
30名まで無料で使える

モバイル行動予定表 ZAiSEKI
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ZAiSEKIとは

3

行動予定をアナログ管理していることで、「○○さんどこにいる？」「行

動予定表が遠くて見えない」「外出先での予定変更の連絡が煩わしい」な

どの課題はありませんか？

またそのような課題で時間を浪費してしまったり、ストレスを感じたこと

はありませんか？

ZAiSEKIとは？

メンバーの所在や行動予定を

連絡するアプリです。

ZAiSEKIを使うことでスマホやパソコンから行動予定を確認・共有ができます。

これまでアナログで行っていたことを円滑化し、生産性を高めることが可能です。



ZAiSEKIとは

４

ZAiSEKIなら、行動予定の確認や共有のデジタル化が無料で実現できます。
アナログの行動予定表をZAiSEKIに変更することで多くのメリットが得られます。

導入メリット

最新の状況を把握 共有漏れの削減
確認のための
作業が不要

行動予定表の管理廃止

場所や時間を選ばず行
動予定を確認・共有でき
るため、今どこで何をし
ているのかの把握が可
能になります。

行動予定表への書き忘
れや外出先での急な予
定変更に対応できない
ということも無くなりま
す。

行動予定の共有のため
に行っていた電話連絡
や確認のための場所の
移動も不要です。

行動予定表を廃止する
ことができるため、予定
の記入係や掃除係も必
要ありません。

作業コスト削減や人件コスト削減を行い作業効率向上に繋げることができます。



ZAiSEKIとは

５

ZAiSEKIは2015年にリリースして8年目となりました。

数名規模から大手企業まで、幅広い業種でご利用いただいております。

導入実績の一例
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ZAiSEKIの特徴
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４つの特徴

