
Cloud Staffing
管理画面
マニュアル

ー派遣元ー



サービス機能について

２ Cloud Staffingでできること

管理画面の機能について 新機能 04～05

出力帳票について（各種契約書など） 07

３ ダッシュボード

表示画面のメニューについて 08

４ 登録について

登録の流れ 09

１ はじめに

管理画面のログインについて 03

５ 案件管理

案件情報一覧 11

案件情報一覧 案件振分担当者の作業

７ 請求管理

請求情報一覧 30

請求の登録 31～37

８

６

評価管理

評価情報一覧 47

評価の登録 48

評価項目設定一覧

評価の実施

６ 契約管理

契約情報一覧 14

契約の登録 15～28

請求先マスタ一覧 38

請求先マスタの登録 39～43

銀行口座マスタ一覧 44

銀行口座マスタの登録 45

49

51～53
12 評価結果の参照 50



サービス機能について

受発注履歴

エントリーの詳細と登録

７

請求管理

６

スタッフ情報一覧 55

スタッフ情報の登録 56～59

10 各種設定機能

設定機能

ユーザー

事業所

スタッフ就業情報一覧

組織

企業設定 70～73

契約管理

60～61

63～64

65～67

68～69

75～76

９ スタッフ管理

11 受発注管理

77～79



１ はじめに

管理画面のログインについて

ログインURL https://hk.cloud-staffing.jp/manage/login

企業CD お知らせした企業Codeを入力してください

メールアドレス ご登録いただいたメールアドレスを入力してください

パスワード お知らせいただいたパスワードを入力してください

Cloud Staffing管理画面 ログイン
ページ

注意
パスワードを忘れた場合は、
ログインボタン下にあります「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックしてください。再設定方法をご案内いたします。
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２ Cloud Staffingでできること

管理画面の機能について

Cloud Staffing管理画面 ホームダッシュボード 管理画面上で登録されている情報数の閲覧・お知らせ

案件管理 案件情報一覧：派遣先企業が登録された案件の閲覧・管理

契約管理 契約情報一覧：派遣先企業にて承認された契約情報一覧の閲覧・管理

契約の登録：登録された案件を選択し各種書面の作成

スタッフ管理 スタッフ情報一覧：登録されたスタッフ情報一覧の閲覧・管理

スタッフの登録：基本・入社・保険加入などの情報登録

スタッフCSV一括登録：CSVにて一括登録可能

スタッフ就業一覧：基本・契約・管理（派遣元備忘録）の登録

ユーザー情報 ユーザー情報一覧：管理画面利用者の登録情報一覧

ユーザーの登録：管理画面利用者の登録・権限設定

事業所 事業所情報一覧：登録された事業所情報の閲覧・管理

事業所の登録：利用される各事業所の情報・責任者の登録

組織 組織一覧：登録された組織情報の閲覧・管理

組織の登録：各拠点情報・適用開始日の登録

企業設定 自社情報：貴社情報の登録

帳票文言設定：契約書に使用される福利厚生などの事項情報登録
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請求情報一覧 管理画面上で登録されている情報数の閲覧・登録

請求の登録 請求内容の登録

請求先マスタ登録 派遣先情報など請求先マスタの登録

銀行口座（振込先）マスタ一覧 振込先情報のマスタ登録

勤怠データ取込一覧 勤怠データ情報取込（CSVのみ）

２ Cloud Staffingでできること

管理画面の機能について 新機能

Cloud Staffing管理画面 ホーム
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２ Cloud Staffingでできること

出力帳票について（各種契約書など）
Cloud Staffingにて出力できる帳票は下記のとおり7種類あります。
これからご案内する登録を行っていただくと下記帳票が完成する流れになります。

①労働者派遣個別契約書 ②派遣元管理台帳 ③派遣先管理台帳

④派遣先への通知書 ⑤事業所抵触日通知 ⑥教育訓練･福利厚生施設に関する情報提供

⑦その他
・雇用契約書兼就業条件明示書
・管理台帳別紙（教育訓練状況）
・苦情処理状況
・請求書
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３ ダッシュボード

