
ビジネス - 予定表 JCANマニュアル

１.予定表一覧
予定表では、予定を管理、登録することができます。

予定の一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『予定－一覧』を
クリックします。（図1-1）

 

表示されている予定をクリック(図1-1)すると詳細を確認できます。

1-1 予定表 - 一覧

1-2 予定表 - 詳細

確認したい予定を表示させる。

確認したい予定を表示させる。
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ビジネス - 予定表 JCANマニュアル

2.新規作成
予定の新規作成をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『予定表 - 新規作成』を
クリックします。（図2-1）

予定の共有 予定の共有をしたい相手を選択する。
施設・備品 必要なものへチェックを入れる。

日程 日程を入⼒する。

表示モード 表示モードを選択する。

予定 予定選択して詳細を入⼒する。
場所 場所を入⼒する。
予定詳細 予定詳細を入⼒する。

2-1 予定表- 新規作成

必要事項を入⼒したら

【予定を登録】をクリック。

内容によって、公開したい人や

グループごとに設定することが

できる。

予定を共有する相手がいる場合は【追加】をクリックする。

2



ビジネス - 予定表 JCANマニュアル

新規作成後、このように表示されます。

   

2-2 予定表- 新規作成

予定が追加されている。

マークをクリックすることでも予定の登録ができる。

予定をクリックでも編集できる。
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ビジネス - ファイル便 JCANマニュアル

１.ファイル便
ファイル便では、ファイル倉庫やパソコン内のファイルをメールで送ることができます。

ファイル便の一覧を確認するには『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『ファイル便一覧』を
クリックします。（図1-1）

 

1-1 メッセージ - 一覧

1-1 ファイル便 - 一覧
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ビジネス - ファイル便 JCANマニュアル

２.新規作成
ファイル便の削除をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『ファイル便－一覧』
から削除をクリックします。（図2-1）

送信したいファイルを検索するには【ファイル検索】をクリック、ポップアップが表示されたら、
送信したいデータの頭にチェックを入れ、【選択】をクリックします。（図2-1）

送信者の名前 登録されている名前が自動的に挿入される。
宛先 登録済みの友達やPCアドレスなど直接入⼒できる。
メッセージ メッセージを入⼒する。
パスワード パスワード設定が必要な場合はチェックを入れる。

2-1 ファイル便 - 新規作成

2-2 ファイル便 - 新規作成

送信ファイル 送信ファイルを検索、または参照から選択。

ファイル名を入⼒し、

【検索】をクリックする。

複数送りたいときは、欄を

追加することができる。
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ビジネス - ファイル便 JCANマニュアル

３.削除
ファイル便の削除をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『ファイル便－一覧』
から削除をクリックします。（図3-1）

削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図3-1）

ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

3-1 ファイル便 - 削除
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ビジネス - メッセージ JCANマニュアル

１.メッセージ
メッセージでは簡単なメッセージを送受信することができます。

メッセージの受信一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニュー、もしくは
受信一覧から確認できます。（図1-1）

メッセージの送信一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニュー、もしくは
送信一覧から確認できます。（図1-2）

1-1 メッセージ - 受信一覧

1-2 メッセージ - 送信一覧

メッセージを送りたいときは【メッセージを送る】をクリックする。
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ビジネス - メッセージ JCANマニュアル

２.新規作成
メッセージの新規作成をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『メッセージ
ｰ新規作成』をクリックします。（図2-1）

ポップアップが表示されたら追加したい相手の頭にチェックを入れ、【追加したい人を追加】を
クリックします。（図2-2）

2-2 友達 - 新規作成

2-1 メッセージ - 新規作成

2-3 友達 - 新規作成

【追加】をクリックするとポップアップが表示される。

良ければ【上記の内容で送信】を

クリックする。

追加した相手を削除したい場合は

【削除】をクリックする。
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ビジネス - メッセージ JCANマニュアル

３.削除
メッセージを削除するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニュー、もしくは送信一覧から
できます。（図3-1）

 
削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図3-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

3-1 メッセージ - 削除

【削除】をクリックする。
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ビジネス - 社内回覧板 JCANマニュアル

１.社内回覧板
社内回覧板では社内での回覧板を作成し共有することができます。

社内回覧板の一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『社内回覧板－
一覧』をクリックします。（図1-1）

 

