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Field Plusとは？

Field Plusは管理画面で作成した報告シートを使い

スマートフォンやタブレット端末から業務報告ができる

ビジネス向けクラウドサービスです。

本サービスを利用することで、フィールドスタッフは

作業現場からリアルタイムに作業報告が可能となり、

現場業務の効率化を実現します。

スマートフォンを使った

リアルタイムな作業報告サービス
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基本イメージ

Field Plusは報告者（現場スタッフ）などが作業報告を行う、報告用スマートフォンアプリと

作業報告の確認、報告シートの管理やユーザー管理を行うWeb管理画面を使用します。
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機能紹介：報告用アプリ

スマートフォンやタブレット端末から作業報告が可能に！

動作環境 機能 内容

・iOS
・Android

※推奨機種をご確認ください

報告
管理画面の「報告マスタ」で設定した報告シートに
沿って入力した報告を送信します。

写真送信
写真にコメントを付加した報告を送信します。
写真は一度の送信で最大5枚まで添付ができます。

勤怠報告
管理画面の「勤怠マスタ」で設定した勤怠区分を
選択して報告を送信します。
送信情報には現在時刻と端末の位置情報も付加します。
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機能紹介：管理画面側機能

報告内容の確認からマスタ管理まで一元管理

動作環境 機能

管理者権限

内容

admin サブ

PC管理画面
(Web)

報告確認 ○ △
アプリの「報告」から送信された内容を確認します。
※サブ管理者はデータ編集不可

写真確認 ○ △
アプリの「写真送信」から送信された内容を確認します。
※サブ管理者はデータ編集不可

勤怠確認 ○ △
アプリの「勤怠報告」から送信された内容を確認します。
※サブ管理者はデータ編集不可

報告マスタ ○ － アプリの「報告」で使用する報告シートの設定を行います。

勤怠マスタ ○ － アプリの「勤怠報告」で選択する勤怠区分を設定します。

ユーザマスタ ○ － アプリ利用者情報の管理をします。

グループマスタ確認 ○ － アプリ利用者が属するグループを設定します。

管理者マスタ ○ － 管理画面を利用可能なユーザのアカウントを管理します。
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アピールポイント

Point1 ネイティブアプリで素早い動作レスポンス

Point2 【報告】管理画面で報告シートを作成

Point3 【報告】報告の入力方式を指定できる

Point4 【報告】報告に位置情報、写真を添付できる

Point5 【写真送信】最大5枚まで写真を一斉送信

Point6 【勤怠報告】報告場所付きの勤怠報告

Point7 【履歴確認】過去の報告内容を確認

Point8 報告データのエクスポート

Point9 ASPサービスで契約するだけで利用可能
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Point1：ネイティブアプリで素早い動作レスポンス

利用可能 利用可能

利用不可 利用可能

※通信発生時は除く

エレベータ内建物の中心部等
※電波の受信が弱い場所はNG

Webアプリ Field Plus

Ｗｅｂ

通信
圏内

通信
圏外

ネイティブアプリは、Webアプリに比べ通信状況の影響を受けにくいメリットがあります。

画面遷移ごとにデータの取得を行う必要が無い為、素早い動作レスポンスを実現します。

ネイティブアプリは電波状況に影響されにくい
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Point2：【報告】管理画面で報告シートを作成
1/2

※各項目に指定可能な入力方式につきましては
「Ｐｏｉｎｔ3：指定可能な入力方式」を参照ください。

報告シート設定画面

①シート名称
（大分類）

②カテゴリ
（中分類）

③設問内容
（小分類）

④回答入力方式
（入力方式）

項目数

Field Plus
Server

報告シート
登録

報告シート
取得

報告用
アプリ

管理
画面

報告用アプリから報告するシートを管理画面にて作成できます。

業務内容に応じて項目数や回答の入力形式を自由にカスタマイズいただけます。

項目名、項目数、回答の入力形式を自由に設定
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Point2：【報告】管理画面で報告シートを作成
2/2