表示画面のメニューについて

Cloud Staffing管理画面 ダッシュボード

お知らせ

管理中の契約

締結済の契約

承認待ち件数

差戻件数

登録スタッフ

個人抵触日接近スタッフ

契約満了日接近スタッフ

事業所数

公開中案件数

メニュー内容

Cloud Staffingにて登録されている情報から契約数～抵触日スタッフのアラート機能までを搭載しています。
ダッシュボードにて状況の把握をすることが可能になります。
また機能のリリース情報やその他お知らせを「Cloud Staffing担当」より発信させていただきます。
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４ 登録について

登録の流れについて

9

1 各種設定機能

Cloud Staffingでは管理画面上のメニューの順番は登録後管理しやすい順番になっております。
登録の順は以下のとおりになります。各機能ごとにも順番が異なりますのでご注意ください。

１事業所の登録
２組織の登録
３ユーザーの登録
４帳票設定

３ 契約管理

契約情報の登録

２ スタッフ管理

スタッフ情報の登録

４請求管理

１銀行口座マスタの登録
２請求先マスタの登録
３請求情報の登録



案件管理
派遣先企業が登録された案件を管理することができます



５ 案件管理

案件情報一覧
貴社に紐づいた派遣先企業さまが登録された案件情報を確認していただけます。

Cloud Staffing管理画面 案件情報一覧

登録されている情報より、下記いずれかの条件検索が可能です。
派遣先会社名・派遣先事業所名・派遣先組織名・案件ID・案件名

一覧上に表示されるアイコンについて

登録された案件情報の詳細をご確認いただくことができます

契約登録ページに遷移します 対象の案件を確認しながら案件を選択し契約登録を行うことが可能です

注意 「案件登録」ページは派遣先のみに表示されます
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５ 案件管理

案件情報一覧 案件振分担当者の作業
貴社に紐づいた派遣先企業さまが登録された案件情報を各事業所に振り分けることができます。
但し、この作業はユーザー登録時に「案件振分担当」の権限が付与された方のみ操作できます。

Cloud Staffing管理画面＞案件情報一覧＞対象案件詳細ページ
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「案件振分担当者」権限の方は、詳細ページ下部に上記内容が表示されます。
「事業追加紐づけ」をクリックし対象案件の担当事業所を選択いただきます。

「事業追加紐づけ」をクリックすると右記画面が表示され、
登録されている事業所が表示されますので、
対象の事業所を選択し、下部「送信ボタン」をクリックし紐づけが
完了します。



契約管理
派遣先企業との派遣契約に必要な各種書面を作成します



５ 契約管理

契約情報一覧
登録された契約情報を確認・登録・PDF/CSVダウンロードを行うことができます

Cloud Staffing管理画面 契約情報一覧

一覧上に表示されるアイコンについて

登録された契約情報の詳細をご確認いただくことができます

対象の契約データを複製できます 対象の契約を更新する場合、この更新ボタンより処理可能になります
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５ 契約管理

契約の登録 基本情報
登録を行うことにより「労働者派遣個別契約書」「派遣元管理台帳」「派遣先への通知書」3種類の帳票を完成させる
ことができます。操作手順については以下の通りとなります。※例）参照帳票は「労働者派遣個別契約書」のみ

Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞基本情報

①

①②

② 登録された案件から選択します
選択された情報より「派遣先情報」に自動反映されます

③

③

派遣契約種別を選択します
④

④契約方式を選択します
方式について 厚生労働省案内ページ▼
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

⑤ ⑤
⑥

⑦⑥

⑦

注意 ⑤業務内容（概要）は、選択された案件情報より反映されます。※派遣先にて登録された情報
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５ 契約管理

