表示さ
せる作業名をユーザごとに
設定する機能です。

例えば工場側のユーザには
事務仕事の選択肢を表示さ
せないなどのように、表示す
る項目を設定する事ができ
ます。

ホームメニューの『クライア
ント管理者画面』内にある
『カテゴリ一覧』を開きます。

カテゴリ登録例 1/2

カテゴリ登録は初期設定で行う手順ですが、
活用方法は様々なので例をご紹介します。

それぞれ工場用、事務用の作業内容とユーザを登録する

カテゴリ登録例 2/2

「作業一覧」、「ユーザ一覧」の登録方法は
初期設定マニュアルの「カテゴリ登録」の項目を参照してください。

カテゴリ名:工場
作業一覧:出荷、製造(何個でも可)
ユーザ一覧:日報 太郎(何人でも可)

カテゴリ名:事務室
作業一覧:事務作業、会議
ユーザ一覧:日報 次郎、日報 三郎
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異なる所属のユーザ間で日報提出画面の「作業」で
選択できるリストが区別され、入力しやすくなりました。

「工場」カテゴリに含まれる
太郎さんの日報提出画面

「事務室」カテゴリに含まれる
次郎さん、三郎さんの日報提出画面

「工事」に登録した作業のみ表示されている 「事務室」に登録した作業のみ表示されている

その他にも以下のような活用例が挙げられます。
自由に設定できるので、日報が入力しやすくなるものを設定してください。

カテゴリ①：事務 → 作業一覧：発注、伝票処理、来客対応など
カテゴリ②：設計 → 作業一覧：図面作成、施工管理、打ち合わせなど
カテゴリ③：営業 → 作業一覧：新規開拓、商談、アフターフォローなど

カテゴリ登録 別例１

カテゴリ登録 別例２

部署ごとでカテゴリを作成し、それぞれの部署の作業内容とユーザを登録する

役職ごとでカテゴリを作成し、それぞれの役職の作業内容とユーザを登録する

カテゴリ登録は必須項目です。区別する必要がないと感じた
場合は、「全部」というカテゴリを設定し、全ての作業内容と
ユーザを登録してください。二つ以上のカテゴリに同じ作
業、ユーザを登録することも可能です。
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設定画面

設定画面では、通知設定や日
報提出画面の設定、CSVデ
ータのダウンロードなどが
できます。

ホームメニューの『クライア
ント管理者画面』内にある
『設定画面』を開きます。

設定画面

日報未提出者の通知について設定をします。

日報提出画面の仕様を変更します。

通知設定

日報提出画面設定

「ダウンロード」を押すと日報、ユーザ、ありがとうのデータが
それぞれCSVデータとしてダウンロードできます。

CSV

上記二つは編集ボタンから設定します。

編集ボタン

まずは通知設定の方法をご紹介します。
編集ボタンを押してください。

通知設定 1/2
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「更新」を押して設定を完了します。

①
②
③

編集ボタンを押すと右の画
面が表示されるので、以下の
項目を入力します。

①メールアドレス
メールで通知を受け取りた
い場合は受け取るためのア
ドレスを入力します。

②通知時間
この項目は現在調整中です。
(デフォルトは19:00です。)

③通知曜日
通知する曜日を設定します。

通知設定 2/2

通知設定が完了すると、設定した曜日の19:00までに
日報を提出していなかった場合に通知が送られるようになります。

日報提出画面の種類は「標準」と「簡易」の2種類があります。

「標準」の日報入力画面。デフォルトではこちら
で設定されており、日報入力時には「開始時刻」
と「終了時刻」を自分で入力します。

「簡易」に設定すると日報入力時にあらかじめ

勤務の時間帯を登録しておくことができま

す。右図は時間帯を登録していない状態で、残

業のみ入力可となっています。時間帯の登録

方法について次ページから説明します。
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編集ボタンをに戻り、「期間一覧」を選択します。簡易日報設定 1/3

