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この度は、エクスプレスシリーズ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させていただきます。

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れば幸い
でございます。

はじめに
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エクスプレスを本番運用を開始するまでのSTEPは、以下となります。
※その中でもSTEP1、2、４、７については、お客様が主体的に行っていただきたい重要なステップです。

本番運用まで
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STEP 概要 内容

０ キックオフ説明会 本日のキックオフ説明会を実施して、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 体制組成 本番運用までを推進する体制を検討します。チームを組成してメンバーを任命します。

２ スケジュール策定 本番運用までの大日程のスケジュールを策定し共有します。

３ 導入研修 動画をご覧いただき、実際に操作を行い課題内容の登録を行います。

４ 業務運用検討 導入研修を進めながら、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施します。

６ 帳票準備 標準レイアウト確認して、オリジナルのレイアウトとする場合に設計・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。

- ２ -

重要

重要

重要

重要



本番運用まで
～ STEP１：体制組成 ～
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前述のとおり、エクスプレスの本番運用までにはSTEP１～９があります。すべての役割を１名でこなすことは
簡単なことではありません。そのため体制を組成して、チームとして本番運用まで推進していくことをお勧め
しています。どのような役割を持つ体制とするかを検討します。
メンバーには、プロジェクトを推進していくキーとなる方にご参画いただくことをお勧めいたします。

体制図(案)

管理者

導入支援チーム 業務チーム

並行運用チーム 社内研修チーム

役割 内容

管理者

代表者様から任命された方が、責任者としてリーダーシップを発揮してい
ただきます。
スケジュール策定(STEP２)、スケジュール進捗管理、発生する課題整理と
意思決定、リスク対策、会議体管理、本番切替え判定の最終意思決定
（STEP９）を行います。経営者からの協力を得ることも重要となります。

導入支援チーム
ITリテラシーの高い方にご参画いただき、エクスプレスのインストールを
はじめ、データ移行（STEP５）、帳票準備（STEP６）を行いエクスプレ
スを利用できる環境をサポートします。

業務チーム
業務に精通している方にご参画いただき、運用検討します。（STEP４）
上流から下流へ全体の業務を精通された方が含まれた組成をしていただく
ことを推奨します。

並行運用チーム
現状のシステム等とエクスプレスでの並行運用を推進して、比較検証しま
す。（STEP７）

社内研修チーム 社内研修の計画・実施を担当します。（STEP８）

社長

- ３ -

〇研修MTG1回目で体制組成の進捗を確認します。

重要



本番運用まで
～ STEP２：スケジュール策定 ～
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STEP1で組成されたメンバーと本番運用までのスケジュールを策定して共有します。
重要なのは、だれが、いつまで（具体的な日付を決めて）に、なにをするのかを明確にすることです。

。

スケジュール例は、以下をご覧ください。
http://staffexpress.jp/tutorial/cloud/doc/flow_schedule.zip

- ４ -

スケジュールは、以下の観点などを勘案して策定します。
（１）STEP１の体制組成
（２）通常の業務遂行をしながら、STEP１の役割をどの程度こなせるか
（３）繁忙時期（閑散時期）
（４）お客様の情報活用能力
（５）データ移行対象

〇研修MTG1回目で、スケジュール策定の進捗を確認します。

※お客様の本番導入スケジュールに沿えるように、計画を行います。
日常業務を鑑みて、ムリな計画をたてることのないようにしましょう。

重要

http://staffexpress.jp/tutorial/cloud/doc/flow_schedule.zip


本番運用まで
～ STEP３：導入研修 ～
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導入研修は、①動画研修、②宿題実施、③研修ミーティング（以下研修MTG）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。
その為、事前に動画研修、宿題実施がされていない場合は、研修を延期とさせていただきます。

宿題

実施

研修

MTG

動画

研修

導入研修サイクル 導入研修サイクル 内容

①動画研修
機能・操作方法の基礎、運用検討ポイントを収録した動画（イーラニング）があり
ますので、ご覧いただき基礎的な理解を深めてもらいます。

②宿題実施

お客様が動画研修を視聴しながら実操作（ハンズオン）でデータを入力していただ
きます。入力するデータは、本番運用で使用するデータ整備、入力練習用の登録が
あります。
複数人で実施する場合は、重複した登録とならないようにしてください。
(STEP1の管理者が宿題の段取りを行なってください。)