契約の登録 派遣先情報
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞派遣先情報

① ①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

※参照帳票：労働者派遣個別契約書

16



５ 契約管理

契約の登録 就業先情報
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞就業先情報

注意 組織名は登録された情報より選択します

①

①

②

③

④

②
③ ④

※参照帳票：労働者派遣個別契約書
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５ 契約管理

契約の登録 派遣元情報を入力する①
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞派遣元情報

注意 派遣元企業名は登録された情報より自動反映されます

①
②

③

④

※参照帳票：労働者派遣個別契約書

①

②

③

④
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５ 契約管理

契約の登録 派遣元情報を入力する②

Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞派遣元情報

注意 ・①と②はユーザー登録（※P●参照）された情報より選択
・派遣事業許可番号は入力となります

①

②

③

※参照帳票：労働者派遣個別契約書

①

②

③
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５ 契約管理

契約の登録 スタッフ情報

Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞スタッフ情報

注意 選択された人数分の「派遣元管理台帳」が出力されます

①

②

③

※参照帳票：派遣元管理台帳

①

②

③

①スタッフ情報にて選択された人数が表示されます

備考は契約書等の帳票反映はありません
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５ 契約管理

契約の登録 業務内容

Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞業務内容

注意 業務内容（概要）・①は派遣先登録情報より反映されます

①

※参照帳票：派遣元管理台帳

①

②

②
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５ 契約管理

契約の登録 就業日
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞スタッフ情報

①

②

③

※参照帳票：労働者派遣個別契約書

就業先カレンダーの提供などがある場合はファイルアップロードにより
HRクロス管理画面上での格納管理が可能になります。

備考は契約書等の帳票反映はありません。
業務での情報共有・連絡事項などにご活用ください。

①

②

③

22



５ 契約管理

契約の登録 就業時間
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞就業時間

注意 2交替制など就業時間が複数ある場合は「追加」ボタンをクリックし入力してください。

① ②

③

※参照帳票：労働者派遣個別契約書

2交替制など複数回に分けて休憩がある場合は2～3を使用してください。

備考は就業時間に関する補足がある場合は入力してください。

①

②

③

②
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５ 契約管理

契約の登録 残業･休日労働
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞スタッフ情報

注意 時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、
1ヶ月で100時間未満かつ2ヶ月～6ヶ月を平均して80時間未満

①

※参照帳票：派遣元管理台帳

①
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５ 契約管理

契約の登録 料金・手当・費用を入力する
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞料金・手当・費用を入力

①

※参照帳票：労働者派遣個別契約書

①

25



５ 契約管理

契約の登録 契約書明示内容（事項・措置など）を入力する
Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞契約書明示内容（事項・措置）を入力する

※参照帳票：労働者派遣個別契約書

①

注意 規約情報が変更される場合は企業設定より変更してください

企業設定＞帳票文言設定情報が反映されます。
また「その他規約」については入力がない場合空白表示となります。
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５ 契約管理

契約の登録 契約書自由記述項目を入力する

Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞契約書自由記述項目を入力する

注意 内容は案件ごとの登録となります。ご了承ください。

これまで登録された契約情報以外に必要な記述内容がある場合は、
自由記述項目を活用してください。記述項目は5つまで追加可能になります。
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５ 契約管理

契約の登録 備考を入力する

Cloud Staffing管理画面 契約の登録＞備考を入力する

注意 各種契約書などの帳票への反映はありません。

契約情報に対する共有・連絡事項についてはこちらを活用してください。
また契約書に対する社内共有・連絡事項については派遣元メモをご活用ください。

契約の登録 備考を入力する
入力後は「登録し、承認依頼へ進む」をクリックしてください。派遣先での確認・承認に入ります。

承認前に保存しておくことも可能です
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請求管理
勤怠時間データを含めた請求書を作成することができます



５ 請求管理

請求情報一覧

30

登録された請求情報を検索軸に合わせて閲覧することが可能になります。

登録されている情報より、下記いずれかの条件検索が可能です。
請求書ID・派遣元請求コード・請求対象期間・派遣先会社名・担当部署・ステータス

※一覧上に表示されるアイコンについて

登録された請求情報の詳細をご確認いただくことができます。

一覧からの登録も可能です。



５ 請求管理

請求の登録 １請求情報の登録
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Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求の登録＞請求情報

①

②

③

注意
請求の登録はP38～の「請求先マスタ一覧→請求マスタの登録」と
P42～43「銀行口座（振込先）マスタ一覧→銀行口座（振込先）マスタ一覧を登録」を先に行う必要があります。

