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nanoty 社内SNSと基幹システムの連携から実現する精度の高い原価管理

クラウドだからできるスムーズなデータ連携
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※原価計算の方法は企業により様々であり、こちらは一例となります。
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nanoty 社内SNSと基幹システムの連携から実現する精度の高い原価管理

kintoneから始まる連携

kintoneの商談管理ができるアプ
リとnanoty、PCAクラウドを連携
させることで、共通の案件・プロ
ジェクトコードで管理していくこ
とができるようになります。今回
の連携では、この商談管理がスタ
ートとなります。

作業時間を管理できるnanoty

商談が受注した際に、商談情報

をnanoty、PCAと連携します。
nanotyでは案件・プロジェクトコ
ードの情報を受け取り、日々の日
報の明細で使用できるようになり
ます。このコードを紐づけること
で案件・プロジェクト別に作業時
間の集計を取ることができるよう
になります。こちらの案件コード
が、このあと説明する『案件別経
費精算』とも連携するコードとな
ります。

PCAの『商魂・商管』と連携

PCAクラウドでは売上情報とし
てコードを含めた商談情報が販売
仕入管理システムと連携します。
精度の高い原価管理を実現させる
ための基盤となる重要な連携とな
ります。

商談コード WEB16033101

企業名 株式会社ナノ商事様

案件名 新規システム制作案件

受注金額 2,000,000円

粗利金額 700,000円

案件コード WEB16033101

案件名 新規システム制作案件

受注コード WEB16033101

企業名 株式会社ナノ商事様

案件名 新規システム制作案件

受注金額 2,000,000円

粗利金額 700,000円

それぞれの
サービスと連携

※こちらは一部の情報となります
※こちらは一部の情報となります

かつてない人材不足が続く昨今
、企業では従業員の定着化や若手
社員の育成、さらには優秀な人材
を獲得するためにインターンシッ
プを頻繁に開催し、多くの学生と
接点を持つことを検討される企業
が増えてきております。

しかし、時代の流れと共に社員
の行動、考え方も大きく変化して
いるため、従来のやり方ではうま
くコミュニケーションが取れず、
せっかく採用した人材も、成長さ
せることができず会社を離れてし

まうケースも少なくありません。

また、社内を見てみると、従業
員の高齢化も深刻な問題となって
きております。ベテラン社員がこ
れまでに培ってきた技術・経験を
定年もしくは退職するまでに次の
世代に継承をしていかなければな
りません。

そこで、我々は、様々な課題と
向き合う経営者のみなさまのため
の社内SNS nanotyという、日報を
ベースとした社内コミュニケーシ

ョンの活性化や社員のモチベーシ
ョンアップ、さらには人材育成の
ためのノウハウや情報共有ができ
るサービスを構築いたしました。

今回はそんな社内SNS nanotyと
他社のサービスを連携させること
で、御社の業務をより強力に、そ
してさらなる成長へつながると考
えております。
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nanoty 社内SNSと基幹システムの連携から実現する精度の高い原価管理

▲nanotyの日報明細

▲kintoneの経費精算アプリ

nanotyでは、日々の業務内容を
作業時間別に記録として残すこと
ができます。登録した作業時間に
は、管理している案件・プロジェ
クトコードを紐づけることができ
、連携しているkintoneの経費精算
アプリへ、コードを含めた案件情
報が送られます。nanotyから受け
取った情報と経費精算に必要な情
報をkintoneアプリに登録していき
ます。

kintoneの経費精算アプリで登録
された経費精算書の情報は、PCA
会計の仕訳伝票の摘要欄に自動で
登録されます。また、PCA会計の
機能である『摘要一覧』から、案
件コード別に集計結果を管理する
ことができるようになります。

このように3つのサービスを連携
させることで、これまで経理が手
入力で行っていた作業がすべて自
動化され、その結果として、作業

時間の短縮、業務効率の向上へと
つながっていきます。

これまで数日かかっていた経理
の作業が1時間もかけずに完了でき
るようになると、経理は別の業務
に時間を割くことができるように
なります。事務処理だけでなく、
数字の結果を分析し、改善点を新
しい視点から導き出すことができ
るようになります。