TPOに合わせた利用画面在席状況を簡単に入力 リアルタイムで共有 アプリから手軽に連絡

ZAiSEKIには４つの特徴があります。次ページから詳しく説明していきます。



ZAiSEKIの特徴

特徴１ 在席状況を簡単に入力

スマートフォン・タブレット版 PC版

ステータス入力画面

ZAiSEKIではシンプルかつ使いやすい画面設計を行っています。初めて使用する方でも分かりやすい操作画面です。

在席状況の入力では、該当するステータスをタップ後、送信マークを押すだけで更新完了です。（最短2タップ更新）

１

１
２

「行先・用件等」や「予定終了時間」を
入力することでより詳細な情報を
共有することができます。

２
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ZAiSEKIの特徴

特徴2 リアルタイムで共有

スマートフォン・タブレット版 PC版

メンバー情報閲覧画面

入力されたメンバー情報は、スマホ版とPC版、ボード表示版の3種類で確認ができます。

ボード版は定期的に情報を取得しているため常に最新の情報が表示されるようになっています。

スマホ版やPC版は利用者自ら更新マークをタップすることとで最新情報の取得が可能です。

ボード表示版
更新マーク
で手動更新

定期的に
自動更新

更新マーク

更新マーク
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更新マーク
で手動更新

※ボード表示版は閲覧機能のみ。ステータス操作は不可です。



ZAiSEKIの特徴

特徴３ アプリから手軽に連絡

スマートフォン・タブレット版

メンバー情報閲覧画面

ZAiSEKIのスマホ版では、登録されているメールアドレスや電話番号への連絡も可能です。

メンバー情報閲覧画面からスマホにインストールされている標準アプリを立ち上げることができるため、

連絡したい相手のステータスを確認し、状況を見ながらスムーズに連絡することができます。

定期的に
自動更新

電話

メール

SMS

スマホの標準アプリを立ち上げ
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ZAiSEKIの特徴

特徴４ TPOに合わせた利用画面

ZAiSEKIではスマホ版、PC版、ボード表示版の3種類があります。

利用者の働き方に合わせて自由に使い分けることが可能です。

オフィスにボード表示版を設置
電話取次に活用！

外出が多い人はスマホ版を活用して
外からでも情報共有！

在宅勤務の場合はPC版を活用
ブラウザから常に社内の状況を確認！

10

使用例として・・・



料金プラン

30名まで無料で在席管理
最大300名までのチームで

本格的な在席管理

ZAiSEKIでは、お客様の環境に合わせて２プランをご用意しております。

基本的な在席管理なら「ZAiSEKI BASIC」、より便利な機能を利用した在席管理なら「ZAiSEKI PLUS＋」をお選びいただけます。

11

初期費用・月額費用 0円



「ZAiSEKI BASIC」では基本機能が全て搭載されており、「ZAiSEKI PLUS+」は大人数利用に便利な機能やワンランク上の管理

機能が備わっているプランです。

料金プラン

登録可能メンバー数 30人 300人

登録可能グループ数 5個 30個

ステータス数 8種類 10種類

CSVインポート ✔

ボード表示用グループ設定 ✔

ボードグループ別メンバー表示 ✔

ボードのメンバー表示手動切替 ✔

メンバー検索 ✔

グループ絞り込み ✔

内線番号登録 ✔

アラートメール ✔

ステータス定期変更 ✔

ステータス変更ログ記録・閲覧 ✔

PLUS＋BASIC

①スケールアップ

②大人数で便利

③ワンランク上の
在席管理
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プラン機能比較表

ZAiSEKI PLUS＋とは



導入事例
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リリカラ株式会社 様

⚫ 社内に設置されたホワイトボード(行動予定表)に記入し

ていたが、社員の負担になることが多い。

⚫ 記入漏れ、帰社時間の変更があるたびに会社に電話する

必要がある。

⚫ ZAiSEKIを導入したことにより、煩雑な作業が減り、社

員の負担軽減の効果があった。

⚫ 物理的なホワイトボード(行動予定表)が撤去できた。

⚫ 導入1か月後の利用者アンケートでは、回答者の74%が

業務に役立つと回答があった。

働き方改革を機会に導入し、予定連絡・確認も柔軟に対応。

社内アンケートで74%が「業務に役立つ」と評価。

導入前の課題 導入後の効果

流通・小売業 従業員数：498名



導入事例

14

株式会創土社 様

⚫ ホワイトボード（行動予定表）への移動先の記入忘れがあ

り、変更内容が反映されていない。

⚫ 予定変更の度に連絡をして変更を行っていた。

⚫ 従来のホワイトボードと比べて、変更内容の確認時間が

削減された。

⚫ 制作者が営業担当者へ連絡するための時間が削減となり、

制作物のクオリティを保つ時間に充てられた。

ステータス状況を即時に確認できるようになり、

制作物のクオリティを保つ時間を増やすことが可能に！

導入前の課題 導入後の効果

広告・出版業 従業員数：38名



導入事例
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東放学園専門学校 様

⚫ 職員の所在確認について、学生は職員室に直接確認する

方法しかなかったため、職員を探すことが多々あり不満

の声が挙がっていた。

⚫ 学生が職員の在籍情報を確認できるようになったため、

職員を探す生徒が少なくなった。

⚫ どの職員が出勤しているか、どこの教室で講義をしてい

るかが把握しやすくなった。

⚫ 従来の運用を大きく変更せず、学生・先生双方での在籍

管理を低コストで実現できた。

学生が集まるロビーに壁掛けモニターを設置し、職員の在籍情報を見える化。
職員を探す時間を削減！

導入前の課題 導入後の効果

学校・教育機関 従業員数：171名



サポート内容

16

⚫ オンラインデモ

⚫ イベント告知

⚫ 機能マニュアル

⚫ お問い合わせ

⚫ FAQ ⚫ チャットボット

ご利用中のお困りごとのために、サポートコンテンツを複数ご用意しております。

ZAiSEKIの使い方等、即時解決いただけるよう
FAQやチャットボットを用意しております。

お問い合わせフォームでの有人対応もしているため
トラブル発生時などもご安心ください。

機能マニュアルを公開しているため
詳細な使い方を随時確認いただけます。

また機能のアップグレードやWebセミナーの案内も
新着情報ページからお知らせを行っています。

⚫ Webセミナー

ZAiSEKI PLUS＋をご検討のお客様へは
導入や運用の支援をオンラインで行っております。
また無料のWebセミナーも開催しておりますので

お気軽にご参加ください。



ユーザ登録方法
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1 2 3

ご利用登録 基本設定 端末認証 利用開始！

メールアドレスを
登録し、アカウントを

作成します。

管理画面上で
メンバー、グループ情
報やステータス情報の
設定を行います。

登録されたメンバーに
招待メールが届くため、
アクティベーションを

行います。

全ての準備が整えば
ご利用開始です！

最短1営業日からご利用いただけます！

ZAiSEKIを始める手順としては、以下の３ステップです。



お問い合わせ先
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ZAiSEKIに関するご質問・ご意見・ご要望等は、

ZAiSEKIホームページのお問い合わせフォームより承っております。

お気軽にご連絡ください。

⚫お問い合わせページ https://zaiseki.jp/contact/

⚫ 営業時間 午前9時～午後6時 （土日祝祭日・年末年始を除く）

お問い合わせページへ移動する

※クリックするとWebページへ移動します

https://zaiseki.jp/contact/
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