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rakumoのコンセプト 
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～Google Appsを本気でグループウェア化し、迅速な意思決定を実現～ 

rakumoは業務プロセスに注目しながらもエンドユーザーに使いやすいシンプルな機能と 

インターフェースを備え、気軽に導入＆使いやすいコラボレーションソフトウェアとして    

提供しています。 
  

  

 

 

 Easy 
to use  

 

 

 

Growth 
adaptability 

 

Mobile 
conscious  

 

 

 

コンシューマー向けの様々なサービスやインター
フェースを設計・開発してきた知見を活かし、誰で
もマニュアル不要で直感的に使える操作性を実現し
ています。 

クラウドサービスのメリットを最大限に生かし、多
様化するワークスタイルに対応するため、rakumoは
標準でスマートフォンに最適化されています。ブラ
ウザから利用可能でインストールは不要です。 

組織もビジネスも、成長とともにその姿を変えるも
の。rakumoシリーズは業務規模の変化に柔軟対応。
必要な業務にあわせてアプリケーションを追加する
ことで様々なニーズに応えます。 



rakumoカレンダー 
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～チーム・組織で使いやすいカレンダー～ 

Googleカレンダーを日本企業の組織体系に 

適した形で再デザイン 
 

組織体系と連携した個人、グループ(部署)単位でスケジュー
ルを簡単に閲覧することができます。また、ユーザー企業の
営業時間に合わせたスケジュール表示や、設備、会議室と組
織グループを分けた表示機能など利用者の視点に立ったUI設
計により、使いやすいサービスを提供します。 

rakumoカレンダーの主な機能 

 予定表示画面 

• 一般的なグループウェアに近い表示（部門単位でのビュー切り
替えに対応、横軸に日付、所属する社員を縦軸に表示） 

• 繰り返し、終日、重複などをアイコンで表示 
 

 予定登録画面 

• 表示を階層化することで社員の多い組織での利用にも対応 

• 非公開設定のほか、終日予定、繰り返し予定にも対応 

• 設備も同時登録可能 

• 任意の社員を束ねて自分だけのグループを作成できる 
「カスタマイズド・ グループ」機能 

日英中対応 

再構築 
個人・チーム向き 

組織・グループ向き 

Googleカレンダー rakumoカレンダー 

年額 
1,200円 

／ID 

PC、iPhone、Android いずれの環境からでも同じ情報にアクセス可能 



rakumoコンタクト 
～連絡先を、社内も社外もスムーズにさがそう～ 

Google Appsとの連携 

連絡先の照会画面から２クリックでメールを書き始
められ、アドレス検索から送信までの手間を大幅に
削減できます。Chrome Extensionを利用すれば返
信メールの送信にもお使いいただけます。 

 

年額 
600円 
／ID 

社内組織図 

 中～大規模組織のコミュニケーションをサポート 

  組織構造と個人を登録し、ツリー構造から連絡先を 

  スピーディーに探し当てることができます。 

  氏名、メールアドレスからの検索も可能。 

 

社外連絡先 

 社内共通アドレス帳で取引先情報を共有 

  よく使うアドレス、電話番号等を社名毎にグループ化し、 

  全利用者共通のアドレス帳として利用できます。 

  こちらも検索が可能です。 

日英中対応 

スマートフォン 
標準対応 

誰でも使える 
社内名簿 

Gmail 
連携 
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rakumoワークフロー 

申請業務をrakumoワークフローで実現 
 

 rakumoワークフローは申請業務を簡単に実現できる申請・承認 
 アプリケーションです。 
 

 申請書や承認ルートはノンプログラミングで作成できますので、 
 稟議書や休暇申請など、様々な申請業務をシステム化して頂く 
 ことが可能です。 
 

 またシンプルなインターフェースとなっておりますので、 
 どなたにでもマニュアル不要でご利用いただけます。 
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～誰にでも簡単に使えるワークフローシステム～ 