日々登録する
日報の明細から
kintoneに連携

nanotyから
受け取った案件
情報も一緒に
精算書へ登録

▲PCA会計

kintoneの
精算書データを

PCAの仕訳伝票に
自動で連携
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nanoty 社内SNSと基幹システムの連携から実現する精度の高い原価管理

精度の高い原価管理の基盤

これまでの説明から、kintoneで
管理している商談情報から案件・
プロジェクトコードを nanoty、
PCAに連携できるようになり、さら
にその案件・プロジェクトコード
を使い、案件別の直接経費が算出
できるようになりました。この連
携により、それぞれのサービスに
精度の高い原価管理を実現するた
めの情報が蓄積できるようになり
ました。

原価計算は業種、会社によって
様々ですが、今回は一例として、
システムの制作会社の原価計算を
参考に説明させていただきます。

nanoty×給与管理

nanotyでは担当者（社員）別の
作業時間の集計を取ることができ
ます。この集計結果から、担当者
別に1ヶ月の作業時間の総数と、担
当者の給与情報から1時間あたりの
担当者別コストを算出します。さ
らに、算出した担当者別コストと
、案件・プロジェクト別にかかっ
た作業時間の総数から、それぞれ
の案件にかかった人件費が算出で
きるようになります。

案件別コスト×財務会計×販売管理

正確な案件・プロジェクト別の
損益を確認するために、販売管理

ソフトの売上・粗利情報に、財務
会計の直接経費、先ほど算出した
案件別の正確な人件費を乗せてい
きます。あとはその他人件費の計
算や変動費、固定費を乗せて、そ
れぞれの案件・プロジェクトの損
益を確認することができるように
なります。

分析結果は次の大きな利益を生
み出すヒントとなり、戦略を立て
る上で、重要なデータとなります
。各種サービスと連携させること
で精度の高い案件別損益の確認を
実現いたしました。

担当者 鈴木一郎

作業時間 150時間

▲nanotyの担当者別作業時間集計 鈴木一郎

給与情報 300,000円

▲社員の給与情報

4月の鈴木さんの1時間当たりのコスト

（給与） （制作時間） （1時間あたりのコスト）

▲案件別作業時間集計 ▲案件別担当者別作業時間集計
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nanoty サンクスポイントで社内に変化を起こす

面と向かっては照れくさくて言えない「ありがとう」をポイントとメッセージで

照れくさい？でも気持ちは伝えた
い！

一緒に働く仲間たちに感謝する
瞬間はたくさんあります。ただ、
面と向かって伝えるとなると少し
照れくさいですよね・・・。

そんな感謝の気持ちを社内に伝
えていけるようにnanotyでは「
サンクスポイント」という機能を
作りました。

サンクスカードとの違いは？

同じような仕組みとして「サン
クスカード」を社内に導入される
企業も多くあります。感謝の気持
ちを伝えるという面では全く同じ
ですが、大きな違いとして、『ど
の社員』が『どのようなことをし
てくれた社員』に感謝の気持ちを
伝えているのか社内で共有するこ
とができます。サンクスカードの
場合は、カードを渡す本人と、受
け取る社員しか感謝の気持ちを共
有することができませんが、

nanotyは社内SNSとなるため、
感謝の気持ちも日報やコミュニテ
ィと同じように社内で共有できる
ようになります。

スマホでどこからでも配布可能に

nanotyはスマートフォンに対
応しているため、外出先からも簡
単にサンクスポイントを渡すこと
ができます。たとえば外出中に自
分の代わりに業務を行ってくれた
社員や、急な対応をしてくれた社
員にその場でポイントを渡すこと
ができます。日にちが経てば経つ
ほど感謝の言葉は伝えづらくなる
ものです。気づいたときにすぐに
渡せる環境もnanotyを使えば構
築することができるようになりま
す。