③研修MTG

お客様と当社が定期的な研修MTGを行います。
（①動画研修、②宿題実施を前提としたMTGとなりますので、確実に実施していただきますようにお
願いいたします。STEP2のスケジュール策定次第、研修MTGの希望日時をお早めに教えていただけま
すようにお願いいたします。）

研修MTGでは、機能・操作方法の応用ならびに補足説明、質疑応答、運用相談など
をお受けいたします。
研修MTGを通して、お客様とインストラクター（サポートセンター）がコミュニケ
ーションを図り、関係を育みます。

- ５ -



テスト環境について

本番環境の案内と同時にテスト環境をご提供いたします。
テスト環境につきましては、動作検証及び運用検討を行うための環境としてご使用ください。

導入研修時は、テスト環境を使用してご説明いたします。
導入研修にご参加をされる皆様は、各PCにてテスト環境のインストールをお願いいたします。

【補足情報】
・テスト環境では、ライセンス数の上限はございません。
・運用が決まった部分につきましてはお客様のタイミングで本番環境にご登録をお願いします。

テスト環境からデータをエクスポートして、本番環境へインポートしてください。
・テスト環境と本番環境は、それぞれ別環境となるため同期はしておりません。
・テスト環境案内時にご案内している期間でのご提供となりますので、予めご了承ください。
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本番運用まで
～ STEP４：業務運用検討 ～
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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。
最終確定した運用は、STEP８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（会社マスター会社運用、システム設定、パターン登録など）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。
現状の業務プロセスや運用ルールに統制がとられておらず、煩雑な業務になっている場合
単なる現状の焼き直しにとどまらず、ベストプラクティスな運用に変革するチャンスです。
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。
業務プロセスそのものまで抜本的に再構築されるお客さまも少なくありません。

※NEOを活用する場合は、業務生産性が飛躍的に向上し業務が大幅に削減されます。
※NEOは、本番運用まで無償公開（DB.CLOUDご利用限定）いたしますので、業務改善の検討にお役立てください。

業務担当者の決定 だれが、いつ、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。

計画

実行

検証

改善

CHANGE ⇒

⇐ SAME OLD

OR

- ７ -

エクスプレスの業務フローサンプルは、以下をご覧ください。
http://staffexpress.jp/tutorial/cloud/doc/flow.zip

重要

http://staffexpress.jp/tutorial/cloud/doc/flow.zip


本番運用まで
～ STEP５：データ移行 ～

2021 ©SI.SYSTEM All rights Reserved.

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。
本番移行するまでに問題点が解消されるまでPDCAを実施します。
研修MTG1回目で手順の説明をします。

データ移行の流れ 内容

移行対象データの策定

現状のシステム等からの移行対象データを決定します。
一般的に以下を対象とします。
①スタッフマスタ
②得意先マスタ、就業現場マスタ、組織マスタ（派遣の場合のみ）

③賃金台帳（年末調整に必要な当年分のみ）

移行テスト

以下の流れで移行テストを実施します。
①現状のシステム等からデータを出力
②エクセル等を活用してエクスプレスに取込可能なフォーマット形式に変換
③エクスプレスのインポート機能を使用して取込

移行テストの検証
移行テストの結果を検証します。
本番移行するまでの改善を行い、必要に応じて移行テスト～移行テストの検証を繰り返します。
並行運用前に実施する移行が、最終の移行テストを兼ねることが望ましいです。

本番移行

計画

実行

検証

改善

- ８ -



本番運用まで
～ STEP６：帳票準備 ～
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エクスプレスでは、外部に提出帳票のレイアウトを修正することができます。

エクスプレスで用意されている標準レイアウトをそのままご使用いただくことをお勧めしておりますが、もし
レイアウトを修正する場合は、レイアウト設計・設定を行います。

対象レイアウトは以下となります。

・労働者派遣個別契約書
・労働者派遣通知書
・派遣元管理台帳
・派遣先管理台帳
・就業条件明示書

・賃金明細書
・請求書
・配置データ
・勤怠データ
・スタッフレポート

- ９ -



現状の運用からエクスプレスに切り替えるにあたり、
安心して本番運用を迎えることができるように並行運用は必ず実施します。

管理者は、並行運用の結果をもってシステムの切り替えを最終判断します。

本番運用まで
～ STEP７：並行運用 ～
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並行運用の流れ 概要 内容