請求先マスタ一覧にて登録されたマスタ情報より
対象のマスタを選択します。
選択されると、以下内容までが自動反映されます。
・派遣先企業名
・派遣先事業所
・派遣先組織
・派遣元事業所
・派遣先締日

貴社基幹システムなど社内ツールにて管理されている
コードなどを入力していただくことができます。

発行年月日・請求対象期間・振込期日は必須入力
になります。各種カーソルを置いていただくと
カレンダーが表示されます。対象を選択してください。



５ 請求管理

請求の登録 ２計算区分

32

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求の登録＞計算区分

注意

前ページ「請求情報の登録」にて選択された、
請求先マスタより自動反映されます。

請求の登録はP38～の「請求先マスタ一覧→請求マスタの登録」と
P42～43「銀行口座（振込先）マスタ一覧→銀行口座（振込先）マスタ一覧を登録」を先に行う必要があります。



５ 請求管理

請求の登録 ３明細 スタッフ一覧から選択
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Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求の登録＞明細

注意

「スタッフ一覧から選択」「CSVデータから取り込み」
は請求対象期間など必須項目が未入力の場合、
クリックすることができません。
以下のようなエラーメッセージが上部に表示されます。

「スタッフ一覧から選択」をクリックすると下記画面が表示されます。
対象の方を選択してください。

注意

「スタッフ選択」から選択された方が明細に表示されます。
単価・通常（通常勤務時間）・時間外・深夜（深夜勤務時間）それぞれを、
対象スタッフごとに入力してください。

請求の登録はP38～の「請求先マスタ一覧→請求マスタの登録」と
P42～43「銀行口座（振込先）マスタ一覧→銀行口座（振込先）マスタ一覧を登録」を先に行う必要があります。



５ 請求管理

請求の登録 ３明細 CSVデータから取り込
み
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Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求の登録＞明細

注意

「スタッフ一覧から選択」「CSVデータから取り込み」
は請求対象期間など必須項目が未入力の場合、
クリックすることができません。
以下のようなエラーメッセージが上部に表示されます。

「CSVデータから取り込み」をクリックすると
下記画面が表示されます。
表示された手順に沿ってデータをアップしてください。

注意

CSVデータにてアップロードされた方が明細に表示されます。
単価・通常（通常勤務時間）・時間外・深夜（深夜勤務時間）それぞれを、
対象スタッフごとに入力してください。

請求の登録はP38～の「請求先マスタ一覧→請求マスタの登録」と
P42～43「銀行口座（振込先）マスタ一覧→銀行口座（振込先）マスタ一覧を登録」を先に行う必要があります。



５ 請求管理

請求の登録 ４その他

35

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求の登録＞その他

①

②

通勤交通費・営業交通費・出張交通費は、
任意項目となっております。
請求対象になる場合はそれぞれ入力してください。

交通費以外は自由項目となっておりますので、
必要請求分の項目名と費用を入力してください。

注意 課税項目は必ず選択してください。

注意

「マイナス」は、
前月請求ミスなどがあった場合に使用してください。



５ 請求管理

請求の登録 ５備考

36

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求の登録＞備考

登録された情報を基に発行される請求書には、
派遣料金・インセンティブ（待遇金など）を対象にした
備考欄を設けております。入力以外に明記する必要がある
内容は備考欄に入力してください。



