働き方見える化サービス
サービスメニュー/利用料

Webブラウザ動作環境

働き方見える化サービス Telework

250円/ID・月（税別）

働き方見える化サービス Standard

500円/ID・月（税別）

働き方見える化サービス Advanced

980円/ID・月（税別）

PC
Windows 7/8.1

Internet Explorer 11 /
Google Chrome™ ブラウザ

Windows 10

※2つ以上のメニューを混在させての契約はできません。

Microsoft® Edge / Internet Explorer 11 /
Google Chrome™ ブラウザ

機能比較
機能概要

Telework

Standard Advanced

PC、
スマホで在宅／外出／オフィス勤務の申請／承認

●

●

●

各勤務時の勤怠管理（開始／休憩／終了）

●

●

●

勤務実績の一覧表示

●

●

●

Windowsログオン時の顔認証機能による本人確認＊1

●

●

●

PC利用時に、顔の常時監視機能による本人確認＊1

●

●

●

Outlookから予定業務の取り込み

●

●

時間の使われ方をCSV出力

●

●

個人の時間の使われ方を見える化

●

●

＊2

グループの時間の使われ方を見える化

●

組織の残業や休出時間を見える化する「ダッシュボード」

●

Android™

Google Chrome™ ブラウザ

iPhone®

Safari®

通信環境
通信プロトコル

https（ポート443利用）

通信速度

1Mbps以上 (推奨)

暗号化方式

SSL通信

＊1：別途NeoFace Monitorが必要です。＊2：システム管理者のみ。

クライアントソフトウェア動作環境
Microsoft® Windows® 7（32bit／64bit）

OS

Microsoft® Windows® 8.1（32bit＊3／64bit）

ディスク容量

100MB以上

関連ソリューション

Microsoft® Windows® 10（32bit／64bit）

残業抑制ソリューション

Microsoft® Lync 2013

Microsoft® Skype for Business 2015
Microsoft® Skype for Business 2016
Microsoft® Outlook 2013

スケジュール取込＊1

Microsoft® Outlook 2016
Microsoft® Word 2013

Microsoft® Excel 2013

Microsoft® Excel 2016

Microsoft® PowerPoint 2016

Microsoft® PowerPoint 2013

ファイル集計＊1
顔認証セキュリティソフト
NeoFace Monitor＊2

Microsoft® Word 2016

NeoFace Monitor V3 以降： ログオン認証および常時監視連携

生産性向上へのステップ！

必須： XGA（1,024×768）以上

画面解像度

推奨： WXGA（1,280×768）以上

従業員の意識やモチベーション、業務効率の向上にプラスの効果

.NetFramework 4.5.2 以上

コンポーネント

＊１：本サービスでは、LyncまたはSkype for Business、Outlook、Word、Excel、PowerPoint等、
クライアントアプリケーションから各種情報を取得しています。
ブラウザで利用しているアプリケーション（Outlook Web AccessやOffice Onlineなど）
をご使用の場合は、各種情報取得ができませんのでご注意ください。
＊2：別途NeoFace Monitorが必要です。NeoFace Monitorと同時にご利用の場合、
NeoFace Monitorの動作環境に準じます。
詳細は右記URLをご参照ください。https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface̲monitor.html
＊3：NeoFace Monitor V3以降は、Windows 8.1（32bit）未対応です。
※動作環境に必要なOS及びアプリケーション、
インターネット環境など、別途ご用意いただく必要があります。

「働き方改革」の推進をサポートする

格納型有線LAN搭載の
12.5型軽量モバイル

NECのおすすめビジネスPC

をもたらす働き方・休み方のマネジメントにつながる情報をわか
りやすく見える化します。

https://jpn.nec.com/slpf/product/apwork/

スタイリッシュな
2in1軽量モデル

防塵＊防滴大画面の
2in1タブレットPC
＊：防塵防滴規格IP42準拠

VH

https://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/fav̲hatarakikata/index.html
お問い合わせは、下記へ

NEC プラットフォームソリューション事業部
働き方見える化サービス 情報サイト
https://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/hatarakikata/
●働き方見える化サービスに関するお問い合わせ
ファーストコンタクトセンター（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
TEL：0120-5800-72
受付時間…9:00〜12:00 13:00〜17:00 月曜日〜金曜日（祝祭日を除く）
●Microsoft、Windows、Internet ExplorerおよびWindowsのロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
おける商標または登録商標です。●AndroidおよびChromeは、Google LLCの商標です。●iPhone、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple
Inc.の商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●このカタログの内容は改良のために
予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●最新の情報はWebにてご確認ください。●画面はハメコミによるイメージです。

日本電気株式会社

〒108-8001

東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

2019年3月現在

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

Cat.No. APB663

NEC働き方プラットフォーム

働き方見える化サービス

モバイル端末

プレゼンス（在席）集計＊1

2019年 3月

19033001PP

働き方見える化サービス

個人・組織ごとの働き方を見える化し、
チームワーク・プロセスを重視する
日本企業の働き方改革を支援します。

テレワーク・オフィスワークの見える化により「生産性を向上」
タイムマネジメント/
生産性の向上

テレワークの導入

ブラウザで申請。PCで勤怠状況を見える化

クラウドで勤務を申請／承認。
さまざまな働き方に柔軟に対応。

社内で利用
・テレワークや残業の申請

PCまたはスマートフォンから在宅勤務や外出などさまざまな勤

働き方見える化サービスは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数を見える化。これらの
改革を推進する皆様の活動を支援するクラウドサービスです。