日英中対応 
年額 

3,600円 
／ID 



rakumoボード 
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～直感的に使える、業務で使える、楽しく使える情報ダッシュボード～ 

年額 
1,800円 

／ID 

 

社内の情報伝達・コミュニケーションを活性化 

一般的な掲示機能に加え、コメントやGood Job!、速
報機能など、社内コミュニケーションを活性化するた
めの仕組みを提供します。 

手触りの良い操作感と、使う人を迷わせない画面デザ
インの実現により、お知らせや発表、アイデア募集と
いった掲示に対する積極的な意見交換・情報共有が可
能なため、社内のコミュニケーションが活性化します。 

 

rakumoカレンダーとの連携を実現 

rakumoカレンダーの予定登録画面から、rakumoボー
ドのメモボードに投稿が可能です。社内行事イベント
など、社員の予定に登録すると同時に、掲示板からも
アナウンスすることで、情報伝達漏れを防ぎます。 

 

管理・運用も簡単 

ボード設定（部署別、カテゴリー別）や権限に応じた
投稿・閲覧設定、ポスト時の掲載期間設定も簡単に行
えますので、複雑な管理や更新作業はありません。 

リッチ 
テキスト 
編集 

ボード 
選択 

画像 
Googleドライブ 

添付 

公開 
設定 

掲載期間 
設定 



rakumoタイムレコーダー 
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～出勤・退勤を簡単に正確に、そして楽しく～ 

Google Appsとの連携 

GoogleApps for Workと連携
し、AppsのIDとFelicaを紐づ
けることができます。 

 

年額 
1,200円 

／ID 

簡単で正確な打刻 

Felicaリーダーと組み合わせることで、Suica
やEdyをかざすだけで、打刻ができます。簡単
で便利な上に、より精度の高い打刻データを取
得することができます。 

 

アバターマーチで仲間の状況が分かる 

打刻すると打刻者の情報がアバターとして表示
され、自分の前に打刻した人も分かります。出
退勤の打刻動作を通じて、仲間の勤務状況が分
かります。 
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非Appsユーザー対応 



rakumoオプション 
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rakumo設備予約オプション（年額600円/ID） 
 
■Google Appsの契約が異なるグループ会社間で設
備の共有が可能です。 
■予約開始日、最大利用時間、有効期間開始日等、
各設備ごとに制限設定が可能です。 
■多階層での設備カテゴリー登録が可能です。 
 

AD連携ツール（年額240円/ID ※ ） 
 
■「AD連携ツール」はWindows Serverの
ActiveDirectoryからrakumoコンタクトに追加可能
なユーザーの付加情報（社内連絡先情報など）を取
得し、「rakumoコンタクト」へのアップロードが
可能です。 
 
※初期導入サポート費用は別途お問合せください 
※Active Directory対象環境は別途お問合せください 

ローカルファイル添付オプション 
            （年額15,000円/契約） 
 
■ローカルPCのファイルを直接添付が可能です。 
■年間50GBの大容量保存領域をご利用頂けます。 
■Google Appsと同じ領域にデータをアップロード
するため、安心、安全に情報を保管頂けます。 

rakumoニュース 
 
■CG連携ツールの無償提供を開始 
サイボウズOffice、ガルーンに登録されたグループ
スケジュール情報をrakumoカレンダーに移行する
ためのツールの無償提供を開始しました。 

※rakumoワークフロー標準機能はGoogleドライブ内のファイルを 
 申請書にリンクする機能となります。 
 

※rakumoカレンダー標準機能でGoogle Apps単一契約時の設備予約 
 は可能です 



スマートフォンとの親和性 
～手のひらにクラウドを～ 

スマートフォンに対応 
 rakumoカレンダー、コンタクト、ワークフロー、ボードが 

 スマートフォンに対応。 

 単純に見えるようにしただけではなく、 

 スマートフォンに特化した画面をご提供することで、 

 PC版とはまた違った使いやすさをご提供致します。 
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ユーザー・グループの管理 