２.新規作成
社内回覧板の新規作成をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『社内回覧板－
新規作成』（図2-1）または、一覧から『社内回覧作成』をクリックします。（図1-1）

削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図2-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

1-1 社内回覧板 - 一覧

2-1 社内回覧板－新規作成

送信先を追加したい場合は

【追加】をクリック。

複数送りたいときは、欄を

追加することができる。

良ければ【この内容を投稿する】を

クリックする。
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ビジネス - 社内回覧板 JCANマニュアル

３.削除
社内回覧板の削除をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『社内回覧板－一覧』
から削除をクリックします。（図3-1）

削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図3-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

3-1 社内回覧板－削除

削除したいデータにチェックを入れたら、

【削除】をクリック。
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ビジネス - 共有ファイル JCANマニュアル

１.共有ファイル一覧
共有ファイルではデータをアップロードし、社内、共有プロジェクト毎に共有することができます。

共有ファイルの一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『共有ファイル
一覧』をクリックします。（図1-1）

 

２.削除
共有リンクの削除をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『共有ファイル－一覧』
から削除をクリックします。（図2-1）

削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図2-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

1-1 共有ファイル - 一覧

2-1 共有ファイル - 削除

ファイルとフォルダの

追加をすることができる。

ぷｆ。
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ビジネス - 共有連絡帳 JCANマニュアル

1.共有連絡帳
共有連絡帳では、スタッフやお友達の情報を登録することができます。

共有連絡帳の一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『共有連絡帳－
一覧』をクリック。（図1-1）

一覧から、人名をクリック（図1-1）することで詳細を確認できます。（図1-2）

また、結果を五十音順や名前、フォルダ名から絞り込めます。（図1-3）

1-1 共有連絡帳 - 一覧

1-3 共有連絡帳 - 詳細検索

1-2 共有連絡帳 - 詳細確認

五十音順で並べ替えます。
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ビジネス - 共有連絡帳 JCANマニュアル

一覧右上、【検索】⼜は【詳細検索】から絞り込めます。
【詳細検索】では名前、フォルダ名のどちらかを入⼒し【この内容で検索】をクリック。
スタッフをクリックすると（図1-3）下記のような入⼒フォームが表示されます。（図1-4）

1-4 共有連絡帳 - スタッフ
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ビジネス - 共有連絡帳 JCANマニュアル

２.新規作成
共有連絡帳の新規作成をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『共有連絡帳－一覧
新規作成をクリック。（図2-1）

サイドメニューの場合：『共有連絡帳』にカーソルを合わせると【新規作成】が表示されるのでクリック
一覧ページの場合：ページ内の【新規作成】をクリック。

2-1 共有連絡帳 - 新規作成

2-2 連絡帳 - 新規作成

住所を入⼒します。
⽒名、ふりがなを入⼒します。

住所
連絡

グループ名

2-2 共有連絡帳 - 新規作成

部署 部署を入⼒します。
連絡 連絡⽅法を選択し、入⼒できます。

役職を入⼒します。
名前を入⼒します。名前

役職

連絡⽅法を選択し、入⼒できます。

郵便番号から【住所検索】すると、

自動的に住所が入⼒されます。

入⼒欄が⾜りない場合には

【欄を追加】をクリックします。

全ての入⼒を終えたら【登録】を

クリックし、新規追加します。
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ビジネス - 共有連絡帳 JCANマニュアル

３.編集
名前をクリックすることで詳細を編集することができます。（図3-1）

【修正】をクリック（図3-2）すると、下記画面が表示されます。（図3-3）

3-2 共有連絡帳 - 編集

3-1 共有連絡帳 - 編集

3-3 共有連絡帳 - 編集

入⼒欄が⾜りない場合には

【欄を追加】をクリックします。
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ビジネス - 共有連絡帳 JCANマニュアル

グループ名をクリックすることでグループ詳細を編集することができます。（図3-1）

【修正】をクリック（図3-4）すると、下記画面が表示されます。（図3-5）

3-4 共有連絡帳 - 編集

3-5 共有連絡帳 - 編集

入⼒欄が⾜りない場合には

【欄を追加】をクリックします。
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ビジネス - 共有連絡帳 JCANマニュアル

４.削除
削除は一覧ページ、もしくは詳細画面から⾏います。

4-1 共有連絡帳 - 削除

削除したいデータにチェックを

入れたら、【削除】をクリック。
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ビジネス - 共有リンク JCANマニュアル