５ 請求管理

請求の登録 ６明細合計

37

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求の登録＞その他

登録された課税対象小計が表示されます。

登録された小計・消費税計・非課税計が、
それぞれ表示され、全て足された請求総計が
表示されます。

注意

一度「承認依頼」へ進んだ場合は修正ができません。

修正される場合は、派遣先企業に「差戻」を依頼し
ていただく必要があります。

入力された内容を一時保存しておくことが可能です。

登録された請求内容が確定され、
派遣先企業へ情報が送られ、
請求内容の「承認依頼」処理に進みます。



５ 請求管理

請求先マスタ一覧

38

請求書に必要なマスタの登録、登録された内容を閲覧することが可能です。

登録されている情報より、下記いずれかの条件検索が可能です。
請求先マスタ名・派遣先事業所・派遣元事業所・派遣先企業名・派遣先組織・担当部
署・担当者

※一覧上に表示されるアイコンについて

登録された請求マスタ情報の詳細をご確認いただくことができます。

「請求先マスタを登録する」より登録処理行ってください。
処理方法は次ページよりご説明いたします。



５ 請求管理

請求先マスタ一覧 １請求先情報の登録

39

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求先マスタ一覧＞請求先マスタの登録

請求先マスタ名を登録してください。

・派遣元事業所
・担当部署（帳票宛名）
・担当者（帳票宛名）
は任意項目となりますが、
請求書に表記される内容になるため、
入力いただくことをお勧めします。

組織ごとに集計出力が必要な場合は、
「する」を選択してください。

請求対象の派遣先企業を選択してください。

請求対象の派遣先事業所・派遣先組織を
選択してください。事業所別に請求書が必要
な場合にお使いいただけます。



５ 請求管理

請求先マスタ一覧 ２計算区分

40

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求先マスタ一覧＞請求先マスタの登録

各種勤務時間の割増率を入力してください。
デフォルトでは左記のとおり入力されていますので、
異なる場合は修正してください。

項目名が空白の箇所は、
その他勤務にあたる情報が必要な場合にご活用ください。

小計端数の処理と消費税端数処理の種類を
選択してください。



５ 請求管理

請求先マスタ一覧 ３勤怠データCSV取込設定 4請求種別-明細項目
５請求-自由項目名

41

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求先マスタ一覧＞請求先マスタの登録
３勤怠データCSV取込設定
こちらは請求書作成時に勤怠データをCSVにて取り込む
場合は、「あり」を選択してください。
※設定方法はP42 CSV取込設定をご確認ください。

デフォルト以外で別途請求項目が必要な場合の
項目名を登録してください。
自由項目は15個まで入力可能です。
※請求書フォーマットデザインに合わせた数になります。

４請求種別₋明細項目
「追加」をクリックすると下記画面が表示されます。
デフォルト以外で請求種別が必要な場合は入力してください。
なお請求書と別で「請求書データ」が生成されます。



５ 請求管理

請求先マスタ一覧 ３勤怠データCSV取込設定

42

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求先マスタ一覧＞請求先マスタの登録

「あり」を選択すると、左記内容が表示されます。
「派遣元スタッフコード」から「その他勤務３」まで、
データ上の何列目が対象になるか登録してください。

CSV取込時の対象項目に対する列番号を設定します。



５ 請求管理

請求先マスタ一覧 ６銀行口座（振込先）情報

43

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞請求先マスタ一覧＞請求先マスタの登録

銀行口座（振込先）1より選択してください。
銀行口座情報は別で登録が必要になります。
登録方法は次ページにてご説明しております。



５ 請求管理

銀行口座（振込先）マスタ一覧

44

銀行口座（振込先）マスタの登録、登録された内容を閲覧することが可能です。

登録されている情報より、下記いずれかの条件検索が可能です。
派遣先企業・金融機関名・支店名（※金融機関支店名）

※一覧上に表示されるアイコンについて

登録された請求マスタ情報の詳細をご確認いただくことができます。

「銀行口座（振込先）マスタを登録する」より登録処理行ってください。
処理方法は次ページよりご説明いたします。



５ 請求管理

45

Cloud Staffing管理画面 請求管理＞銀行口座（振込先）マスタ一覧 ＞銀行口座（振込先）の登録

登録されている対象の派遣先企業を選択してください。

対象の口座情報を登録してください。

銀行口座（振込先）マスタ一覧 銀行口座（振込先）情報の登録

勤怠データ取込一覧
「勤怠データ取込」に取り込んだCSVデータが格納
されます。格納されたデータはダウンロードする
こともできます。格納されたデータごとに下記の
マークが操作枠に表示されます。