計画 並行運用方法の策定

一般的に、並行運用は日常業務をこなしながら行うため、運用期間中に業務負荷が大きくなる恐れがあります。
ムダをなくし有意義な並行運用とするために、並行運用チームによる入念な計画と準備が必要です。
・実施期間・・・・いつ行うか。（業務負荷のかからない月半ばに実施される場合が多いです。）

・実施担当者・・・だれが並行運用を行うか。（並行運用チーム以外の方が行う場合、協力を得ます。）

・実施範囲・・・・投入するデータ（得意先、スタッフ、受注、勤怠、賃金、請求）はなにか。
・実施ケース・・・どのようなケース（標準的、例外的）をシュミレーションするか。

実行 計画に基づいた実行 計画に基づいて実行します。

検証

移行データ 現状のシステム等からの移行データ（STEP５）に問題がないかを検証します。

帳票 標準レイアウト以外のレイアウトを設計した場合（STEP６）、問題ないかを検証します。

計算結果 現状のシステム等との最終計算結果（主に賃金と請求）を比較して、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（STEP４）に問題がなくベストプラクティスかを検証します。

改善 本番運用までの改善 検証結果に基づき、本番運用までに改善すべき点を調整・修正します。

計画

実行

検証

改善

- １０ -

重要



エクスプレスを操作するすべてのメンバーに操作方法や新たな運用を説明します。

実操作（ハンズオン）でデータ入力をしてもらうほか、STEP４で用意された運用マニュアルを活用できるのが、
望ましい方法です。

本番運用まで
～ STEP８：社内研修 ～
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管理者は、並行運用の結果をもって本番切替え判定を実施します。

本番運用を開始される場合は、弊社までご連絡ください。
本番運用の基準といたしましては、給与の計算、請求の計算が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。

本番運用はあくまでもスタートです。お客様がエクスプレスをご利用して、最大限に成長と発展を遂げていた
だく事が目的となります。

本番運用まで
～ STEP９：本番運用 ～
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ミーティングについて

本番稼働までの進捗及び課題について、定期的にミーティングを実施し
データ移行や、帳票の準備、運用ルールなどの進捗状況について確認をさせていただきます。

その他、以下のようなミーティングを行うことが出来ますので、
要望があればご相談いただければと思います。

2021 ©SI.SYSTEM All rights Reserved.- １３ -

会議体（例） 開催頻度（例） 目的（例） 出席者

全体進捗ミーティング 隔週火曜日
14:00

スケジュール進捗の確認
課題の進捗状況確認

管理者

業務導入ミーティング 隔週水曜日
14:00

業務フローの確立 管理者
業務チーム

課題個別ミーティング 都度設定 業務横断の課題の対策を検討、対応策
を決定する

改修仕様ミーティング 都度設定 エクスプレス改修案件等の仕様打ち合
わせ



ダイレクト問合せでは最大3つファイルを添付する
ことができます。
画面キャプチャやログファイルなどの添付が可能です。

画像キャプチャを添付いただける、専用のお問合せ表
（エクスプレス問合せ・要望一覧）をご準備
しております。

以下よりダウンロードしてご利用ください。
http://staffexpress.jp/tutorial/cloud/doc/QA.xlsx

お問合せ方法（ダイレクト問合せ）
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エクスプレスのナビゲーションメニュー【お問合せメニュー】から、サポートセンターへ直接、
お問合せいただけます。

お問合せの「＋新規作成」ボタンから
SS問合せ画面を開きます。

▲ナビゲーションメニュー-サポート＆サービス

問合せ内容を入力し、
新規申請ボタンをクリックするだけ！

ダイレクト問合せ機能詳細については以下をご参照くだ
さい。
・エクスプレスダイレクト問合せについて
https://www.staffexpress.jp/help2020/pdf_help/01
_05_01.pdf

http://staffexpress.jp/tutorial/cloud/doc/QA.xlsx
https://www.staffexpress.jp/help2020/pdf_help/01_05_01.pdf


お問合せ方法（窓口のご案内）
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弊社のサポート体制は以下の図のようになっております。
お客様の専任ダイレクト問合せからお問合せをいただく事を推奨し担当を設けておりますので、お問合せをい
ただく際は、ております。

