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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CD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 派遣元企業からの請求情報の閲覧

勤怠データ取込一覧 勤怠データ情報取込情報の閲覧

勤怠データの取込 勤怠データの取り込み・登録（派遣元振り分け可能）

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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①請求管理

評価情報一覧 派遣元企業が登録したスタッフの評価管理機能

②評価管理



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

Cloud Staffingに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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メニュー内容

お知らせ

管理中の契約

締結済の契約

契約承認待ち件数

前月請求件数

今月請求件数

請求承認待ち件数

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



４ 登録について

登録の流れについて
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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。

設定機能 P47～57

④案件の登録

案件管理 P11～27

①ユーザーの登録

②事業所の登録

③組織の登録



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
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・案件ステータス（公開中・非公開）

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。
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５ 案件管理

案件の登録 案件基本情報

登録を行うことにより派遣元企業にて作成される「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」へ反映され帳票が完成します。

Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞１案件基本情報を入力する
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①

①

②

②

社内管理用となり、帳票に反映される内容ではありません。
対象の案件を管理しやすいように入力してください。

契約に関わる箇所になります。
「一般派遣」「紹介予定派遣」のどちらかを選択してください。



５ 案件管理

案件の登録 事業所情報・事業所所在情報

対象となる事業所情報を登録します。

Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞２事業所関連情報を入力する
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①

①

②

②

「事業所情報の登録」にて登録されている情報から
対象となる「事業所」を選択してください。

「組織の登録」にて登録されている情報から
対象となる「組織」を選択してください。

③ 郵便番号から建物名まで、
①にて選択された「事業所」より自動反映されます。



５ 案件管理

案件の登録 就業先情報

対象となる事業所情報を登録します

Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞３就業先情報を入力する
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①

①

②

「事業所情報の登録」にて登録せれている情報から
就業先となる「事業所」を選択してください。
郵便番号から建物名まで自動的に反映されます。

「組織名」にて登録されている情報から、
対象となる「組織」を選択してください。
なお電話番号・FAX番号は入力してください。

②



５ 案件管理

案件の登録 就業先情報

Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞３就業先情報を入力する＞喫煙施設・事前通知情報
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①

① 【喫煙施設】
対象となる喫煙施設状況を選択してください。
※2020年4月1日に施行された「改正健康法令」に基づき受動喫煙防止の対策を明示する必要があります。
※選択内容は「改正健康増進法上の施設の類型と受動喫煙を防止するための措置」に明示されている
「第二種施設」に基づいています。

【事前通知情報】
管理画面に表示されているとおりの内容となります。
別途独自フォーマットがある場合は「こちら」をクリックしファイルをアップロードしてください。

②

②



５ 案件管理

案件の登録 事業所担当者

Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞４事業所担当者を入力する
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ユーザーの登録にて登録された、
「派遣先責任者」「指揮命令者」「苦情処理申出先」の各担当を選択してください。
※複数いる場合は「＋」から追加してください。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する

Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞５業務内容・就業情報を入力する＞業務内容

17

「業務内容（契約文言）」は契約書に記載される情報になります。
複数ある場合は「＋」で追加し、入力してください。

必要事項をそれぞれ入力してください。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞５業務内容・就業情報を入力する＞募集情報
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派遣元企業が人選するために必要な情報を入力
してください。

募集人数は紹介人数にあたるため「必須」項目
となります。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞５業務内容・就業情報を入力する＞就業情報＞就業日「就業先カレンダーに準ずる」
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就業カレンダーが別ファイルにて作成されている場合は、「就業先カレンダーに準ずる」
を選択＞就業先カレンダー「ファイルを選択」よりアップロードしてください。

注意 「備考」は就業日のその他共有事項などを入力してください。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞５業務内容・就業情報を入力する＞就業情報＞就業日「指定して設定」
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Cloud Staffing上にて設定の場合は、
就業日を「指定して設定」を選択します。

選択すると「就業日」「休日」の入力枠が表示され
ます。必要情報を入力してください。

注意 「備考」は就業日のその他共有事項などを入力してください。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞５業務内容・就業情報を入力する＞就業情報＞就業日「指定して設定」
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各就業時間を設定してください。
「備考」は就業時間に対する内容を入れてください。

注意 交替制など複数の就業時間がある場合は「追加」で同入力枠が表示されます。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞６契約書に関する項目を入力する＞派遣可能期間の制限

22

派遣可能期間の制限を下記から選択してください。
・有期プロジェクト
・日数限定業務
・産休育休代替
・介護休業代替

注意 可能期間の制限に関する共有事項は備考に入力してください。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞６契約書に関する項目を入力する＞派遣労働者の限定
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派遣労働者の限定を下記から選択してください。
・限定しない
・60歳以上
・無期雇用派遣労働者
・60歳以上又は無期雇用

注意 派遣労働者の限定に関する共有事項は備考に入力してください。



５ 案件管理

案件の登録 就業情報を入力する
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞７その他備考を入力する
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注意 派遣労働者の限定に関する共有事項は備考に入力してください。