左上の「+新規作成」から期間を登録します。簡易日報設定 2/3

簡易日報設定 3/3

期間を登録していきます。

①表示名
期間の名前を登録します。
例：「AM」、「PM」、「午前①」、「午前②」etc

②開始時刻
開始時刻と終了時刻を入力します。「休息込
み」にチェックを入れると開始から終了まで
の時間から1時間引いて集計されます。

③並び順
日報入力画面に表示される順番を選択しま
す。0から順に上から表示されます。

最後に「登録」を押して設定を完了します。

①

②

③
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例として以下のように2つの期間を登録しました。

時間帯の登録をした簡易日報の提出画面です。時間が指定
されたことにより、日報提出時には案件と作業のみを入力
する仕様となりました。時間帯は何個でも登録できます。
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何らかの事情で本人が日報
を入力できない場合や外国
の方で入力が難しい場合は、
管理者による日報の代理提
出ができます。

※日報の代理入力は、簡易日
報入力画面のみとなってい
ます。標準日報入力画面で日
報を代理提出をしたい場合
は、「日報一覧」から行いま
す。(13ページにて紹介)

ホームメニューの『クライア
ント管理者画面』内にある
『日報代理提出』を開きます。

日報代理提出

簡易日報代理提出 1/2

簡易日報入力画面が表示さ
れ、代理で日報を作成・提出
することができます。

日報を提出したい従業員を
選択します。複数選択が可能
です。

簡易日報代理提出 2/2
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日報の確認 2/3

日報一覧では、過去に提出さ
れた日報の確認と、標準日報
提出画面での代理提出がで
きます。

ホームメニューの『クライア
ント管理者画面』内にある
『日報一覧』を開きます。

日報一覧

日報の確認 1/3

日報を確認したいユーザを
選択します。

確認したい日報の日付を選
択すると、その日の日報の内
容を確認できます。

日報の確認 3/3
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画面左上の「代理提出」を選
択すると代理での日報の作
成、及び提出ができます。

※写真は標準日報入力画面
ですが、設定から日報提出画
面の種類を「簡易」にしてい
る場合、簡易日報入力画面が
表示されます。

日報代理提出
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日報提出状況

日報提出状況では、ユーザが
日報を提出したかの把握や、
提出された日報の内容確認
ができます。

ホームメニューの『クライア
ント管理者画面』内にある
『日報提出状況』を開きます。

「作業日」欄に確認する日付
を入力すると、入力した日に
ちの提出状況が画面下に表
示されます。

未提出者の場合は赤い×印
が表示されます。

提出者の場合は検索した日
の作業時間の合計時間が表
示されます。更に右側の「＞」
を選択すると日報の内容を
確認できます。

日報提出状況確認 1/2

日報提出状況確認 2/2
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工数とありがとうを見る

ホームメニューの『ダッシュ
ボード』内にある『工数とあり
がとうを見る』を開きます。

ここでは、その月に使用され
た工数や、「ありがとう」の確
認ができます。
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開いて初めに表示されるのは、会社全体の使用工数を示した円グラフで
す。この円グラフは日報で入力した「作業」の累計を算出したもので、カー
ソルを合わせると、何の作業に何時間(何%)消費したかが表示されます。

画面を下へスクロールすると別のグラフが表示されます。
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次のグラフでは、プロジェクトごとの使用工数を棒グラフで確認できま
す。カーソルを合わせるとどの作業に何時間かけているかが案件ごとに
表示されます。

更にスクロールすると、「ありがとう」の集計が棒グラフで確認できます。
カーソルを合わせることで、「ありがとう」をもらった数が表示されます。



その他設定例

登録した「作業」は、作業名の昇順で表示されるので、
表示する順番を決めたい場合は作業名の先頭に数字
などを追加する必要があります。
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日報入力画面の「作業」のリストに表示される仕事名
の順番を並び替えるにはどうすればよいか？

「000_営業」

「100_設計」

「200_製造」

「001_客先訪問」
「002_資料作成」

「101_図面合わせ」
「102_施工図」

「201_プレート切断」

カテゴリ名 作業名



ご不明点やご要望がありましたら
窓口までお気軽にご連絡ください。

① WEBページのお問い合わせフォームでのご連絡
→http://nippii.info/lp(スクロール最下部)

② メールでのご連絡
→ict@craftorch.jp