サポート体制図

問合せ方法

ダイレクト問合せ 電話

お客様専任担当 窓口担当

体制 役割

センター長

何か相談事やトラブルなどが発生した場合には、センター長より上席の方
とご連絡をさせていただきます。
※導入時に貴社の上席の方へご挨拶をさせていただきく存じますので上席
の方のお名前とご連絡先を体制図と一緒にご記載をお願いします。

お客様専任担当
お客様のお問合せを専任として対応させていただきます。お客様の状況を
把握している担当者ですので、スムーズな対応を行うことが出来ます。

窓口担当
サポートの窓口を担当いたします。お問合せ時にはお客様の状況を確認さ
せていただいた上でご対応させていただきます。

- １５ -

センター長

推奨

【サポートセンター受付時間】
受付時間：平日9:30～17:30

（12:00～13:00及び年末年始、サポート休業日
(毎月第3週木曜)、弊社指定日は除く）



本番運用を成功する秘訣を以下にお示しいたします。導入に失敗するケースと言えます。
多くの場合、 STEP1の体制組成、 STEP2のスケジュール策定、STEP4の業務運用検討、STEP7の並行運用に
かかわるケースが多いです。

本番運用までの成功の秘訣（失敗例）①
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ケース 概要 内容

その１ 管理不足

STEP１の管理者が役割を果たせない（果たさない）ケースです。
たとえば、各チームからの進捗確認やスケジュール遅延への対策不足（変化への対応力が必要です）、各チー
ムが生じている課題に対する適切な意思決定ができない場合です。
管理スキル不足、もしくは管理リソースを割けない、ということがあります。

その２ 組成体制のコミュニケーション不足
STEP１の組成されたチーム内のコミュニケーションがとられず、結果的にメンバーの動きや思惑がバラバラで
結束感がなく、内部崩壊してしまうというケースです。

その３ 組成体制の統制・調整
STEP１の体制のなかで、特定メンバーの意見が強く通り過ぎて、統制・調整が図れないケースです。
たとえば、業務運用チーム内において、一部の意見が管理者以上に強く通り過ぎた結果、組織としての統制・
調整が図れない、というケースです。

その４ これまでの業務運用への強い執着
STEP４の業務運用検討をする際に、パッケージシステムの導入が業務のベストプラクティスな運用に見直すチ
ャンスと捉えることができず、既存業務への想いが強すぎるため保守的になり、「できない」という否定的な
スタンスとなるケースです。
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ケース 概要 内容

その５ 通常業務優先による後回し
多くの場合、通常の業務遂行をしながら、片手間で本番運用までの役割を果たしていきますが、通常業務に忙
殺されて役割(導入研修の宿題も含む)を果たすことができず、結果的に、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。

その６ 引継ぎ未完のままのメンバー変更

STEP1で決定したメンバーが、引継ぎ行われない状態で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。
本番運用が開始され、運用が落ち着くまではメンバー変更を行わないようにしてください。
STEP1でメンバーを決める際は、途中で変更にならないような人選も必要になります。

その７ お問合せ方法の統一

ダイレクト問合せを利用せずに問合せを行った場合は、問い合わせした内容を他の方が把握できず、誤った認
識のまま業務を進めてしまう恐れがあります。ダイレクト問合せをご利用いただく事で、エクスプレス起動時
に、最新のお問合せ状況を確認することが出来、また過去にお問合せしたお問合せ一覧も確認することが出来
るため、社内での認識を統一するツールとして活用することが出来ます。

その８ 研修の準備不足
事前学習である動画の確認や宿題を行っていない為、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。決められたスケジュールで主体的にこなしていただく事が必要となります。



キックオフミーティングは、以上で終了となります。

一大プロジェクトの全体像についてご理解いただけたでしょうか。これほど多くのSTEPがあるのかと、驚かれ
たかもしれません。入念な計画と準備のもと本番運用を開始をされることを切に願います。ただし、運用開始
がGOALではありません。運用を開始してからもよりよい業務改善を図り、継続的にPDCAサイクルを実践され
ることをお勧めいたします。

是非、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いて、着実に全てのSTEPを踏んでい
ただきたいと思います。

エスアイ・システムは、お客様の一大プロジェクトをしっかりとサポートし、精一杯お客様をご支援させてい
ただきます。

おわりに
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