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データベース
２

プロセス

従業員の業務を
円滑にする

従業員で必要な情報を
共有する

従業員の業務を
効率化する

３
コミュニ
ケーション

スポーツ・健康教授業のお客様で大切な３要素

kintoneスポーツ・健康教授業向けパッケージ

kintoneはPC・タブレット・スマホで使っていただけます

kintoneにはこれらの必要な機能が揃っています！

1.情報の管理・共有

2.適切なプロセスでタスクを処理

3.迅速で密な報告・相談

その課題はkintoneスポーツ・健康教授業向けパッケージで解決！

キントーンにやり取りを一元化し、効率的な連携に！

いつでも最新状
況が確認・共有
できる！

連絡、確認が円滑
になり、ミスが軽
減される！

作業が多いと
連絡ミスが発生...

課題は…
最新の情報がリアル
タイムに確認できな
い...

一元管理で効率化

作業効率が
上がる！

外出先からも閲
覧できる！

連絡担当は...



営業部門の活用イメージ

kintoneスポーツ・健康教授業向けパッケージ

<お問い合わせ先> 株式会社システック沖縄 那覇市泊3-15-5

阿部（アベ） 098-941-5900 na-abe@s-okinawa.co.jp

アプリ名称 アプリ概要

1 会員管理 下記アプリで会員情報の管理を行います。

1-1 会員登録・変更 会員情報の登録・変更を行うアプリです。

1-2 各種情報登録・変更
休会・退会情報の登録、クラスや種別の変更をするアプ
リです。

1-3 団体情報管理 団体情報を管理するアプリです。

1-4 各種一覧

上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
・入会一覧 ・在籍集計表
・休会一覧 ・在籍証明一覧
・退会一覧 ・団体一覧表
・種別毎在籍名簿 ・団体一覧（集計）
・銀行毎在籍名簿 ・企画一覧表

2 来場管理 下記アプリで来場の管理を行います。

2-1 チェックイン チェックインを行うアプリです。

2-2 チェックイン状況 チェックイン状況を表示するアプリです。

2-3 送迎表（団体出力）
各種アプリを参照し、団体毎の送迎表を作成するアプリ
です。

2-4 送迎表（コース出力）
各種アプリを参照し、コース毎の送迎表を作成するアプ
リです。

2-5 送迎表（一覧出力）
各種アプリを参照し、乗車ポイント毎の送迎表を作成す
るアプリです。

2-6 ロッカー登録 ロッカー情報を登録するアプリです。

2-7 各種一覧
上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
・チェックイン状況一覧表
・ロッカー利用状況一覧表

3 クラス管理 下記アプリでクラス情報の管理を行います。

3-1 出欠管理 出欠状況の予定／実績や振替を管理するアプリです。

3-2 振替管理 振替情報を管理するアプリです。

3-3 進級管理 進級情報を管理するアプリです。

3-4 各種一覧

上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
・欠席一覧
・進級一覧
・出欠一覧

スポーツ・健康教授業の方向けに業務を改善できるkintoneのパッケージをご用意しました。

ベースとしてkintoneを契約頂き、必要なパッケージに初期データを設定することですぐにお

使いいただけます。



kintoneスポーツ・健康教授業向けパッケージ

<お問い合わせ先>

ベースとなるkintoneはクラウド
サービスなので、サーバを用意せ
ずにインターネットに接続可能な
パソコンのブラウザさえあればシ
ステムを導入できます。

もちろんスマートフォン、タブ
レットでもお使いになれます！

パッケージは設定データ量、見積フォーム数等によりお見積りいたします。
■ベースとして利用しているkintone※について別途契約が必要です。
スタンダードコース 1ユーザ月額1,500円で、最低7,500円の5ユーザから利用可能
契約期間 1ヶ月～ ディスク容量1ユーザーごとに5GB無料