①

① 備考は派遣元企業へ通知する注意、共有事項を入力してください。

②

②

派遣先メモは派遣先企業内部での共有・案件に対する連絡事項などを入力してください。
※派遣元への公開はされません



５ 案件管理

案件の登録 派遣元会社への公開
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞８公開先を選択する
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①

①

「派遣会社を選択」をクリックすると連携されている企業名が下記のように表示されます。
対象企業を選択して「変更を保存」をクリックし反映されます。

②

②

案件ステータスは「公開中」を選択すると対象派遣会社のCloud Staffing管理画面に情報が連携されることになります。
「非公開」は案件情報および案件情報に関連する契約情報（締結済み含む）が派遣元にて参照・データの引用ができなくなります。



５ 案件管理

案件の登録 契約承認の指定～登録完了まで
Cloud Staffing管理画面 案件の登録＞９契約承認フローを指定する
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①

①

役職・業務・部署など「案件の契約承認フロー」を指定することが可能になります。
「＋（プラスマーク）」で必要人数分追加し登録してください。

②

②

「登録する」をクリックし「案件の登録」が完了します。



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様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。
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５ 契約管理

契約情報一覧
登録された契約内容より各種書面を確認承認を行います。

Cloud Staffing管理画面 契約情報一覧＞ステータスが「派遣先承認待ち」
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①一覧上に表示される操作アイコンをクリックし契約詳細画面へ遷移

②完成された各種契約書面を確認し、
問題があれば「派遣先コメント」に差戻理由を入力

③確認後クリック



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
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派遣元企業にて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・請求対象期間（From:To）・派遣元企業名・派遣元事業所名・
担当部署・担当者・請求総計・ステータス（派遣先承認待ち・承認済み）

※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。



５ 請求管理

勤怠データ取込一覧
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派遣元企業にて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。

※一覧上に表示されるアイコンについて

削除アイコンとなります。不要なデータはこちらを選択して削除してください。

このページからも勤怠データ取込ができます。

勤怠データCSVデータダウンロード
アイコンをクリックすると下記画面が表示されます。対象のデータを選択いただくとCSVがダウンロードできます。



５ 請求管理

勤怠データの取込

34

管理情報をそれぞれ入力してください。

ファイルはCSVのみとなります。

管理されている勤怠データを取り込み、各派遣元に振り分けてファイルを公開することができます。



評価管理
就業されているスタッフの評価管理機能になります



６ 評価管理

評価情報一覧
派遣元企業にて登録されたスタッフの評価情報を閲覧することができ、派遣先企業評価の登録を行っていただく
機能になります。

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧
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派遣先の評価が完了している場合は、ステータスが「評価完了」となります。



６ 評価管理

評価情報一覧 評価情報の詳細閲覧について
Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧
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①左記アイコンをクリックすると「評価対象スタッフ一覧」が表示されます。

②「派遣先企業名・評価対象期間・評価項目設定パターン」は評価情報に登録されている情報が表示されます。
検索軸は「スタッフ氏名・派遣先評価更新期間・派遣元評価更新期間」になります。



６ 評価管理

評価情報一覧 評価情報の詳細閲覧・評価について
Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧
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①左記アイコンをクリックすると「評価対象スタッフ一覧」が表示されます。

②「派遣先企業名・評価対象期間・評価項目設定パターン」は評価情報に登録されている情報が表示されます。
検索軸は「スタッフ氏名・派遣先評価更新期間・派遣元評価更新期間」になります。



６ 評価管理

評価情報一覧 評価情報の詳細閲覧・「評価待ち」の対応（一括処理）
Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧＞評価対象スタッフ一覧
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「派遣元評価を反映する」をクリックすると「派遣先評価枠」に同様の内容が反映されます。
反映後に「評価完了する」をクリックし対応完了となります。各評価項目の対応をする場合は 左記アイコンをクリックし対応します。



６ 評価管理

評価情報一覧 評価情報の詳細閲覧・「評価待ち」の対応（個別処理）

Cloud Staffing管理画面 評価管理＞評価情報一覧＞評価対象スタッフ一覧
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派遣元企業にて登録された評価内容に対し、それぞれ評価を行い登録することができます。



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
派遣元企業にて登録されたスタッフ情報が一覧で閲覧できます。
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

42



６ スタッフ管理

スタッフ情報一覧について

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフ情報一覧

就業履歴より就業情報ページに遷移します。

43

派遣元企業にて登録された「基本情報・入社・所属情報・保険加入状況・その他情報」を閲覧できます。
4その他情報より対象スタッフの「就業情報」も確認いただくことができます。



