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〒540-8553 
大阪府大阪市中央区城見2丁目2番33号ytv京橋ビル

働き方改革支援サービス

お客様（管理者様）
❶ 利用規約・サービス仕様書のご確認
❷ 新規サービス申込書によりお申込み

パナソニック
❸ お客様用サーバーの準備
　 ※ご利用まで約3週間必要です。
❹ ライセンス証の発行とサービス登録のご案内

お客様（管理者様）
❶ お客様（管理者様）ご自身による
　 サービス利用登録
　 ※ご利用者様のアカウント/PW/組織情報の
　 　作成・登録
❷ 管理者様からご利用者様への
　 アカウント/PW/URL通知

お客様（ご利用者様）
❶ ご利用者様自身による
　 プログラムダウンロードとインストール
❷ ご利用者様による画面閲覧

○動作環境※

○ログデータのサーバー保持期間：1年間

しごとコンパス ＊ 利用料金など詳細については、担当営業までお問い合わせください。　＊ 原則として10台以上からのご利用となります。

■ご注意事項　●サービスの内容や詳細は、変更となる場合があります。　●画像はイメージです。

受付時間 
9：30～12：00、13：00～17：30

このチラシの記載内容は2020年5月現在のものです。

お問い合わせは
サービスファーストコンタクトセンターまで

社員と会社の「働く」を
ポジティブな方向にスイッチ！

働き方改革に役立つ資料を無料でダウンロードできます！ 「しごとコンパス」のお役立ちをご紹介
https://panasonic.biz/cns/pc/workstyle/

0120-878441
フリーダイヤルがご利用いただけない場合はTEL:06-6943-8716

http://lp.jpn.panasonic.biz/shigoto-compass_contact.html

http://lp.jpn.panasonic.biz/shigoto-compass_download.html

ご注文1 サービスのご利用登録2 サービスの開始3

■システム構成図

システム運用

WEBブラウザで参照（ログインが必要）

社員（利用者） 組織責任者

エージェントソフトウェア
・ 可視化画面（本人）

・ 可視化画面（本人・部下）

管理者（情報システム）

・ 管理画面

●ブラウザ： Internet Explorer 又は Google Chrome
●対応OS： Windows 10 Pro 64bit/Windows 7 Professional 32bit/64bit
●メモリー： 2GB以上（Windows 7 Professional 32bitは1GB以上）

●ストレージ： 空き容量256MB以上
●言 　 語： 日本語
※本サービスをご利用いただくために必要な条件であり、動作を保証するものではございません。

「しごとコンパス」の見える化データが
働き方改革への共通言語に

Panasonic

クラウドサーバー
C L O U D  S E R V E R

ログサーバー
（ログ蓄積）

解析サーバー
（可視化処理）

パナソニック株式会社 
モバイルソリューションズ事業部

土日、祝日、年末年始、
弊社所定の休日を除く

ご利用までの流れ

アップロード自動アップロード

New!
Outlook

等の

予定表も

表示可能

組織情報や勤怠データ、
スケージュールデータなど
をアップロード

使用PCへ
エージェントソフトウェアを
インストール



Outlook等の
予定表も
表示可能

New!