サンクスポイントの集計も可能！

nanotyのサンクスポイントは
毎月固定のポイントが社員一人一
人に割り当てられます。
（ポイント数は設定可能。ただし

ポイント配布期間は固定となる）

毎月社員がサンクスポイントを
配布しているのか、またはどれぐ
らい受け取っているのか、社員別
に集計を取ることができます。こ
ちらの集計結果より月間や年間の
サンクスポイントのランキングを
公開したり、MVPを決めたりと社
員のモチベーションアップにつな
がる情報を社内に広げていくこと
が可能となります。感謝の気持ち
があふれる社内づくりを目指して
いる企業には最適な機能となって
おります。

▲サンクスポイントの集計画面



6Copyright©2016 SUNLOFT Corp. All rights Reserved.

nanoty サンクスポイントで社内に変化を起こす

登録している部署からサンクスポイントを配布
したい社員を選択します

部署に所属する社員が
一覧で表示されます

感謝のメッセージを付けてポイントを贈呈できます

今月もらったサンクスポイントの一覧

過去に「あげた」「もらった」サンクスポイントの履歴も確認できます

もらったメッセージ（サンクスポイント）に返事が書けます

獲得したポイント
配布したポイント

サンクスポイントを配布する

受け取ったサンクスポイントの確認・相手に返事を書く



7 Copyright©2016 SUNLOFT Corp. All rights Reserved.

nanoty 社内SNSが働く女性にやさしい4つの理由

女性活躍推進法がスタート

社内SNSが働く女性にやさしい つの理由

大手企業はもちろん中小企業でも関心が深まる女性活躍推進

Feature.3

育児休暇中は社会から少し離れ、家庭に入る
ことで、外とのつながりがなくなってしまい、
孤立化してしまうことがあります。nanotyで
は孤立化を防ぐために、社内SNSを通じて、常
に会社や社員とつながっていられる環境を提供
しております。

子どもを寝かしつけた空き時間に、会社のコ
ミュニティを確認したり、コメントをつけたり、
育児休暇中でも会社の様子、変化を一緒に見て
いくことができます。会社の動きが見えるため、
復帰後もスムーズに仕事の流れに乗っていくこ
とができるようになります。

1.育児休暇中の孤立化を防ぎ、スムーズな社会復帰をサポート

4

女性がイキイキ働く環境づくりが
最も重要なテーマとなる

女性活躍推進法が施行したこと
で、301人以上の労働者を雇用す
る事業主のみなさまは、平成28年
4月1日までに ①自社の女性活躍
状況の把握・課題分析 ②行動計
画の策定・届出 ③自社や厚生労
働省のホームページへの情報公表

が必要となりました。

女性管理者比率の底上げや、新
卒採用での比率を上げることを目
標に掲げる大企業が目立ちますが、
根本となる女性が働きやすい企業
づくりをしていかなければ継続し
て働くことはできません。女性管
理職を伸ばすには、それなりに年
月と経験を積む必要があります。

長く同じ会社で働ける環境を構築
するためにnanotyでは女性にやさ
しい社内SNSを考えております。
これから女性が抱える4つの課題
をnanotyを使ってどのように
解決することができるのか紹介し
ていきます。
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nanoty 社内SNSが働く女性にやさしい4つの理由

2.意見交換、発言ができる環境となる

3.工数集計機能でワークライフバランスを改善

経営層に聞く、「女性が活躍することで
企業が期待すること」のトップとして上
がったのが「女性ならではのアイデアで業
務の品質を上げる」という結果でした。企
業によっては、女性が自由にアイディアや
意見を交換できる場所（環境）は、まだま
だ少ないため、nanotyではSNSを使った意
見交換のできる場所を作り、社内にアイデ
アや意見が伝わるようにいたします。

※女性もここではグチをこぼすのではなく、
ポジティブな発想や意見に考えを転換しな
がら発言をしていくことが重要となります。

4.社員全員で承認しあえる環境作り

女性だけでなく、社会的課題にもなって
いるのが、ワークライフバランスです。特
に育児休暇中で同僚が抜けてしまうことで
発生する「ワークシェアリング」による他
の社員たちの残業。この残業をどのように
して改善することができるのか、作業内容
別に時間を集計し、どのように業務改善が
できるのか、どこにどのような負荷がか
かってしまっているのか、可視化できるよ
うにいたします。社員それぞれの負荷を軽
減させ、なるべく家族で過ごす時間を作っ
たり、自己スキルを上げる時間に充てたり
と生活にゆとりと、社員のモチベーション
維持につなげていきます。