※kintoneはcybozu社の製品で弊社がご契約を代行します。

株式会社システック沖縄 那覇市泊3-15-5

高江洲（タカエス） 098-941-5900 sales@s-okinawa.co.jp

アプリ名称 アプリ概要

4 台帳管理 上記の各アプリ紐づくマスタ情報の管理を行います。

4-1 会員関連（会員種別） 種別や年会費など管理するアプリです。

4-2 会員関連（学校情報） 団体として登録している学校情報を管理するアプリです。

4-3 売上関連（商品台帳） 販売している商品を管理するアプリです。

4-4 来場関連（ロッカー台帳） ロッカーの使用状況を管理するアプリです。

4-5 クラス関連（クラス台帳） クラスを管理するアプリです。

4-6 クラス関連（級台帳） クラスに紐づく級情報を管理するアプリです。

4-7 クラス関連（コース台帳） 送迎時に使用するコースを管理するアプリです。

4-8 クラス関連（送迎場所台帳） 各コース毎の送迎場所を管理するアプリです。

4-9 クラス関連（送迎場所時間台帳） 出発・到着時間を管理するアプリです。

4-10 クラス関連（受講時間台帳） 受講時間を管理するクラスです。

4-11 共通関連（休日台帳） カレンダーに表示する休日を管理するアプリです。



営業部門の活用イメージ

kintoneスポーツ・健康教授業向けパッケージ

<お問い合わせ先> 株式会社システック沖縄 那覇市泊3-15-5

阿部（アベ） 098-941-5900 na-abe@s-okinawa.co.jp

◆パッケージ料金

アプリ名称 アプリ概要

1 会員管理 下記アプリで会員情報の管理を行います。

1-1 会員登録・変更 会員情報の登録・変更を行うアプリです。

1-2 各種情報登録・変更
休会・退会情報の登録、クラスや種別の変更をするアプ
リです。

1-3 団体情報管理 団体情報を管理するアプリです。

1-4 各種一覧

上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
・入会一覧 ・在籍集計表
・休会一覧 ・在籍証明一覧
・退会一覧 ・団体一覧表
・種別毎在籍名簿 ・団体一覧（集計）
・銀行毎在籍名簿 ・企画一覧表

2 来場管理 下記アプリで来場の管理を行います。

2-1 チェックイン チェックインを行うアプリです。

2-2 チェックイン状況 チェックイン状況を表示するアプリです。

2-3 送迎表（団体出力）
各種アプリを参照し、団体毎の送迎表を作成するアプリ
です。

2-4 送迎表（コース出力）
各種アプリを参照し、コース毎の送迎表を作成するアプ
リです。

2-5 送迎表（一覧出力）
各種アプリを参照し、乗車ポイント毎の送迎表を作成す
るアプリです。

2-6 ロッカー登録 ロッカー情報を登録するアプリです。

2-7 各種一覧
上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
・チェックイン状況一覧表
・ロッカー利用状況一覧表

3 クラス管理 下記アプリでクラス情報の管理を行います。

3-1 出欠管理 出欠状況の予定／実績や振替を管理するアプリです。

3-2 振替管理 振替情報を管理するアプリです。

3-3 進級管理 進級情報を管理するアプリです。

3-4 各種一覧

上記アプリの情報を参照し、一覧表示する機能です。
・欠席一覧
・進級一覧
・出欠一覧



kintoneスポーツ・健康教授業向けパッケージ

<お問い合わせ先> 株式会社システック沖縄 那覇市泊3-15-5

高江洲（タカエス） 098-941-5900 sales@s-okinawa.co.jp

上記パッケージ料金は4,870,000円です。
（内訳）アプリ数：12、各種一覧数：15、台帳管理数：11
※会員登録・変更アプリ数は400,000円がとなっています。
それ以外はアプリ数＊200,000円がベースとなっています。

※各種一覧数＊100,000円がベースとなっています。
※台帳管理のアプリ数＊70,000円がベースとなっています。

このほかオプションとして以下を御用意しています。
初期データ移行作業（移行データ種類次第）100,000円～
保守・運用費用は35,000円／日
RPA 初期導入費用200,000円、50,000円／月
連携プラグイン
印刷機能 6,000円／月～
メール連携機能 15,000円／月～

■kintone
ベースとして利用しているkintone※について別途契約が必要です。
スタンダードコース 1ユーザ 1,500円／月、最低7,500円の5ユーザ
セキュアアクセス 250円／月
ディスク増設10GB 1,000円／月

アプリ名称 アプリ概要

4 台帳管理 上記の各アプリ紐づくマスタ情報の管理を行います。

4-1 会員関連（会員種別） 種別や年会費など管理するアプリです。

4-2 会員関連（学校情報） 団体として登録している学校情報を管理するアプリです。

4-3 売上関連（商品台帳） 販売している商品を管理するアプリです。

4-4 来場関連（ロッカー台帳） ロッカーの使用状況を管理するアプリです。

4-5 クラス関連（クラス台帳） クラスを管理するアプリです。

4-6 クラス関連（級台帳） クラスに紐づく級情報を管理するアプリです。

4-7 クラス関連（コース台帳） 送迎時に使用するコースを管理するアプリです。

4-8 クラス関連（送迎場所台帳） 各コース毎の送迎場所を管理するアプリです。

4-9 クラス関連（送迎場所時間台帳） 出発・到着時間を管理するアプリです。

4-10 クラス関連（受講時間台帳） 受講時間を管理するクラスです。

4-11 共通関連（休日台帳） カレンダーに表示する休日を管理するアプリです。


