
い つ で も ど こ で も
気軽にシフト表作成

シフト表作成において、スタッフに希望を個別に聞くことで
時間がかかり負担になっていませんか？

「おまかせシフト」は店舗や事務所のスタッフやアルバイト、パートのシフト表を
作成、管理できるサービスです。
あらゆる業種のシフト表作成にご利用いただいております。

また、スタッフ側からもスマートフォンからシフトの申請ができ、シフト表作成
者とのコミュニケーションを図ることもできます。

シフト表作成に手間取っていませんか？
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おまかせシフトでできること
おまかせシフトは、インターネットで 24 時間スムーズなシフト管理を
サポートするツールです。管理者とスタッフ間で簡単にシフトの申請・
登録・通知を行うことが出来ます。

管理者ログイン
（PC）

スタッフログイン
（スマートフォン・PC）

メール送受信・掲示板・シフト閲覧

シフト希望申請・メール送受信

スタッフにできること
店舗スタッフのメールアドレスを登録することで、スマートフォンやPCからいつ
でもどこでもシフトの申請や確認等を行うことが出来るようになります。

①シフト希望申請
スタッフは、スマートフォンや PC からおまかせシフト（スタッ
フ画面）にログインすることで、カレンダーからシフトの希望
を入力するだけで希望するシフト内容を管理者に通知すること
が出来ます。
（入力した内容は管理者画面に反映されます。）

②メール機能
管理者と直接メールの送受信を行うことができ、業務連絡や
個別の連絡がいつでも出来ます。

③掲示板機能
管理者からのお知らせ等の掲示板をいつでも閲覧することが
出来ます。

④シフト閲覧機能
リーダーやマネージャーは、他のスタッフのシフトをログインし
て確認することでグループ内の配置人数、出勤状況がわかり
ます。
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管理者にできること

①シフト、休日、休憩管理機能
シフトの種類に合わせて色を分けることで、より見やすいシフト表で管理することが出来ます。 画
面の表示順も、出勤者のみの表示やシフト順に並び替えるなどなど使いやすいように設定出来ま
す。

②日毎、周期毎（1 ～ 4 週間、1ヶ月、日数指定）、スタッフ毎作成
シフトを作成するとあらゆる画面から用途に合わせた管理が実現出来ます。

③時間帯毎の配置人数、必要人数設定機能
1 日の営業時間内で 1 時間帯毎の過不足がひと目で確認出来ます。

④グループ設定機能
店舗内の業務毎にスタッフをグループに分けて作成することが出来ます。 グループ間のヘルプも
1日毎にスタッフを簡単に移動させることが出来ます。

⑤スタッフのシフト希望集計、一括作成機能
スタッフが登録した希望シフト、休日希望をシフトバーを見ながら個別調整やまとめて一括作成
することが出来ます。

⑥固定シフト設定、一括作成機能
曜日別に社員やパートなどの固定勤務、休日等を事前に登録すれば一括して作成、管理するこ
とが出来ます。

インターネットにつながった PCがあればいつでどこでも店舗のシフトを作成・
管理することが出来ます。
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⑦勤務時間・給与集計管理機能
作成されたシフトの勤務時間、時給設定による給与が日別、周期別、スタッフ別に自動集計さ
れそれぞれの予算管理も出来ます。

⑧スタッフとのメール送受信機能
スタッフへの個別メール、全体へのシフト公開やシフト募集メールなど宛先も選択することが出
来ます。 メールは、事前に作成して保存出来ますので送信したい時間に送れます。

⑨スタッフへ掲示板機能
営業時間の変更や業務連絡、注意事項などお知らせなどをスタッフへ掲示板として公開すること
が出来ます。

⑩印刷出力機能
日毎、周期毎、スタッフ毎と用途、期間に合わせて印刷出力することが出来ます。 シフトや集計
された実績等を加工して管理出来るようにCSVファイル出力も出来ます。

スタッフのヘルプ移動もできる

管理者ログインのイメージ
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シフト管理画面について
１. 日毎画面
日毎画面では、１日のシフト状況をシフトバーにて見や
すく表示しています。 作成もドラッグしたり縮めたりとマ
ウス操作で簡単に作成出来ます。

設定された周期に合わせて、スタッフの個人毎のシフト
や備考、勤務時間や給与の集計が確認出来ます。

３. スタッフ毎画面

各グループ毎に1 時間毎に必要人数を設定すれば、過
不足が表示されますのでシフトが作成しやすく、無駄な
シフトをなくし効率より運営が実現します。

4. 人数設定について

社員やパートなど曜日別に固定されたシフトやあらかじ
め休日が決まっている場合は、事前に曜日別に設定す
れば、一括して作成登録することが出来ます。 登録後に
微調整で変更や削除は可能です。
毎回、作成する手間が省けて効率的に作成出来ます。