「仕事の見える化」で
働き方を最適な方向へ。

ふり返り→ムダな時間の圧縮で、
たとえば１日約12分削減するだけで

見える化したデータで、
課題を早期に発見可能。

特別な操作は不要。
貴社の働き方を見える化できます。

長時間労働の是正が、働き方改革の目的ではありません。

社員一人ひとりの幸せと会社の成長の両方を叶えることが、

「働き方改革」のあるべき姿。

パナソニックの「しごとコンパス」は、

「仕事の見える化」を通して

働き方をポジティブに変革することを促します。

しごとコンパス

テレワーク推進や

長時間労働の

抑制を促せる 具体的な

目標を立てて

行動を変えられる

時間の使い方を

ふり返って

ムダを見つけて減らせる！

●画像はイメージです。 32

長時間労働の抑制や
テレワークの推進など
適正な労務管理をサポート！

１週間なら約１時間
１年間なら約６日
の時間を創出

業務時間

業務実態

業務時間の乖離

ライセンス・アプリ利用状況

New!
Outlook等の予定表も表示可能
PC稼働状況だけでなく予定表からも
行動の振り返りができて、
よりよい気付きを得られる！

「しごとコンパス」は、キーボードやマウスの
操作状況から、業務時間や業務内容など
の働き方を見える化。今まで気づかなかった
社員や組織の課題を把握できます。

申告申告

実績実績

Outlook

社内社外

→4・5ページへ →6・7ページへ



PC使用時間以外の時間の使い方も見える化！
仕事の進め方の課題がわかる！

スケジュール上の行動と、PCの実作業の時間を算出して
グラフ化。業務配分の課題がわかる！

PCの使用時間と使用アプリに加えて、スケジュール表まで一覧で表示。
社員一人一人が、時間の使い方を簡単にふり返って、自発的に改善を図れます。

スケジュールとアプリ使用状況について、それぞれの時間と割合を算出してグラフ化。
業務配分の傾向を把握して、予定とPC業務それぞれの時間配分を見直せます。

業務ごとの時間をグラフ化。
優先業務への
取組みをサポート

生産性の向上を促進

お客様向け資料は「対外」、社内用の資料は「対内」など。
ファイル名の先頭に任意の命名規則を設けて業務を区別
することで、アプリケーションに関わらず、各業務にかかった
時間を見える化できます。

●画像はイメージです。

［ 活動状況一覧（ユーザー） ］ New! ［ 活動状況分析 ］ New!

［ 操作ファイルカテゴリ ］

③申告勤務時間

①スケジュール状況分析

②アプリ状況分析

①スケジュール状況

②PC操作状況

④アプリ使用状況

PCを稼働していなかった時間の

ふり返りもできる！

客先訪問や会議の時間の

使い方を見直せる！

提案書作成時も、

メールを頻繁にしている・・・。

緊急でないメールは、

まとめて対応しよう！

１日平均

12分
削減

FRI

THU

WED

TUE

MON

※勤務情報は、外部データの取り
込みが必要です。

各スケジュールの時間割合（円グ
ラフ）と、絶対値（棒グラフ）を表示。
CSVでダウンロードが可能です。

※スケジュール情報は、スケジュール
データ（iCal形式）の取り込みが
必要です。最大4週間分、Zip圧
縮前のファイルで最大２GBまで。

各アプリの使用割合（円グラフ）と、
絶対値（棒グラフ）を表示。CSVで
ダウンロードが可能です。

スケジュール情報を表示。スケ
ジュールをクリックすると、スケ
ジュール詳細を表示します。

※スケジュール情報は、スケジュール
データ（iCal形式）の取り込みが
必要です。最大4週間分、Zip圧
縮前のファイルで最大２GBまで。

キーボードやマウスの操作状況か
ら、PCの操作時間を表示。操作
頻度も４種類の濃度に分類して
表示します。

アプリの使用時間を10分単位で
見える化。事前登録すればWeb
アプリケーションの集計も可能。

気づきから
行動を
変えられます！

社内の情報共有会議が多い。

出席会議を絞ろう

提案資料よりも、メールに

時間を使っている・・・

進捗管理や
部門平均との比較も可能。
改善を促進できます。
社員一人一人や組織のアプリ使用時間
の遷移で、進捗を確認可能。個人と組織
平均のアプリ使用時間を比較して、時間
の使い方の参考にすることもできます。

目標を持って
取り組める！

社内資料よりも
社外資料の作成に
時間を割こう！

［ アプリ使用割合遷移 ］ ［ アプリ使用時間比較 ］
確認したいアプリを選択して、週や月単位で使用時間
の遷移を表示できます。

アプリの使用時間について、社員と組織平均
の比較をレーダーチャー トで表示できます。
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移動 移動客先アポ

