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はじめに

この度は、STAFF EXPRESSをご契約いただきまして誠にありがとうございます。

当キックオフミーティングの目的といたしましては、

お客様の会社を支える基幹システムを新たに導入するという  

一大プロジェクトについて、一連の流れをご説明いたします。

当プロジェクトを成功していただく為に、

まずは本番運用までの全体像を把握していただく機会となっていただければと思います。
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本日の内容

本番運用までのステップ
エクスプレスの導入から本番稼働までに必要な

ステップについてご説明します。

エクスプレスについて
納品環境、オンラインヘルプ、サポートについて

 ご説明します。

キックオフMTGは以下の内容となります。
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具体的な失敗例
エクスプレスの本稼働までに至らなかったお客様の

事例をご紹介します。



本番運用までのステップ
具体的な失敗例
エクスプレスについて
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本番運用までのステップ

STEP 概要 内容

0 キックオフ説明会 キックオフ説明会で、本番運用までの具体的な活動スケジュールを理解します。

1 スケジュール確認 本番運用までのスケジュールを研修担当者からご案内しますのでその確認をします。

2 体制組成 スケジュールを基に本番運用までを推進する体制を検討します。
体制組成案の例は以下となります。
「プロジェクトオーナー」「プロジェクトマネージャー」
「導入支援チーム」「運用検討チーム」「PARTNER推進チーム」

3 導入研修 導入研修でエクスプレスの操作について理解していきます。

4 業務運用検討 導入研修を受けながら、どのような業務運用としていくかを設計します。

5 データ移行 本番運用するためにデータの移行計画を立案し実行します。

6 帳票設定 標準テンプレートを確認し、変更が必要な場合は設定します。

7 並行運用 エクスプレスに切り替えを行う前に現状運用と並行を実施します。

8 社内研修 エクスプレスを操作するメンバーに運用・操作方法を指導します。

9 本番運用 本番運用を開始します。 6
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本番運用まで　STEP 1：スケジュールの確認

研修担当者より導入スケジュールをご案内します。

以下を考慮しスケジュールの微調整を行います。

・通常業務と並行対応する時間の確保

・繁忙時期（閑散時期）

・移行データの量
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本番運用まで　STEP2：体制組成

STEP1でご案内したスケジュールを進めるための、チームを作ります。以下はチーム例です。

役割 内容

プロジェクト
オーナー

最高責任者となります。代表取締役、取締役、執行役員の方などが該当します。
導入研修の進捗状況はプロジェクトオーナーへ報告させていただきます。

プロジェクト
マネージャー

「マネージャー」「サブマネージャー」を設けます。
プロジェクトマネージャーを担う方は以下に該当する方が望ましいです。
・業務に精通している
・決断力がある
・運用、業務変更に対する決裁権がある
・ITリテラシーがある
・人を動かし、本プロジェクトの人材確保の裁量がある
・プロジェクトオーナーから信頼されている
上記を1名で全てを担うのは難しいので、 2名以上で分担するケースが少なくありません。

役割はプロジェクトのスケジュール管理や課題把握、課題解決を行い、
必要に応じてプロジェクトオーナーへ相談、調整をする役割を担います。

導入支援チーム エクスプレスへのデータ移行 (STEP5)や帳票設定 (STEP6)を担当します。

運用検討チーム 業務に精通している方に参加していただき、運用検討 (STEP4)をします。
現在の運用方法との比較、検証を担当します。 (STEP7)
社内研修の計画・実施を担当します。 (STEP8)
NEOを使った運用を進めるために、スタッフへの周知や使い方の案内をします。

PARTNER推進
チーム

PARTNERを使った運用を進める為に、クライアントへの提案活動を行っていただきます。
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本番運用まで　STEP3： 導入研修

■導入研修では、
 「スタートアップガイド」を使って体感動画の内容に沿って進めていきます。
 ※「スタートアップガイド」はキックオフのご案内メールでお送りしております。

 ■各回での研修内容は以下の予定となります。
 1回目：スタッフ採用編、得意先マスタ登録編
 2回目：案件クラウドマッチング編、契約管理編  
 3回目：勤怠管理編、給与前払編、給与・請求管理編  
 4回目：本番運用前の状況確認  
 5回目：初回請求（給与）の確認
 
 ※上記䛿「目安」となり、研修の状況に応じて変動いたします。  

 ■導入研修1回目迄の宿題
「事前設定」シートを確認し、本番環境とテスト環境へ設定をしてきてください。  
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本番運用まで　STEP3： 導入研修

導入支援は、①ZOOMでの導入研修、②宿題実施、③予習のサイクル  を回していきます。
このサイクルを回していくことが、知識の習得と理解を深める上で重要となります。