5. 固定シフトについて

周期毎画面では、お好みの周期で（1 ～ 4 週間、1ヶ
月）が設定出来て期間全体のシフト、 休日の状況を確
認することが出来ます。スタッフへのシフト公開、非公
開も一括公開か日付指定か選択することが出来ます。
スタッフが違っても同じシフトは、コピー貼り付け機能
で効率よく作成することも出来ます。

2. 周期毎画面
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スタッフは、スマートフォンや PC から希望のシフトや休
日を申請出来ます。 紙などを集める手間も省けて、管理
者画面に自動集計されます。画面を見ながら、個別に
調整したり、まとめて一括作成することで効率的にシフ
ト表が作成出来ます。

6. 希望申請について

スタッフへの個別メール、全員へのシフト公開やシフト
募集メールなど種類に応じて宛先も選択して送信するこ
とが出来ます。 メールは、事前に作成して保存出来ます
ので送信したい時間に送れます。
営業時間の変更や業務連絡、注意事項などお知らせな
どをスタッフへ掲示板として公開することが出来ます。

8. メール、掲示板機能

日毎、周期毎、スタッフ毎と用途、期間に合わせて印
刷出力することが出来ます。 シフトや集計された実績等
を加工して管理出来るようにCSVファイル出力も出来
ます。

9. 印刷出力機能

日毎の出勤スタッフの氏名、人数が時間帯毎に確認出
来ます。スキルに合わせた配置人数が確認出来ます。
休日リストを見て出勤依頼や人数調整が出来ます。また
週単位や月単位などで勤務時間や人数の集計が出来る
ので全体の予算管理に役立ちます。

10. データ機能

作成されたシフトの勤務時間、時給設定による給与が
日別、周期別、スタッフ別に自動集計されそれぞれの
予算管理も出来ます。

7. 勤務時間・給与集計機能
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アカウント管理について

アカウント管理でできること
①アカウント追加機能
ご契約されるまでの体験版アカウントを追加することが出来ます。
おまかせシフトでは一人のユーザ様が複数の店舗を管理することを想定しているため、まずは 1
店舗で利用しその後他店舗に導入していくというようなご利用が出来ます。

②見積作成・契約注文
ご契約を検討されたら、見積書の作成、ご契約の注文が出来ます。
（見積書は pdf 形式で出力されます。）

③請求一覧確認
ご契約後は、弊社からの請求書、お支払い状況を確認することが出来ます。
（請求書は pdf 形式で出力されます。）

④契約変更手続き
ご契約後の契約プランの変更やサービスのご解約をされる場合、専用の入力フォームから契約
内容の変更を申請することが出来ます。

⑤お知らせ機能
弊社よりサービスに対するお知らせご連絡を確認することが出来ます。

「おまかせシフト」には、シフトの管理を行うサービス本体とは別に、サー
ビスの利用にかかる料金の支払いやアカウントについて管理を行う「ア
カウント管理」が用意されています。

おまかせシフト利用に関する
見積作成・注文・請求確認・

アカウント追加

おまかせシフトのメインとなる
シフト表管理サービス

サービス本体 アカウント管理
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【開発・販売】ピクオス株式会社

ご利用料金（税込）

月額契約 年間契約

7,700円 77,000円
初期費用は 0 円。スタッフ数が何名でも
一定料金。
年間契約の場合は、ご利用料金が
2ヶ月分お得です。

「おまかせシフト」ではご利用料金のお支払いがスムーズにできるように
「PayPal( ペイパル )」でのクレジット決済を利用しております。ご利用料金
のお支払の際は「PayPal」への会員登録（無料）が必要となります。

PayPal についてお支払方法

推奨動作環境
GoogleChrome、Firefox、Microsoft Edgeの各ブラウザでの動作を確認しています。
おまかせシフトでは機能・操作性の向上の為、Javascript を利用します。Javascript 機能を on にし
てご利用ください。

住 所 〒890-0053  鹿児島県鹿児島市中央町 18 番地 1 南国センタービル

T E L    099-297-5103    F A X        099-297-5123   U R L             https://www.pyxos-jk.co.jp

ペイパルは、インターネット上の便利な【デジタルおさいふ】です。ペイパルにクレジットカー
ド情報を登録しておけば、IDとパスワードだけで決済完了。お店に大切なカード情報を知ら
せることなく、より安全に支払いができます。ペイパルアカウントの開設は、決済方法で
PayPal を選択して必要事項を入力するだけなのでかんたんです。
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TEL : 099-297-5103
毎週月曜日~金曜日（祝日を除く）午前 9時 ~午後 6時

お電話でのお問い合わせ

おまかせシフトのホームページ (https://easy.omakaseshift.jp) の
お問い合わせフォームをご利用ください。

※サポート担当より折り返しご連絡いたします

メールでのお問い合わせ

※場合によっては、PayPal で本人確認手続きを行いプレミアアカウントにアップグレードする
必要があります。