ダウンロード



評価管理
派遣先・派遣元間でスタッフの評価登録・管理を行うことができます



評価情報一覧

47

登録された評価情報を検索軸に合わせて閲覧することが可能になります。

登録されている情報より、下記いずれかの条件検索が可能です。
「派遣先・元情報」「評価対象期間」「評価項目設定パターン」「スタッフ名」「ステータス」

※一覧上に表示されるアイコンについて

登録された評価情報の詳細をご確認いただくことができます。

登録された評価対象スタッフの一覧をご確認いただくことができます。

評価フォーマットを登録する際は、
こちらから行います。

8 評価管理



評価の登録 １評価対象、期間の登録

48

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧＞評価対象・期間設定を登録する

注意

評価の登録はP7～P9の「評価項目設定」をあらかじめ登録する必要があります。

評価実施対象スタッフの就業派遣先企業を
プルダウンより選択します。

評価対象期間を選択します。

①

②

③

事前に登録した評価項目設定パターンを
プルダウンより選択します。

評価対象スタッフを設定すると、
選択スタッフ情報、対象人数が
反映されます。

④

8 評価管理



評価の実施 ２派遣元評価の登録

49

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧＞登録した評価フォーマットの評価対象スタッフ一覧＞評価実施対象スタッフ詳細画面

ラジオボタンにて評価を登録します。

③

評価完了後、「確認依頼する」
を押すと派遣先へ評価依頼通知
が送信されます。

評価詳細画面「評価登録する」を押すと編集画面になります。

8 評価管理



8 評価管理

評価結果の参照

50

登録された派遣元、派遣先評価を確認することができます。

タブの切り替えにより、派遣元・派遣先にて登録された評価結果の参照が可能です。

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧＞登録した評価フォーマットの評価対象スタッフ一覧＞評価実施対象スタッフ詳細画面



評価項目設定一覧

51

評価の実施に必要な評価項目の登録、登録された内容を閲覧、修正することが可能です。

※一覧上に表示されるアイコンについて

登録された評価項目情報の詳細をご確認いただくことができます。サンプル評価項目として「物流」「事務」「製造」が
初期登録されています。

登録されている情報より、「評価項目設定パターン名」にて検索が可能です。

下記評価項目のコピー、または「評価項目設定を登録する」より新規登録が可能です。

登録された該当評価項目のコピーを作成することができます。

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価項目設定一覧

8 評価管理



評価項目設定一覧 評価項目詳細

52

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価項目設定一覧＞評価項目の登録

任意の名称でパターン名を
設定してください。

「評価基準」で設定した段階に
応じて、選択肢を設定します。

2～5段階まで設定可能です。

8 評価管理



評価項目設定一覧 評価項目詳細

53

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価項目設定一覧＞評価項目の登録

カテゴリに対する項目を設
定します。
＋－ボタンで項目数の編集、
↑↓ボタンにより、項目順序
の変更が可能です。

任意のカテゴリ名を
設定可能です。

8 評価管理



スタッフ管理
稼働されているスタッフ情報・就業情報を管理できます



６ スタッフ管理

スタッフ情報一覧
登録されたスタッフ情報が一覧で確認・追加ができます。
登録されているスタッフ情報はCSVでのダウンロードも可能になります。

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフ情報一覧
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６ スタッフ管理

スタッフの登録 基本情報

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフの登録

スタッフIDはCloud Staffing管理画面上で管理されるIDです。

社内で管理されているコードを入力してください。
データ管理、統合、抽出などに便利です。

「必須」項目は、下記各種帳票に反映されます。
・派遣先管理台帳
・派遣元管理台帳
・派遣先への通知書

56



６ スタッフ管理

スタッフの登録 入社･所属情報・保険情報

派遣元での労働開始日を入力してください。

登録されている情報より選択となります。

各種保険加入状況を選択してください。

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフの登録＞入社・所属情報

退社日は派遣先での退職日を入力してください。

派遣雇用の選択をしてください。

協定対象派遣労働者の対象・対象外を選択してください。

HRクロス管理画面 スタッフ管理＞スタッフの登録＞保険情報

注意 保険の加入については下記をご確認ください。
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６ スタッフ管理

スタッフの登録 その他情報を入力する・就業履歴･登録完了

所持されている資格情報や経験などを入力してください。
帳票への反映はありません。

Cloud Staffing管理画面登録後の就業履歴が表示されます。
（登録後に派遣先企業が登録された情報との紐づけされている場合）

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフの登録＞その他情報

「備考」ではその他共有事項などを入力してください。

HRクロス管理画面 スタッフ管理＞スタッフの登録＞保険情報

「登録する」をクリックし完了となります。

注意 CSVでの一括登録はP30をご確認ください。
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６ スタッフ管理