１.共有リンク
共有リンクでは、共有のリンク先（アドレス）を登録することができます。

共有リンクの一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『共有リンク－
一覧』をクリックします。（図1-1）

 

２.新規作成
共有リンクの新規作成をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『共有リンク－
一覧』から新規作成をクリックします。（図1-1）

1-1 共有リンク - 一覧

2-1 共有リンク - 新規作成

良ければ【この内容を登録する】

をクリックする。
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ビジネス - 共有リンク JCANマニュアル

３.削除
共有リンクの削除をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『共有リンク－一覧』
から削除をクリックします。（図3-1）

確認できます。（図1-1）

削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図3-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

3-1 共有リンク - 削除

【削除】をクリックする。
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ビジネス - 共有回覧板 JCANマニュアル

１.共有回覧板
共有回覧板では、共有プロジェクト内での回覧を作ることができます。

共有回覧板の一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』から共有回覧板をクリックします。
（図1-1）

 

２.登録・編集
共有回覧板の登録・編集をするには、『共有回覧板一覧』から共有回覧作成をクリックします。
（図2-1）

内容を確認し、良ければ【この内容を投稿する】をクリックします。

1-1 共有回覧板－一覧

2-1 共有回覧板－登録・編集

回覧先を選択する。
簡単な検索と

詳細検索ができる。

送信先を追加したい場合は【追加】をクリックする。

ポップアップが表示されたら【選択した人を追加】する。

複数送りたいときは、欄を

追加することができる。
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ビジネス - 共有回覧板 JCANマニュアル

 

2-3 共有回覧板－詳細

2-2 共有回覧板－一覧

タイトルをクリックすると

詳細が表示される。

回覧と宛先を編集することができる。

複数送りたいときは、欄を

追加することができる。

返信内容を確認し、良ければ

【この内容を返信】をクリック。
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ビジネス - 共有プロジェクト JCANマニュアル

１.共有プロジェクト
共有プロジェクトでは、社内・社外に関わらずＪＣＡＮ会員と共有のプロジェクトを作成できます。

共有プロジェクトの一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』から共有プロジェクトの『一覧』
をクリックします。（図1-1）

 

２.新規作成
共有プロジェクトの新規作成するには、『（所属のオフィス名）』から共有プロジェクトの『一覧』を
クリックします。（図2-1）

1-1 共有プロジェクト－一覧

2-1 共有プロジェクト－新規作成

【詳細検索】で細かい内容で検索する

ことができる。

【検索】で簡単な検索を

することができる。

【新規作成】をクリックする。
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ビジネス - 共有プロジェクト JCANマニュアル

プロジェクト番号 プロジェクト番号を入⼒します。
プロジェクト名 プロジェクト名を入⼒します。
予定期間 予定期間を入⼒します。
実施期間 実施期間を入⼒します。
予定工数 予定工数を入⼒します。
実績工数 プロジェクト完了後、実績工数を入⼒します。
予算 予算を入⼒します。
顧客 顧客を入⼒します。
状態 現在の状態を選択します。
プロジェクト内容 プロジェクト内容を入⼒します。
管理者 新規作成時には、管理者は作成者のみになっています。

2-2 共有プロジェクト－新規作成

良ければ【この内容を登録する】を

クリックする。

【検索】をクリックすると宛先追加の

ポップアップが表示される。

【状態】選択できる。
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ビジネス - 共有プロジェクト JCANマニュアル

３.削除
共有プロジェクトの削除をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの
『共有プロジェクト－一覧』から削除をクリックします。（図3-1）

3-1 共有プロジェクト－削除

状態を選択できる。

【グループ内】をクリックすると送信先を追加することができる。

クリックする削除することができる。
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ビジネス - 共有プロジェクト JCANマニュアル

４.修正
共有プロジェクトの削除をするには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの
『共有プロジェクト－一覧』からプロジェクト名をクリックします。（図1-1）
詳細画面より修正をクリックします。（図4-1）

4-1 共有プロジェクト－修正

詳細を修正するには【修正】を

クリックする。

参加者申請するには【グループ外参加者追加】

をクリックする。
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ビジネス - 共有プロジェクト JCANマニュアル