Field Plus
Server

報告シート
取得

報告用
アプリ

報告シートと
報告日を指定

項目数

報告シートは
複数利用可能

タップして
回答入力

※入力方式は
次頁参照

設問
カテゴリ

設問
内容

ログイン時に
自動取得

管理画面から登録した報告シートを報告用アプリで取得します。

報告シートの取得はアプリログイン時に自動で行われる為、特別な操作は不要です。

報告用アプリに最新の報告シートを自動で取得
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Point3：【報告】報告の入力方式を指定できる

報告の入力方式を管理画面側で指定できることで、報告ユーザ側は回答に迷いにくくスムーズな報告が

可能になります。管理者側は報告フォーマットが統一されるのでデータの二次利用が容易になります。

報告入力の速度、操作性をUP
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Point4：【報告】報告に位置情報、写真を添付できる

より具体的、明確な報告が可能になります

Field Plus
Server

報告シート送信 報告シート確認

管理
画面

報告内容 位置情報 / 写真
写真

位置
情報

報告シートには必要に応じてスマートフォンやタブレット端末で撮影した写真の添付、報告を行った

位置を付加することができます。設定の有無は管理画面の報告シート作成画面にて管理します。
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Point5：【写真送信】最大5枚まで写真を一斉送信

写真にコメントを付けて報告できます

Field Plus
Server

写真報告送信 報告データの確認

管理
画面

報告写真を一覧表示

※iPad(1)はカメラ非対応

端末カメラ
または

アルバムから
写真を取込み

複数の写真にコメントを付加して報告できます。

作業現場や店頭の状況など、視覚的な報告が求められるシーンで活用いただけます。
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Point6：【勤怠報告】報告場所付きの勤怠報告

位置情報を勤怠報告をセットで送信

Field Plus
Server

勤怠報告の送信 勤怠報告の確認

管理
画面

勤怠報告と報告場所の位置情報報告場所の
位置情報

現在時刻は
自動入力

スマートフォンやタブレット端末から勤怠報告が可能です。

報告区分は管理画面で設定できるので、業務に合わせた報告ができます。
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Point7：【履歴確認】過去の報告内容を確認

アプリから報告した内容を確認できます

自身が報告した内容を報告用アプリから参照できます。

※参照可能な履歴は「報告」機能で報告した報告に限ります。

Field Plus
Server

報告履歴検索
報告履歴の参照

日付
検索

キーワード
検索
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Point8：報告データのエクスポート

報告データを既存システムに二次利用

収集した報告データは管理画面側からエクスポートすることができます。

エクスポートしたデータは既存システムとへの利用などにご活用いただけます。

資料作成etc.

Field Plus
Server

・CSVデータエクスポート
・画像一括保存

管理画面

データ
利用

報告
シート
回答

写真
報告

勤怠
報告

既存システムetc.
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Point9：ASPサービスで契約するだけで利用可能

ASP（クラウド）サービスの為、契約するだけで即利用可能

システムは、報告用のスマートフォン、タブレット端末向けアプリと、マスタ情報や報告情報の

管理を行うウェブ管理画面、各種データを保管するサーバで構成されます。

ASPサーバ
（ＤＢ）

サブ管理者
（管理画面）

現場報告 報告閲覧
スマートフォン
タブレット端末

（アプリ）

マスタ

Admin
（システム管理画面）

報告シート・
各種マスタ管理

サブ管理者
情報管理

端末・ユーザ
情報管理

報告情報
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サーバー環境

本システムのサーバはＹ型ブレースダンバーによる制震構造、ハロゲン化物消火システム、

耐震ラックや大容量UPSと自家発電機を組み合わせた無停電電源システムなど、

データセンターとしての条件を高いレベルでクリアした環境に設置しています。

Sランクの耐震性と無停電システムを確保した堅牢な設置環境

UPSと自家発電機による無停電システム

専用キーと入退室管理

万一商用電源の供給が停止した場合、UPSがサーバへ
電力の供給を開始し、非常用発電機が始動します。
発電機は10秒後に電力の安定供給を開始します。
この2つのシステム連動によりサーバの無停止運転を実現しています。