Microsoft® Outlookのスケジューラに登録されている会議や予定
情報を取り込めるので、申請時に予定登録の手間がかかりません。

利用者

情報の活用やテレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、制度だけでは解決しない4つの課題を解決し、働き方

・業務報告や実績の登録

務形態の申請／承認に対応。業務内容を登録して進捗状況や実

績を承認者と利用者で共有し、適切な管理・評価に活用できます。

外出先から利用

・自身の勤務実績や報告の確認

働
社内勤務

客先直行

承認者

※Telework版ではサポートしていません。

・ユーザ情報の登録

インターネット

・テレワークや残業の承認

働

テレワークの導入

働き方改革の課題と働き方見える化サービスが提供するメリット

顔認証ソフト NeoFace Monitor
との連携で本人の在席情報を記録。

テレワークの導入
・申請や承認、労務管理が煩雑になる
・勤務状 況が見えないと、評価が
さがりそう

業務プロセス改革

ます。利用者以外のなりすまし操作の把握と不正利用の防止

長時間労働の是正

柔軟な
働き方への改革

コンプライアンス
強化

・無駄な会議が多すぎる
・誰が何に、どれくらい時間を使っている
かわからない

・長時間労働対策や申請時間外勤務者の
対策ができていない
・隠れて自宅や社外で残業する人がいる

にも役立ちます。

＊1：常時顔認証を行う場合は、NeoFace Monitor V3以降が必要です。
※NeoFace Monitorとの連携には、別途NeoFace Monitorの購入が必要です。また、認証用Webカ
メラが必要となります。 ※シンクラ環境には未対応です。
※NeoFace Monitorの共有アカウント運用には対応しておりません（単一のWindowsアカウント、
NeoFace Monitorで単一の利用者登録時のみに対応）。

タイムマネジメント/
生産性の向上

タイムマネジメント／生産性の向上
・割り込みが多く、業務が進まない
・仕事に優先順位が付けられない

NEC Cloud IaaS

PC 操作状況など、客観的な

在宅勤務
業務内容
の申請

・ユーザ情報の登録
・報告や抑止ポリシの設定
・勤務実績やPC操作ログの出力
・勤怠システムへのデータ出力

利用者登録/
ポリシー登録

・働き方見える化サービスから
勤務実績を取得

タイムマネジメント/
生産性の向上

業務プロセス改革

在宅で利用

人事部やシステム部門

管理者

と連携して、利用者の在席状況を自動的に記録、見える化し

働き方見える化
サービス

・部下の勤務実績や報告の閲覧

申請の承認/実績確定

NeoFace Monitorの定期的に顔認証を行う常時監視機能＊１

働き方改革の課題

外出時
訪問先
商談内容
申請

業務内容
申請

働
在宅勤務

働

勤怠システム

業務プロセス改革

働き方見える化サービス
クライアントソフトウェア

長時間労働の是正

アプリケーション、スケジュールから業務を見える化。
チーム内での業務負荷を定量的に把握可能。

データで勤務状況を見える化。

利用者の勤務開始／終了の登録の他、Skype for Business＊１

業務を定量的に把握することによりデータに基づいた働き方改革が可能となります。

在席情報など客観的なデータを自動的に記録し勤務実績と

つなげることができます。また、PC上での作業に基づく工数の見える化や、KPIなど目標

のプレゼンス（在席情報）、PCの操作状況、顔認証による本人

業務の無駄や偏りを適切に把握し、対策につなげることで業務改善や残業時間の削減に

して表示します。

に対する活動時間の定量化も可能です。

＊1：
「働き方見える化サービス」
には含まれていません。別途ご購入の上、
インストールが必要です。

※Standard・Advancedのみの機能となります。

人事部やシステム部門は、勤務データをCSV形式でダウンロード

課題を見える化することにより、具体的な施策の立案・実施が可能になります。
業務内容の見える化

勤務時間の見える化

テレワーク導入で生じる労務管理の
手間を削減。

申告と客観的なデータで残業管理の
手間を削減。
隠れ残業も把握可能。

勤務内容を共有し
その日の作業を明確化
勤務状況を自動的に記録し
客観的なデータで勤務を裏付け

業務負荷の見える化
スケジュールと連携し、業務負荷を
見える化。業務の適正化に貢献。

Skypeのプレゼンス情報

・アプリケーションごとの利用状況
・ファイルごとの作成時間

申請勤務時間
アプリケーションの
利用状況

実態の勤務時間を把握し
残業に対する意識を改革
テレワークの
導入

長時間労働の
是正

働き方見える化
サービス

定量的に作業工数を把握し
セルフマネジメントに活用
チーム内の作業を認識し
効率よく業務を分担

でき、
勤怠管理システムへのデータ取り込みも可能です。

勤務時間を意識することで
業務を効率的に遂行

業務を整理し効率的に
作業を実施
業務プロセス
改革

タイムマネジメント
生産性の向上

スケジュールと活動実績を
比較し、自身の業務を見直し

＊InternetExplorer11で閲覧した場合の利用時間。
CSV出力のみ。

・
「外出」
「会議」などのスケジュール集計
・キーワード登録による
スケジュール情報

顔認証による在席情報

パソコン操作状況

申請外の利用状況

スケジュールの見える化
作業スケジュールの予実管理で優先
順位や削るべき業務を把握。

・Webシステム毎の利用時間＊

課題を見える化することで、
新たな価値を創出する。
利用内容に合わせて３つのサービスをご用意しています。

Telework
Standard
Advanced

（Outlookからの取り込み
または入力）

スケジュールの集計