集中ワーク

１週間なら約１時間
１年間なら約６日の時間を創出

ふり返り→ムダな時間の圧縮で、
たとえば１日約12分削減するだけで

新プロジェクトを
立ち上げ！

学び合いの
場を増設

リフレッシュ
休暇を推奨

対外向け
業務

対内向け
業務

メール

PPT



●画像はイメージです。

しごとコンパスのデータを元に

上司・部下で原因を話し合い。
長時間労働の抑制を促せます！

申告時間より残業している
メンバーが２人いる

テレワーク中、
深夜や早朝に
ムリしてないか
確認できる

テレワーク中の
メンバーも含めて、
部下の予定を
一覧で見ながら、
ミーティングなどの
予定が立てられる！

１人ずつの状況を確認して、
問題がありそうなら話を聞いてみよう

残業の実態を見える化！ 早期に対策検討が可能 テレワーク時のマネジメントをサポート
申告した労働時間と実際のPC使用時間の乖離などからチームメンバーの労働時間の実態を把握。
早期に業務内容や分担などについて話し合うことで、長時間労働の根本的な抑制を促せます。

テレワークをしているメンバーも含めて、部下全員の１日の予定とPC操作状況を一覧して確認可能。
部下１人ひとりの業務状況も確認して（４・５ページ）、マネジメントが可能です。

労務管理をサポート

チームの実態を把握

［ 申告と実績の状況 ］ ［ 申告と実績の乖離 ］

［ 活動状況一覧（グループ） ］ New!

厚生労働省 「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に対応
「しごとコンパス」を使用することで、PCの使用時間を自動で記録。労働時間の把握が可能です。

テレワーク時の情報漏えい対策に！ 電源オフでも、
遠隔からデータの完全消去が可能※なサービスもご用意

クラウド
サービスならでは！

チームメンバーが申告した労働時間と実際のPC使用時間、差異を算出して表示。
予定通りに進んでいない仕事を早期に発見できます。

※勤務情報は、外部データの取り込みが必要です。

部下一人一人が申告した労働時間とPC使用時間の乖離を、月単位で確認する
ことも可能。一人一人の状況から対策を検討できます。

※勤務情報は、外部データの取り込みが必要です。

6  7

※電源オフ時でのデータ消去は、ワイヤレスWAN対応モデルのレッツノートにお客様にて
　データ通信とSMSが利用可能な回線契約をいただいた場合のみとなります。

TRUST DELETE Biz パナソニック版

レッツノートがPC初！
※2020年2月12日発表

データ適正消去
実行証明協議会

認証
取得

◎PCにエージェントソフトをインストールするだけ。
　サーバー構築やソフトの管理の手間は不要！
◎PC操作内容は、Webブラウザから
　リアルタイム※に確認可能！
◎ユーザー数の追加にも柔軟に対応！

※PC操作状況は、オンライン状態では定期的にサーバーと通信を行います。　
　アップロードされたログデータは、定期的にサーバー内で集計し、表示されます。

見たい画面を選ぶだけで分析画面を
すぐに表示。操作も簡単

サイドメニューから
見たい画面を選択

操作ガイド New!
クリックすると、操作方法や
使いこなしのポイントを紹介
した画面を表示します。

個人の実態を把握

組織責任者向け機能

PC使用時間 申告労働時間 労働時間差異

□PC使用時間　□申告労働時間

PC使用時間と申告労働時間の乖離

③申告勤務時間

①スケジュール状況

②PC操作状況

※勤務情報は、外部データの取り
込みが必要です。

※スケジュール情報は、スケジュール
データ（iCal形式）の取り込みが
必要です。最大4週間分、Zip圧
縮前のファイルで最大２GBまで。

在宅ワーク中
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