５.参加者申請
共有プロジェクトの参加者申請をするには、『（所属のオフィス名）』から共有プロジェクトの
『一覧』からプロジェクト名をクリックします。（図1-1）
その後、編集画面より【グループ外参加者追加】をクリックする。（図4-1）

６.通知設定
共有プロジェクトの通知設定をするには、『（所属のオフィス名）』から共有プロジェクトの
『通知設定』をクリックします。（図6-1）

5-1 共有プロジェクト－参加者申請

6-1 共有プロジェクト－通知設定

良ければ【この内容を登録する】を

クリックする。

通知設定を選択する。

複数送りたいときは、欄を

追加することができる。
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ビジネス - 備品管理 JCANマニュアル

1.備品管理
備品管理では、備品の管理、登録を⾏うことができます。

備品の一覧を確認するには、
『（所属オフィス名）』からサイドメニューの『備品管理』をクリック。（図1-1）

登録してある備品・施設の一覧が表示されます。

２.新規作成
新規作成はサイドメニュー、もしくは一覧ページより⾏います。（図2-1）

サイドメニューの場合：『備品管理』にカーソルを合わせると【新規作成】が表示されるのでクリック。
一覧ページの場合：ページ内の【新規作成】をクリック。

1-1 備品管理 - 一覧

2-1 備品管理 - 新規作成
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ビジネス - 備品管理 JCANマニュアル

新規作成をクリックすると下記のような入⼒フォームが表示されます。
タイプによって入⼒内容が変更します。下記は備品の場合です。

設備名 備品の名称です。

2-2 備品管理 - 新規作成（備品）

タイプ 備品・設備のどちらかを選択します。

資産番号 資産番号を入⼒します。
購入日 購入した日付を入⼒します。
償却年数 償却年数を入⼒します。
リース率 リース率を入⼒します。
在庫 入庫⼜は出庫の日付と数量を入⼒します。
発注点数 発注点数を入⼒します。
予定表 チェックを入れると予定表への表示がされなくなります。
備考 自由に入⼒できます。

全ての入⼒を終えたら【この内容

を登録する】をクリックし、新規

追加します。
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ビジネス - 備品管理 JCANマニュアル

タイプが施設の場合は下記の入⼒フォームになります。

タイプ 備品・設備のどちらかを選択します。

2-3 備品管理 - 新規作成（施設）

設備名 備品の名称です。
定員 施設の定員を入⼒します
備考 自由に入⼒できます。

全ての入⼒を終えたら【この内容

を登録する】をクリックし、新規

追加します。
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ビジネス - 備品管理 JCANマニュアル

３.編集
編集は一覧ページより⾏います。
編集を⾏いたい設備のタイトルをクリックします。（図3-1）

上記のような入⼒フォームが表示されるので、編集を⾏います（2.新規作成参照）
編集の際にはタイプの変更は⾏えません。

3-1 備品管理 - 編集

3-2 備品管理 - 編集
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ビジネス - 備品管理 JCANマニュアル

４.削除
削除は一覧ページ、もしくは詳細画面から⾏います。

 
削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図4-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

詳細画面からの削除は、上部の【この設備を削除】をクリック。（図4-2）
 

詳細画面からの削除は該当のデータのみ削除対象です。
一括で削除したい場合には一覧ページからの削除が便利です。

4-1 備品管理 - 削除

4-2 備品管理 - 削除

削除したいデータにチェックを入れたら、

【削除】をクリック。
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ビジネス - タスクリスト JCANマニュアル

1.タスクリスト
タスクリストでは、内容を作成したり、期限やメモを設定したりすることができます。

タスクリストの一覧を確認するには、
『（所属オフィス名）』からサイドメニューの『タスクリスト』をクリック。（図1-1）

一覧右上、【検索】⼜は【詳細検索】から絞り込めます。
【詳細検索】では名前、フォルダ名のどちらかを入⼒し【この内容で検索】をクリック。

1-1 タスクリスト - 一覧

1-2 タスクリスト - 一覧
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ビジネス - タスクリスト JCANマニュアル

２.新規作成
新規作成はサイドメニュー、もしくは一覧ページより⾏います。（図2-1）

サイドメニューの場合：『タスクリスト』にカーソルを合わせると
【新規作成】が表示されるのでクリック。

一覧ページの場合：ページ内の【新規作成】をクリック。

2-1 タスクリスト - 新規作成

2-1 タスクリスト - 新規作成

内容 タスクの内容を入⼒します
重要度 重要度を選択します
状況 状況を選択します。
締切日 タスクの締切日を入⼒します。（予定表に入⼒した日付で自動的に表示されます
メモ 自由に入⼒できます。