導入研修サイクル
STEP 内容

①導入研修 定期的にZoomでの導入研修を行います。
基本操作や応用についての説明、
質疑応答や運用相談などを行います。

②宿題実施 導入研修で確認した運用内容に沿って、
スタートアップガイドを基に復習します。

③予習 体感動画、スタートアップガイドを確認し、
次回行う内容を確認します。
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本番運用まで　STEP3： 導入研修

■体感動画URL
https://www.staffexpress.jp/contents/special/Y9fEkagw_ux/

体感動画とは、

EXPRESS、NEO、PARTNERの操作を
テーマごとに分かりやすく解説している動画です！

EXPRESSに不慣れな方、PCに不慣れな方も、
かんたんに操作を確認できます♪
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本番運用まで　STEP4：業務運用検討

導入研修を進めながら、どのように業務運用をしていくか  を検討します。
１度の実施で完了とはせずに、本番運用まで継続的に  PDCA を実施します。
確定した運用は、STEP 8の社内研修の運用マニュアルとすることをお勧めいたします。

運用検討ポイント 内容

エクスプレスの設定 どのような設定で運用するかを検討します。

業務ケースの洗い出し 現在の業務にどのようなケースがあるか、そのケースにどのように対応するかを検討します。
標準的なケースだけではなく、例外的なケースまで考慮しておくことをお勧めいたします。

現状の業務改善 エクスプレスの導入を機会に、現状の業務・運用を改善できる点がないかを検討します。
この絶好の機会を逃さずに積極的に取り組まれることをお勧めいたします。

※特にNEO・PARTNERは、業務生産性が飛躍的に向上し業務が大幅に削減されるためお勧めです。

実務担当者の決定 だれが、どの業務（エクスプレスのどの機能の操作）を担当するかを決定します。
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本番運用まで　STEP5：データ移行

エクスプレスで本番運用を行うために必要なデータを移行します。
データ移行の方法については、
スタートアップガイド「データ移行」シートをご確認ください。

データ移行の流れ 内容

移行対象データの確認 導入前MTGで確認した移行対象データを確認します。
例）スタッフ
　　得意先
　　給与台帳
　　有休

移行テスト スタートアップガイドを確認しながら、データ移行テストを実施します。

本番移行 本番環境にデータ移行を行います。
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本番運用まで　STEP6：帳票設定

エクスプレスでは契約書や給与明細書、請求書等をご用意しています。

万が一オリジナルのテンプレートが必要な場合には、
お客様にて編集・設定が可能です。

帳票例）
・労働者派遣個別契約書
・労働条件通知書 (兼)就業条件明示書

その他レイアウトサンプルは以下からご確認ください。
https://www.staffexpress.jp/contents/se_samp/
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本番運用まで　STEP7：並行運用(検証)

現在の運用内容とエクスプレスで運用した時の比較・検証をしましょう。

並行運用の流れ 概要 内容

計画 計画 いつ、誰が、比較・検証を行うか計画を立てます。

検証 契約パターンの確認 例）もし案件が100件あったら、
70件：標準的な案件
20件：請求計算方法が特殊な案件
15件：勤怠管理方法が特殊な案件
4件：お仕事の内容が特殊な案件
1件：得意先固有の特殊な案件　　とわけられた場合、左記の  5 パターンを検証します。

データ登録 エクスプレスに登録したデータに問題がないかを確認します。

契約書 契約書が正しく出力されるか (STEP 6) 検証します。

計算結果 現在の方法で計算した給与金額と請求金額を比較して金額が一致しているか確認します。

業務運用方法 検討してきた運用 (STEP 4) に問題がないかを検証します。

確定 本番運用の確定 検証結果に基づき、本番運用までに改善すべき点を調整・修正し運用を確定します。
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本番運用まで　STEP8：社内研修

エクスプレスを操作する全てのメンバーに
操作方法や新たな運用内容を説明します。

実操作でデータ入力をしてもらうほか、
「スタートアップガイド」を使って
お客様オリジナルの運用ルールを作成し、
社内研修をしていきます。
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本番運用まで　STEP9：本番運用

管理者は、並行運用の結果をもって
本番切替判定を実施します。

本番運用の基準として、
給与計算、請求計算が  2 か月継続して
実施出来た事を  1つの指標として
いただければと思います。
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本番運用までのステップ
具体的な失敗例
エクスプレスについて
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具体的な失敗例（管理不足）

■プロジェクトマネージャーの管理不足による失敗

管理者の方が役割を果たせない（果たさない）ケースです。

・プロジェクトの進捗確認
・プロジェクトのスケジュールに遅延が見られる場合のリカバリーする対策
・プロジェクトで生じた課題に対する臨機応変な対策
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具体的な失敗例（連携不足）