大人になればなるほど難しくなるのが、
面と向かっての感謝の言葉です。nanotyで
は社員の日報やコミュニティ記事に「いい
ね！」や「ファイト！」といった簡単に相
手を承認できる機能を持っています。さら
に「サンクスポイント」というポイント機
能では、何かアイデアや意見をくれた同僚
や、作業を手伝ってくれた同僚に対し、感
謝のメッセージと一緒にポイントを渡せる
機能を持っています。社員全員がお互いを
承認しあえる環境をnanotyでは作っていく
ことができます。
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nanoty 女性活躍推進×nanoty

2012年11月に設立された女性のキャリ
ア支援を手掛ける会社。地域で働く・働き
たい女性向けのスキルアップや意識改革講
座、女性管理職を育成したり、その風土づ
くりを推進するための研修会、企業や自治
体の女性活躍推進のコンサルティングなど
を専門としています。

ロールモデルがなく、女性が安心して働
ける企業風土が育まれていない企業におい
ては、スキルがあっても自身の将来に不安
を感じる女性社員は多いといいます。また、
子育て中の社員のキャリア形成や、女性管
理職を増やすための仕組みづくりを検討し
たいと考えていても、何をどう進めていけ
ばよいかがわからないという企業が多いよ

うです。そこで、るるキャリアでは、女性
活躍推進のプロジェクトの立ち上げから運
営までをトータルでサポートし、それぞれ
の企業に応じた女性のキャリア支援のしく
みづくりに携わっています。

さらに、働き方における個人の価値観が
多様化している中、男女ともに共通する
ワークライフバランスのあり方もテーマに
掲げ、"働き方変革"を促進する研修プログ
ラムや成果を出せる仕組みづくりを提案さ
れています。このほか、若手社員のモチ
ベーションの維持・向上、定着率のアップ
など、「働く」をテーマに多方面にわたっ
た活動をされています。

株式会社るるキャリア
代表取締役 内田美紀子様

nanotyの女性活躍推進における役割とは・・・

女性活躍推進 × nanoty

まずは、るるキャリアの皆さんに
もnanotyをお試しいただき、「女性
活躍推進」の観点からnanotyがどの
ように活用できるのか、ご意見を伺
いました。その結果、nanotyの活用
は、次の3つのことを推進すること
につながるという見解が示されまし
た。

1.上司と部下との小さなコミュニ
ケーションを増やし、質も高める

管理職が抱える悩みのひとつに、
部下の女性社員とのコミュニケー
ションが挙げられます。慌ただしい
日常において直接話せる時間は限ら
れており、唐突に話しかけるのも何
となく遠慮があるというのは、上司
と部下に共通する思いのようです。

nanotyで日報を記入するようにな
ると、管理職は日次レベルで部下の
状況を把握し、「いいね！」「ファ
イト」ボタンで反応したり、コメン
トをしたりすることができます。部
下もまたリアクションをしやすくな
ります。それぞれの都合のよいタイ
ミングで小さなコミュニケーション
を積み重ねていると、顔を合わせた

ときに話すべきことの共通認識が持
てているので、スムーズに、かつシ
ンプルなコミュニケーションをしや
すくなり、質も高めることができま
す。

2.社内に承認の文化を育み、「つ
ながり」や「安心感」を醸成する

仕事をしていて励みになるのは、
誰かに認められること、褒められる
こと、役に立ったり喜ばれたりした
ことを実感できることではないで
しょうか。nanotyでは、自身が記入
した日報に、上司や同僚が「いい
ね！」「ファイト！」ボタンやコメ
ント機能で気軽にリアクションをし
てくれます。このリアクションは
「承認」の表れですから、モチベー
ションの向上に直結します。

また、「サンクスポイント」の機
能で「ありがとう」や「助かった
よ」の気持ちを伝える習慣ができま
す。承認や感謝をされるだけでなく、
自身も誰かに承認や感謝を伝えてい
く社員が増えることで、それが企業
文化を育み、コミュニケーションに
不可欠な信頼関係を深めることがで