６ スタッフ管理

スタッフ就業一覧

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフ就業一覧

44

派遣元企業にて登録されたスタッフの就業情報を確認できます。



６ スタッフ管理

スタッフ就業一覧

Cloud Staffing管理画面 スタッフ管理＞スタッフ就業一覧＞連絡事項（苦情処理・教育訓練）

①一覧上の操作アイコンより詳細へ遷移します。

45

派遣元企業にて登録されたスタッフに対し、連絡事項（苦情処理・教育訓練）がある場合は、
下記の流れに沿って入力してください。

②詳細ページ内の４連絡事項（苦情処理・教育訓練）

②詳細ページ内の４連絡事項（苦情処理・教育訓練）



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

47



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。

契約情報承認者 登録された契約情報に対し承認することが可能

案件作成者 案件登録が可能

請求情報管理者 作成された請求書の内容承認をすることが可能

評価管理担当者 評価管理機能を利用することが可能

【権限の利用範囲】

設定機能

48



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

49

一覧上の操作アイコンより詳細へ遷移します。

一覧上から事業所登録、格納されているデータのCSVダウンロードができます。



Cloud Staffing管理画面 事業所＞事業所情報の登録＞１変更の適用開始日を入力する

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。
適用開始日当日から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カレンダーが表示され、
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。

事業所 事業所情報の登録

7 設定機能
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Cloud Staffing管理画面 事業所＞２事業所基本情報の登録

各種事業所情報を入力してください。
※案件登録などに反映される情報となります。

事業所 事業所情報の登録

7 設定機能
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事業所の締め日を選択してください。
※請求などに反映される情報となります。

利用統計を選択してください。
統計については下記URLよりご確認ください。
▼派遣労働者の同一労働同一賃金について 厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

対象がその他になる場合は下部に入力してください。

対象事業所の就業カレンダーを登録してください。
ファイルは1ファイルのみとなります。



Cloud Staffing管理画面 事業所＞３派遣先責任者を入力する

事業所 派遣先責任者の登録

7 設定機能

52

派遣先責任者の情報を入力してください。

対象責任者の担当範囲を選択してください。



Cloud Staffing管理画面 事業所＞４待遇情報を入力する

事業所 待遇情報の登録

7 設定機能
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各種「あり」「なし」を選択してください。
備考・共有連絡情報などありましたら、
各項目ごとに設置されている空白箇所に入力してください。

【喫煙施設】※2020年4月1日に施行された「改正健康法令」に基づき受動喫煙防止の対策を明示する必要があります。
※選択内容は「改正健康増進法上の施設の類型と受動喫煙を防止するための措置」に明示されている「第二種施設」に基づいています。



Cloud Staffing管理画面 事業所＞５事業所抵触日を入力する

事業所 派遣先責任者の登録

7 設定機能

54

カーソルを置くとカレンダーが表示されます。
カレンダーより事業所抵触日を指定してください。
「延長」となる場合は、
意見聴取資料を合わせて保存することができます。

派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間（３年）を超えて派遣を受け入れることはできません。
ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合等、下記1から意見を聴いた上であれば、３年を限度として派遣可能期間を延長下記2をする
ことができます。
（1）過半数労働組合が存在しない場合、派遣先の事業所の労働者の過半数を代表する者
（2）再延長する場合には、改めて意見聴取手続きが必要です。
※厚労省案内抜粋 詳細▶ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000196406.pdf

「登録する」をクリックしますと、事業所登録が完了します。



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「組織階層」の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」をクリックしますと、組織の登録が完了となります。

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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受発注管理_派遣先
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

59

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になります。

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」「エントリー締切」「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



発注の登録

60

あらかじめ登録された案件情報に基いて発注を行います。

事前に登録された案件情報に基づいて「受発注」ボタンより発注情報を入力します。

9 受発注管理

Cloud Staffing管理画面 案件管理＞案件情報一覧



発注の登録
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Cloud Staffing管理画面 案件管理＞案件情報一覧＞受発注画面＞新規依頼

派遣元エントリーの締切日、
派遣先への入職予定日を入力します。

派遣先登録済の案件情報に基づき、
派遣元への新規依頼を行います。
依頼後は、派遣元からの
エントリー待ちとなります。

受発注管理9

各派遣元への依頼人数を入力します。
※「指定なし」：
発注先派遣元の指定なし依頼人数
例えば「10名」とした場合、
派遣元には各派遣元への発注人数に
10名追加された数値で依頼されます。



受発注履歴
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派遣先にて登録された発注情報をご確認いただけます。

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

左記アイコンをクリックしますと、登録された発注情報の詳細を
ご確認いただけます。

9 受発注管理



エントリー詳細_1

63

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

※設定した期限より前に停止したい
場合に使用



エントリーの詳細_2
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派遣元からの
紹介リスト添付状況

受発注管理9

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



エントリーの詳細_3
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Cloud Staffing管理画面 案件管理＞受発注履歴＞詳細画面

派遣元からのエントリーより
スタッフが決まった際に、
確定人数を更新します。

この発注自体を取り消す場合
※「発注キャンセル」と
「期限前に締切」は意味合いが
異なりますのでご注意ください。

受発注管理9

発注人数の変更を行います。
P4.の発注依頼画面に遷移します。



エントリーの詳細_4
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Cloud Staffing管理画面 案件管理＞受発注履歴＞詳細画面

派遣元からの1エントリーごとに対するエントリー人数

受発注管理9

※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



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。