大型UPSと発電機を併用し、
サーバの無停止運転を実現

サーバ室への入退室時及び退室時にIＣカードキーによる
チェックを行い、不正入退室チェックを行っております。
建物内の各所には監視カメラを設置し、侵入者を監視しています。

高セキュリティな設備管理によって
不正侵入を回避

床下空調・耐震ラック設備

耐震構造・消化システム

Y型ブレースダンパーにより、大地震の際の揺れを制御し、
建物のダメージが及ぶのを防ぎます。
万が一火災が発生した場合にも、水や泡、粉末など精密機器に
影響を与える消火システムを使わず、精密機器にも安心の
ハロゲン化物消火システムを採用しています。

床下全体を一定の温度湿度で保つ空調設備と震度6の地震においても十
分な強度を保持ができる耐震ラックにて管理を行っています。

震度6の大地震時にもほとんど被害を
生じさせない「Sランクの耐震性」を確保

【ラック仕様】
○ スチール製 19インチ/EIA規格 46U

高さ2200mm × 奥行き1000mm 
○ 天井大型ファン標準装備
○ 震度6の地震においても十分な強度を保持
○ 最大荷重500kg未満（耐震荷重300kg）
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推奨動作環境

報告用アプリ

iOS対応機種
※OSバージョン6.0 〜 9.1対応

iPhone / iPadシリーズ

Android対応機種
※OSバージョン2.3 〜 4.4対応

Softbank 201F(ARROWS) /
Softbank DIGNO U など

システム管理者用
Web管理画面

Internet Explorer 11

• iPad（WiFi版）は位置情報の取得は行えません。

• 対応機種の詳細、フィーチャーフォン（ガラケー）での利用をご検討される場合は、弊社営業担当までご相談ください。

• Web管理画面はブラウザ設定のJavascriptが無効な場合は正常に利用できない場合があります。
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ご利用料金

初期費用

アプリケーションダウンロード費用 無料

システム（アプリケーション＆サーバー）初期設定費用 150,000円 + 税

月額費用

アプリケーション月額利用料（端末1IDあたり） 500円／ID + 税

サーバー利用基本料（ディスク容量1GBまで） 5,000円 + 税

• サーバー基本利用料にはシステム管理者の管理画面利用IDを含みます。

• サーバーのディスク容量が1GB以上必要な場合は別途料金となります。

• オプション機能、カスタマイズ、説明会、利用者サポート、アプリインストール代行などは別途料金となります。

• パソコン等のインターネット環境（インターネットプロバイダ利用費用含む）は含まれておりません。

• システムの利用はスマートフォンやタブレット端末からのパケット利用料金が別途必要です。

• 記載価格は税抜き価格です。
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オプション料金

• 記載価格は税抜き価格です。

管理画面のIPアドレス制限
指定されたIPアドレスのみアクセスを許可し、
アクセス制限を行います。

5,000円 + 税

講習会
使用者・管理者向け講習会の開催
（１回、３〜４時間程度、定員２０名）
※交通費・宿泊費は別途実費請求となります。

50,000円 + 税

サーバ容量
サーバ容量を＋２GB毎に追加することが
できます。

2,000円／月+ 税



価値ある便利をもっと身近に

株式会社エス・ケイ（本社）

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-35-4 日本橋浜町パークビル2F

TEL：03-4405-7995 FAX：03-5643-1180

株式会社エス・ケイ（西日本事業本部）

〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35番16号第一富士ビル2F

TEL：052-937-0217 FAX：052-937-0218

デモ利用
（無料）
受付中