全ての入⼒を終えたら【この内容

を登録する】をクリックし、新規

追加します。
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ビジネス - タスクリスト JCANマニュアル

３.編集
編集は一覧ページより⾏います。
編集を⾏いたいタスクのタイトルをクリックします。（図3-1）

新規作成と同様のフォーム（図2-1）が表示されるので、編集を⾏います。
※上記、新規作成参照

3-1 タスクリスト - 一覧
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ビジネス - タスクリスト JCANマニュアル

４.削除
削除は一覧ページ、もしくは詳細画面から⾏います。

 
削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図4-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

詳細画面からの削除は、上部の【このタスクを削除】をクリック。（図4-2）
 

詳細画面からの削除は該当のデータのみ削除対象です。
一括で削除したい場合には一覧ページからの削除が便利です。

4-1 タスクリスト - 削除

4-2 タスクリスト - 削除

削除したいデータにチェックを入れたら、

【削除】をクリック。

36



ビジネス - タスクリスト JCANマニュアル

５.タスクの完了
タスクを完了するには一覧ページ、もしくは詳細画面から⾏います。

完了したいデータの頭にチェックを入れ、【完了】をクリックします。（図5-1）
ポップアップが表示されたら完了対象を確認し【OK】をクリック、タスクが完了されます。

詳細画面からの削除は、フォーム内の状況から『完了』を選択します。

【この内容を登録する】をクリックし、完了できます。

4-1 タスクリスト - 完了

4-1 タスクリスト - 完了

完了したいデータにチェックを入れたら、

【完了】をクリック。
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ビジネス - お知らせ JCANマニュアル

1.お知らせ－一覧
お知らせではグループからのお知らせを閲覧、削除（管理者のみ、新規作成）できます。

お知らせの一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『お知らせ－一覧』を
クリックします。一覧から、件名をクリック（図1-1）することで登録・編集できます。

２.新規作成
新規作成はサイドメニュー、もしくは一覧ページより⾏います。（図2-1）

1-1 お知らせ - 一覧

2-1 お知らせ - 新規作成

2-2 お知らせ - 新規作成

複数送りたいときは、欄を

追加することができる。

良ければ【この内容を登録

する】をクリックする。

件名をクリックすると編集することができます。

新規作成をクリックすると登録画面が

表示されます。（図2-2）

38



ビジネス - お知らせ JCANマニュアル

３.削除
削除は一覧ページ、もしくは詳細画面から⾏います。（図3-1）

削除したい件名の頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図3-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

3-1 お知らせ - 削除
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ビジネス - スタッフリスト JCANマニュアル

１.スタッフリスト一覧
スタッフリストでは所属別に情報を表示することができます。

スタッフリストの一覧を確認するには、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの
『スタッフリスト－一覧』をクリックします。（図1-1）

 

1-1 スタッフリスト - 一覧

所属別に表示することができる。
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ビジネス - 個人設定 JCANマニュアル

１.個人設定
個人設定では、（所属のオフィス名）内で使⽤する名前の変更、
回覧板やメッセージの通知をメールに転送する設定などが⾏なえます。

編集は、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『個人設定－編集』をクリックします。
（図1-1）

 

1-1 個人設定 - 編集

グループ内での名前

公開先設定
公開連絡

公開先への設定を選択します。
公開したい連絡先を選択できます。
選択しているオフィス内での名前を変更します。

良ければ【設定】を

クリックします。
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ビジネス - 個人設定 JCANマニュアル

通知設定は、『（所属のオフィス名）』からサイドメニューの『個人設定－通知設定』を
クリックします。（図1-2）

通知設定 回覧板、メッセージへの通知の受信を設定します。

1-2 個人設定 - 通知設定

設定を変更する場合は【変更】を

クリックします。
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

１.設定状況
オフィス管理では、オフィスの設定、管理をすることができます。

オフィスの設定状況を確認するには、『（所属のオフィス名）』から
サイドメニューの『オフィス管理』をクリック。（図1-1）

所属オフィスの設定状況が表示されます。

ディスク使⽤量 オフィス全体でのデータ量です。

1-1 オフィス管理 - 一覧

ライセンス オフィスへ登録できるアカウントの上限です。
登録日 ビジネスＪＣＡＮへの登録日時です
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