スタッフの登録 スタッフCSV一括登録
Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフCSV一括登録

登録方法は管理画面上にて表示されています。
操作方法にお困りの場合は当社担当にご連絡ください。
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６ スタッフ管理

スタッフ就業情報一覧
登録されたスタッフの就業情報を確認することができます。

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフ就業情報一覧

注意 派遣先登録の案件に紐づいていない場合は就業情報一覧には表示されません。
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６ スタッフ管理

スタッフ就業情報一覧 連絡事項
スタッフ就業情報の詳細内「連絡事項」よりスタッフごとに「雇用契約書兼就業条件明示書の情報登録・帳票出
力」「連絡事項（苦情処理・教育訓練）の情報登録・帳票出力」が可能です。

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフ就業情報一覧
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各種設定機能
Cloud Staffingをご利用いただくために必要な基本情報の入力



7 設定機能

ユーザー ユーザー情報一覧
登録されたユーザー情報を確認、追加することができます。

Cloud Staffing管理画面 ユーザー＞ユーザー情報一覧

注意 派遣先登録の案件に紐づいていない場合は就業情報一覧には表示されません。
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7

ユーザー ユーザーの登録
登録されたユーザー情報を確認、追加することができます。

Cloud Staffing管理画面 ユーザー＞ユーザーの登録

注意
ユーザー基本情報にて「システム管理者」を選択した場合、
自動的に全ての権限が付与されるため、権限情報は入力不要となります。

対象ユーザーの管理画面利用範囲によって、
「システム管理者」「一般ユーザー」を選択してください。
※「システム管理者」は管理画面上の全データの操作が可能になります。

対象ユーザーのお名前を入力してください。

対象ユーザーの部署名を入力してください。

対象ユーザーのメールアドレスを入力してください。
※派遣先からの「承認」など通知メールが届きます。

閲覧権限を選択してください。
「指定した組織以下の権限を閲覧可能」を選択される場合は、
必ず「組織を選択してください」より選択をお願いします。

対象ユーザーが担当する機能権限を選択してください。

契約管理責任者 派遣先承認済み契約データを承認取り消しが可能

契約情報承認者 登録された契約データ承認することが可能

案件振分担当者 案件を事業所ごとに振り分けることが可能

請求作成担当者 請求書を作成することが可能

請求情報承認者 作成された請求書の内容承認をすることが可能

請求情報管理者 承認済請求情報の修正が可能

【権限の利用範囲】

設定機能
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事業所 事業所情報一覧
登録された事業所情報を確認、追加することができます。

Cloud Staffing管理画面 事業所＞事業所情報一覧

7 設定機能
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Cloud Staffing管理画面 事業所＞事業所情報の登録

注意 適用開始日が未来日の場合、事業所情報一覧は表示されません。
適用開始日より情報一覧に反映されます。

対象事業所の変更の適用開始日を選択してください。
カーソルを入力枠においていただくと日付選択ができます。

例）適用開始日は翌年4/1から登録内容（名称など）が
変更になる際に適用開始日を指定して編集することで、
翌年4/1以降契約開始の契約データに反映されます。

派遣事業許可番号は、契約登録時に反映されます。
「有料職業紹介事業許可番号」は、
任意項目となりますので、契約時の情報に合わせて入力してください。

事業所 事業所情報の登録

7 設定機能
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必要情報を入力してください。

Cloud Staffing管理画面 事業所＞事業所情報の登録

注意 適用開始日が未来日の場合、事業所情報一覧は表示されません。
適用開始日より情報一覧に反映されます。

「派遣元責任者」と「苦情処理申出先」の担当者を
入力してください。下部「責任者追加」にて最大80名まで
登録可能となります。

事業所 事業所情報の登録

7 設定機能
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組織 組織一覧
登録された組織情報を確認、追加することができます。