きます。

3.業務改善やワークライフバラン
スにつながる時間への「意識」が
高まる

今、多くの企業が生産性の向上や、
残業時間の削減に向けた対策を講じ
ています。ただ、その対策を検討す
るときに「誰が」「どの仕事に」
「どれくらいの時間を」費やしてい
るかを把握できるデータが必要です。

nanotyでは、日報明細や作業時間
の集計機能を活用することで、誰が、
どの業務に、どれくらいの時間を費
やしていたのかがわかります。この
データに基づき、やるべき仕事を適
切に実行できていたか、不要な残業
は発生していないか、業務のフロー
やプロジェクトの運営に問題がない
かなどを検証することができます。
行動を記録すること、そのデータを
可視化することは、業務改善やワー
クライフバランスを考えるために必
要な「時間への意識を高めていきま
す。
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nanoty 新機能リリース情報

お願いしたい仕事を依頼し、管理
できる依頼タスク機能

nanotyに新しくプロジェクトや
個々で次にやるべき作業を管理で
きるタスク機能が追加されました。
他のタスク機能との大きな違いは、
他の社員（同僚）にタスクを割り

当てることができます。これまで
他の社員に何か仕事を依頼すると
きに、口頭、電話、メール、
チャットツール等で連絡を入れて
も、依頼した内容、その後の進捗
状況など確認するのを忘れてしま
うことも多かったのではないで
しょうか。nanotyのタスク機能で

は、『どの社員に』『どんな仕
事』を依頼中なのか、自分のタス
クと合わせて一覧で管理すること
ができます。このようにnanotyで
は進捗確認が一緒にできるタスク
機能を実装いたしました。

完了したタスクを社内で共有し、
社員全員で進捗確認

登録しているタスクが完了し、
一覧に完了のチェックを入れると、
完了したタスクの内容がその日の
日報に表示されます。自分で設定
したタスク、依頼されたタスクの
両方が表示されますので、作業が
完了したことを日報の中でも共有
することができます。日報での共
有となるため、その日の作業内容
と合わせて確認ができるようにな
ります。依頼者はどのような状況
下でその社員が自分のタスクを対
応してくれたのか把握することが
できるため、御礼や感謝の気持ち
をnanotyのサンクスポイントを
使って返すことができます。依頼
から感謝まで一貫して行うことが
できるようになりました。

終了したタスクはその日の日報に表示！
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一方通行の日報から、社内共有型の日報へ

そもそも日報で社員は育つの
か？と疑問を持たれる方もいる
と思います。

イメージは以前からある日報
のスタイルです。部下がその日
の業 務内容を日報として上司
に提出し、上司は部下の日報を
確認し返却します。上司から部
下へ返却する際に、一言でも添
えていればコミュニケーション
が取れているといえますが、上
司も忙しい立場の人間です。そ
こまで日報の返却に時間を費や
すことはまずありません。ここ
で生まれる課題は、上司と部下
のコミュニケーションです。

部下の立場からすると上司へ
日報を提出しても何も反応がな

いので、『日報を書く』という
ことに意味を見出せません。こ
れでは日報が続かないのもご理
解いただけるかと思います。

また、会社が成長するに当た
り、このスタイルでの課題はも
う1点あります。それは周りの社
員が何をやっているか他の社員
がまったく理解していないこと
です。たとえば、社員AさんとB
さんが一緒に動けば簡単に受注
できた案件も、Bさんの業務（活
動）内容を知らなかったばかり
に受注までに時間がかかってし
まった・・・なんてこともあり
ます。

では、この情報はどこに集約
されているのでしょうか・・・。

どの社員が、どういった業務
（活動）をしているかは、日報
を毎日見ている上司だけが知っ
ている情報となります。つまり
上司だけが全体を把握している
こととなります。結果として、
社員一人一人の情報量は乏しく
なるため、社員の成長速度、会
社の成長速度はかなり低下して
しまうことになります。