Google Appsのユーザー・グループ情報を取込できるので、人事異動・組織改編も柔軟に対応 
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～人事異動・組織改編も柔軟対応～ 

ユーザー情報 

グループ情報 一括取込 

※ 
 

  

  

 

 

 

設備情報 

●申請経路のメンテナンスも簡単 
 ワークフローの申請経路はグループや役職に 
 よる承認者設定（相対指定）が可能です。 
 人事異動や組織改編の際、申請経路を変更 
 しなくても上記のグループ情報、役職情報 
 から承認者を自動で割り当てます。 

※rakumoワークフローで利用する役職情報はrakumo側で設定が可能です。 

 

管理画面：日英対応 
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rakumo導入企業 
～600社、180,000ユーザーの方にご利用頂いております～ 

■その他ご利用会社様 

大手電子機器会社 

大手自動車部品会社 

大手ファシリティマネジメントサービス会社   

大手建設会社 

大手IT会社  

  

10,000ユーザー利用 

  6,200ユーザー利用 

  5,500ユーザー利用 

  5,000ユーザー利用 

  4,000ユーザー利用 

 



住所変更申請 
新入社員申請 
寮・社宅入居申請 
安否確認 

PC利用申請 
ユーザー登録申請 
情報システム関連商品購入申請 

交通費申請 
国内出張申請 
通勤交通費申請 
備品購入申請 

給与振込口座新規・変更申請 
残業申請 
遅刻・早退届 
有給休暇申請 

イベント・セミナー開催申請 
新商品企画書 

稟議書 
接待申請 
名刺申込申請 
その他稟議 

稟議関連 

人事関連 

情報システム関連 

給与関連 

経費関連 

その他申請 
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rakumoワークフロー業務別利用例 
～rakumoワークフローは様々な用途でご利用頂けます～ 



展示会状況の共有 
社内イベント報告など 

 

イベント関連 

rakumoボード活用例 
 ～rakumoボードは様々な用途でご利用頂けます～ 

プレスリリース情報 
導入事例展開 
新製品企画案の意見交換 
など 

 

取り扱い製品関連 

営業関連 

実績報告 
アワード授与者報告 
など 

 

商品の陳列情報 
百貨店などでの催事情報 
など 

 

店舗での販売関連 

社内お知らせ関連 

全社会議のお知らせ 
業務マニュアルの共有 
社員への注意事項伝達 
災害時などの速報通知 
など 
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まずは無料でご体験ください！ 
～拡張製品シェアNo.1、継続利用率99％の「rakumo」をまずは無料でご体験ください～ 

■rakumoホームページ 

今すぐクリック！ 
http://rakumo.gigei.jp/ 

■すでにGoogle Appsをご利用中の方 ⇒ 無料トライアル（期間：2週間） 

 すべてのアプリケーションを本番と同じ環境でお試しいただけます！ 
 
 

■まだGoogle Appsをご検討中の方  ⇒ オンラインデモ（期間：1週間） 

 デモ用アカウントですばやくお試しいただけます！ 

 



会社概要 

社名 

 株式会社 日本技芸 （英語表記： Nihon Gigei, Inc.） 

会社設立日 

 平成16年12月17日 

資本金 

 1億3536万円（平成24年2月27日現在） 

事業内容 

 rakumo製品の開発・販売 

  企画制作事業（システム開発・コンテンツ制作等） 

  インターネット関連のコンサルティング 

  調査事業 

従業員数 

 57名（平成25年12月1日現在） 

参加団体 

 デジタルサイネージコンソーシアム 

所在地 

  〒104-0061 
東京都中央区銀座2‐15‐2 東急銀座2丁目ビル 

 

Google Apps™再販・開発パートナー 

～技芸＝テクノロジー×アート～ 

ISMS承認を取得済み 
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APN Consulting Partner 

BizCITYアプリケーション・パートナー 