Cloud Staffing管理画面 組織＞組織一覧

注意 部署など分散される情報を2～5に入力してください

7 設定機能
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必要情報を入力してください。

Cloud Staffing管理画面 組織＞組織の登録 対象事業所の適用開始日を選択してください。
カーソルを入力枠においていただくと日付選択ができます。

「登録する」をクリックし完了となります。

組織 組織の登録

7 設定機能
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設定されている貴社情報が確認できます

企業設定 自社情報

Cloud Staffing管理画面 企業設定

7 設定機能
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貴社にて定められている36協定内容を登録してください。
企業設定 36協定マスタ一覧

HRクロス管理画面 企業設定＞36協定マスタ一覧

対象の事業所を選択してください。

「36協定マスタ名」は入力枠に表示されているとおり、貴社にて管理しやすい内容として、
「用途・利用期間・対象期間」を指しています。その他管理項目なども入力いただくことが可能です。

7 設定機能
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貴社にて定められている36協定内容を登録してください。
企業設定 36協定マスタ一覧

HRクロス管理画面 企業設定＞36協定マスタ一覧

必要情報を入力してください。

7 設定機能
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対象となる「36協定書」をアップロードし管理することが可能です。

「登録する」をクリックし完了です。



貴社にて定められている要綱内容を登録してください。

注意 ①変更の適用開始日は各事項に対し変更が発生した場合、適用が開始される日を入力してください。各種契約書への反映タイミングとなります。
②サンプルで入力された内容になります。開始時は空白となっているため内容を入力し「登録する」をクリックしてください。

企業設定 帳票設定

Cloud Staffing管理画面 企業設定＞帳票設定

注意①参照

注意②参照

7 設定機能
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受発注管理
派遣先・派遣元間でスタッフの発注管理を行うことができます



受発注履歴
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登録された受発注情報を検索軸に合わせて閲覧することが可能です。

9 受発注管理

登録されている情報より、下記いずれかの条件検索が可能です。
「初回発注日」「入職予定日」「案件名」「派遣先企業情報」
※「募集状況」で絞り込みも可能です。

Cloud Staffing管理画面 案件管理＞受発注履歴



受発注履歴
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各発注情報が一覧で表示されます。
「受発注状況」「エントリー履歴」については詳細画面をご確認ください。

※一覧上に表示されるアイコンについて

登録された発注情報の詳細をご確認いただくことができます。

9 受発注管理

貴社に紐づいた派遣先企業様が登録された発注情報を確認していただけます。



エントリー詳細_1
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Cloud Staffing管理画面 案件管理＞受発注履歴＞詳細画面

派遣先にて登録された案件の案件名称

案件に登録されている各情報

該当案件に対して
初めて発注が登録された日にち

発注情報の最終の更新日

派遣元からの
スタッフエントリー締め切り日

依頼人数：
派遣先からの発注依頼スタッフ数

決定：
派遣先にて受入確定したスタッフ数

受発注管理9



エントリーの詳細_2
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Cloud Staffing管理画面 案件管理＞受発注履歴＞詳細画面

派遣先にて登録したスタッフ依頼数に
対する受入確定人数進捗
※「指定なし」は派遣先にて
エントリー依頼派遣元の指定がない場合

派遣元スタッフエントリー総数 派遣元からの
紹介リスト添付状況

発注ごとのスタッフエントリー数

派遣先設定のエントリー受付状況
・エントリー待ち
・進行中
・進行中（締切）
・完了
・発注キャンセル

※一覧上に表示されるアイコンについて

派遣元にてアップロードした
紹介リストがダウンロードできます

受発注管理9



エントリーの登録
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Cloud Staffing管理画面 案件管理＞受発注履歴＞詳細画面＞エントリー追加

エントリーするスタッフの
紹介リストアップロード
※Excel、またはPDFどちらか1ファイルのみ

派遣先からの発注を確認し、
「エントリー履歴」＞「エントリー追加」にて
紹介スタッフの入力を行います。

エントリー後は派遣先にて人数の確定を行います。

受発注管理9



お問い合わせについて
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FAX：045-620-5089
Mail：support@cloud-staffing.co.jp

0120-550-963

営業時間：平日（月～金） 9:00～17:00

画面操作にご不明な点は、画面上でのチャットにてご対応いたします。
チャット以外もご用意しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。