そこで社内・社員全員で共有
できる社内SNSに注目が集まっ
ています。共通の環境の中に、
上司、同僚すべての社員の日報
が蓄積されています。こちらを
毎日確認することで、確実に情
報は共有され、社員一人一人の
成長速度は加速し、会社の成長
にも大きくつながっていきます。

一方通行型 社内共有型

トピックス

マイページ

社 員

日 報

目 標

サンクス

コミュニティ

リンク
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nanoty コミュニティ活用例

community
Everyone of

nanotyのコミュニティ機能の活用事例をご紹介！

01.社員育成、マニュアル管理

02.社内ランキングの発表

毎年4月に入ると新入社員が入社してきま
す。そんな新入社員向けのマニュアルや教育
の資料をコミュニティにまとめることができ
ます。コミュニティには動画の埋め込みもで
きますので、YouTubeなどに限定公開でアッ
プした動画を共有し、いつでも新人が確認で
きる環境を作ることができます。また、コ
ミュニティにつけられたコメントは蓄積され
ていくため、先輩社員が新人時代に質問した
内容も残しておくことができます。過去にど
んな質問をしていたか、新人も確認できるた
め、同様の質問がなくなり、人事担当の負荷
も軽減することができます。

社員の日報や、コミュニティの記事に付け
ることのできる「いいね！」の数を月別に集
計し、月間ランキングを社内で共有すること
ができます。また、いいね！とは別に持って
いるサンクスポイントのランキングも同じよ
うに共有することができます。これが毎月社
員のモチベーションを上げるためのコミュニ
ティの活用方法となります。

年間のいいね！獲得数や、サンクスポイン
トの獲得数に応じて、年末や年度末に社長賞
や年間のMVPといった表彰もあるとさらに効
果は大きくなります。
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nanotyのご利用について

nanotyのホームページより体験版にお申し込みいただき、nanotyの環境をご用意いただきます。
体験版のご利用期間は14日間となっております。

ご契約
本稼働

nanotyの正式な運用が開始

14日間無料体験版期間

体験期間中にnanotyをご検討いただきます

4/1 4/14 4/15

※無料体験版から自動的に本契約へ切り替わることはございません。

Implementation step

体験版の環境をそのまま本番環境としてお使いいただけます。
体験期間中にnanotyに設定した内容や、登録されている日報や記事はそのまま引き継がれます。

弊社よりサービス利用申込書と利用規約を送付（メール）いたします。
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nanotyのオプション機能・カスタマイズについて

Option & Customize

退職者オプション 1,000円/月～ 退職者のデータをnanotyに残すことができます

多言語オプション 50,000円/月～ nanotyの言語選択ができます。※英語・ベトナム語に対応

Redmine連携 5,000円/月～ nanotyとRedmineを連携し精度の高い工程管理を実現します

kintone連携 0円/月～ nanotyとkintoneを連携できるようになります（API連携）

オプション機能 価格（税抜） 機能説明

nanotyオリジナル集計レポート作成

kintoneアプリ制作（nanotyと連携した経費精算アプリ）

kintoneアプリ制作（nanotyと連携した営業支援アプリ）

nanoty + kintone + PCA連携導入サポート

カスタマイズ内容 価格（税抜）

50,000円～

200,000円～

詳細はお問い合わせください

詳細はお問い合わせください

オリジナル機能のカスタマイズもできます。お気軽にご相談ください。

※kintone側のアプリ制作が必要な場合は別途費用が掛かります。

社内構築（プライベートクラウド対応）

バージョンアップ代行作業・保守メンテナンス作業

IPアドレス制限（指定されたIPアドレス以外のアクセスを制限します）

サーバー構成

nanotyはSaaSでのご提供以外に、イントラにて安全に活用／運用したいお客様のために社内ネットワーク内に環境を構築するため
のパックをご用意しています。御社に適したサーバー構成、カスタマイズ対応もできますので、お気軽にご相談ください。



ナノティ 検 索

14日間の無料体験申込も受付中！
御社に適したカスタマイズも可能です！

〒425-0092 静岡県焼津市越後島385

TEL：054-626-4014 FAX：054-626-3371
http://nanoty.net/