■部署、チーム内のコミュニケーション不足

各部署、チーム内で十分なコミュニケーション（連携）がとれておらず 、
各々のメンバーの動きや認識がバラバラとなっている状況です。

「いつ（いつまでに）」「誰が」「何をやるのか」の認識がバラバラ   な為、
結果として導入が進まず、内部崩壊してしまうという失敗があります。

20



具体的な失敗例（準備不足）

■エクスプレスを触らない

通常業務に忙殺され、導入準備、導入研修の課題を実施する事ができず、
結果的に、導入の大幅なスケジュール遅延、体制の見直しが必要となるケースです。
本稼働までに必要な時間の目安としては、約 30時間～50時間です。

エクスプレスの習熟度は触った時間に比例します。（触った時間＝習熟度です）

■研修の準備不足

各回の導入研修の復習・課題を実施せずに研修に臨む事 です。
課題を実施していない為、前回の内容を理解していない事により
スケジュールに沿った内容の研修が行えず、
結果的に大幅なスケジュール遅延  となるケースです  。
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具体的な失敗例（その他）

■これまでの運用への強い執着

現在の運用見直し・運用変更を行おうとせず 、
既存業務への想いが強すぎるため保守的になり柔軟さに欠けてしまい、
「できない」「以前より工数がかかるようになる」  というケースです。
過去から習慣的に継続しているに過ぎない運用が多々ございます。

■引継ぎがない状態での担当者変更

引継が行われない状態で担当者変更となるケースです。
進んでいた業務の共有が行われないため、

最悪は最初から行い直しとなる場合もあります。  

22



23

本番運用までのステップ
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分からない事があった時

エクスプレスについてご不明点・質問等がございましたら、
次のSTEPの順番に確認していきましょう。

【STEP1】オンラインヘルプを見て確認する
エクスプレスの使い方、運用フローを準備しております。
※オンラインヘルプの確認方法は 25、26ページをご確認ください。

【STEP2】FAQサイトを使って確認する
他のお客様から実際にあった質問を纏めております。
是非活用してください。
※FAQの確認方法は27ページをご確認ください。

【STEP3】サポートセンターに問合せをする
当社サポートの者がお客様に寄り添ってサポートします。
※ダイレクト問合せの利用方法については 28ページをご確認下さい。

■サポートセンター営業時間
・営業時間　/　09:30～12:00、13:00～17:30
(土・日・祝日および弊社指定休日を除く）
※毎月3回目の木曜日はサポート休業日となります。
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オンラインヘルプの使い方（１）

各画面のヘルプ(F1)ボタンから画面に対
応したオンラインヘルプにアクセス出来ま
す。

ナビメニューから各種オンラインヘルプにアクセ
ス出来ます。

エクスプレスの操作についてはオンラインヘルプをご用意しています。ぜひご活用ください。
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オンラインヘルプの使い方（２）

メニューバー→ヘルプ→マニュアルから
すべてのオンラインヘルプが掲載されている WEB
ページにアクセスできます。

▼オンラインヘルプ　ページ

エクスプレスの操作についてはオンラインヘルプをご用意しています。ぜひご活用ください。
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FAQ機能の使い方

エクスプレスのよくあるお問い合わせ (FAQ)を検索することが出来ます！

メニューバー「FAQボタン」か、「ヘル
プ」-「FAQ検索」から
起動します。

検索ワードを入力して検索するだけ！
疑問お悩み解決にぜひご活用ください。

詳しい操作はこちらからご確認いただけます。
https://www.staffexpress.jp/hp_r5grl8xh9rv1o5j9/pdf_help/01_13.pdf 27



ダイレクトお問い合わせの使い方

ダイレクトお問い合わせの
「＋新規」ボタンから
問い合わせ画面を開きます。

件名、連絡内容、添付ファイル(必
要な場合)を入力して
「新規申請」ボタンをクリックするだ
け！

▲ナビゲーションメニュー-サポートサービスタブ

エクスプレスからサポートセンターへ、カンタンにお問合せいただける機能です！

詳しい操作はこちらからご確認いただけます。
https://www.staffexpress.jp/hp_r5grl8xh9rv1o5j9/pdf_help/01_05_02.pdf 28



テスト環境と本番環境の役割

・動作検証及び運用検討を行うための環境 です。

・ライセンス数の上限はありません。

・使用期間が過ぎると使用できなくなります。

・テスト環境と本番環境は別環境のため、同期は　し

ていません。

・お客様がご契約いただいた環境です。

・ライセンス数はご契約いただいている数となり　ま

す。

・運用が決まった部分から本番環境にデータの登　

録をお願いします。

■　テスト環境 ■　本番環境
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おわりに

本稼働までの全体像について、ご理解いただけたでしょうか。

ぜひ、エクスプレスが本番運用された時のすばらしいお仕事風景を想い描き、

入念な計画と準備のもとプロジェクトを進めていただきたいと思います。

エスアイ・システムが精一杯ご支援させていただきます。
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