２.会社情報
会社情報の編集はサイドメニュー、もしくは設定状況から⾏います。（図2-1）

サイドメニュー：『オフィス管理』にカーソルを合わせると【会社情報】が表示されるのでクリック。
会社情報ページ：ページ内の【会社情報】をクリック。

2-1 会社情報 - 編集
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

会社情報をクリックすると下記のような入⼒フォームが表示されます。

新規作成をクリックすると下記のような入⼒フォームが表示されます。

2-2 会社情報 - 編集

会社名 会社名、ふりがなを入⼒します。
ロゴ 会社のロゴ画像をアップできます。
電話番号 電話番号を入⼒します。
メールアドレス メールアドレスを入⼒します。
備考 備考欄です。自由に入⼒できます。

郵便番号から【住所検索】すると、

自動的に住所が入⼒されます。

全ての入⼒を終えたら【登録】を

クリックし、新規追加します。
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

３.スタッフ管理
スタッフ管理の編集はサイドメニュー、もしくは設定状況から⾏います。（図2-1）

サイドメニュー：『オフィス管理』にカーソルを合わせると【スタッフ管理】が表示されるのでクリック
会社情報ページ：ページ内の【スタッフ管理】をクリック。

3-1 スタッフ管理 - 編集

3-2 スタッフ管理 - 編集

スタッフ削除を⾏う場合にクリック

カーソルをドラッグし、スタッフの

順序を変更します。

管理者権限を与えるスタッフを

選択します。
スタッフを追加する場合は、スタッフのＪＣＡＮ

登録メールアドレスを入⼒し、【グループメン

バー申請】をクリックします。

全ての変更を終えたら【変更を保存する】

をクリックし、保存します。
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

４.グループ管理
グループ管理の編集はサイドメニュー、もしくは設定状況から⾏います。（図2-1）

サイドメニュー：『オフィス管理』にカーソルを合わせると【グループ管理】が表示されるのでクリック
会社情報ページ：ページ内の【グループ管理】をクリック。

一覧ページが表示されます。

4-1 グループ管理 - 表示

4-2 グループ管理 - 表示
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

4-2.グループ管理 - 新規作成
新規作成は一覧ページより⾏います。（図4-2-1）

4-2-1 グループ管理 - 新規作成

4-2-1 グループ管理 - 新規作成

タイプ 登録するグループのタイプを選択します。
ユニット名 グループ名を入⼒します。
郵便番号１ 郵便番号を入⼒します。
郵便番号2 郵便番号を入⼒します。
住所（県） 県名を入⼒します。
住所（市） 市名を入⼒します。
住所（地区） 地区名を入⼒します。
住所（番地） 番地を入⼒します。

【追加】をクリックし所属させたい

スタッフを選択する。

全ての入⼒を終えたら【この内容を登録

する】をクリックし、新規追加します。
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

4-2.グループ管理 - 編集
編集は一覧ページより⾏います。

【（編集したいタイトル）】をクリック（図4-2-1）すると、
新規作成時と同様の画面が表示されます。（図4-2-2）
それぞれ、変更したい箇所を入⼒します。 ※4-2.グループ管理 - 新規作成参照

4-2-1 グループ管理 - 編集

4-2-2 グループ管理 - 編集

全ての入⼒を終えたら【登録】を

クリックし、編集を終えます。
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ビジネス - オフィス管理 JCANマニュアル

4-3.グループ管理 - 削除
削除は一覧ページ、もしくは詳細画面から⾏います。

削除したいデータの頭にチェックを入れ、【削除】をクリックします。（図4-3-1）
ポップアップが表示されたら削除対象を確認し【OK】をクリック、削除が完了します。

詳細画面からの削除は、上部の【このグループユニットを削除】をクリック。（図4-3-2）

ポップアップが表示されるので、削除対象を確認し【OK】をクリックし、削除が完了します。

詳細画面からの削除は該当のデータのみ削除対象です。
一括で削除したい場合には一覧ページからの削除が便利です。

4-3-1 グループ管理 - 削除

4-3-2 グループ管理 - 削除

削除したいデータにチェックを入れたら、

【削除】をクリック。
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