
製品説明資料

2018/02/07



2

目次

 krew とは

 Excel管理の課題を解決

 一覧開発の課題と解決策

 機能紹介

 各種情報



krew（クルー）とは
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kintoneで脱Excelを加速させる
プラグインソリューション

krewとは

誰でもカンタンに
業務アプリケーションレベルの

操作性と視認性
をkintoneで実現する

提供する価値
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サービスラインナップ

kintoneの一覧をExcelライクに表示／編集可能

※今後ラインナップを拡充予定

Coming soon…

Coming soon…
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期待できる効果

業務スピード向上
様々な観点で業務スピードを向上させることができ
ます。データ入力スピードや柔軟なスタイルによる
視認性向上、豊富な機能により業務上の要望から改
善までのサイクルも短縮することができます。

活用拡大
これまでkintone上で実現できなかった業務も豊富な
機能を活用して新たに管理可能になる等、kintoneの
活用方法を広げます。

業務コスト削減
アプリの中核とも言える一覧の操作性を向上させる
ことにより、kintone導入によって実現した業務コス
トの削減効果をさらに加速させることができます。

移行推進／運用定着
使い慣れたExcelのUIにより、これまでの業務に慣れ
ている現場担当者へ安心感を与え、抵抗なくkintone
への移行を促すことができるとともに、kintone運用
の定着化を促進することができます。
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こんな方におすすめ

• Excelの使い勝手を捨てきれない

1. これからkintoneの利用を検討している方

2. 既にkintoneを利用している方
• kintoneによる業務効率をさらに上げたい

• kintoneの活用範囲を広げたい

• kintone運用上で課題が存在する

3. 共通
• Excelに慣れている

• kintoneをフル活用したい
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業務改善／運用に時間を要して
時代の変化に取り残されていく

一般的なExcel管理の課題

データが同期されずに最新データを管理できない

自由がゆえに属人化される（Excel方眼紙／魔改造／ネ申エクセル）

誰がいつ何を更新したか不明

ファイルの場所がわからなくなる／ファイルが壊れる

サイズが大きくなってくると重くなる

「チーム管理」するということの限界
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使い勝手のよいUIを捨てきれない

全ての業務がExcel中心 Excelのよさを維持して最適化

データ管理

データ参照

データ入力

データ管理

データ参照

データ入力

＋

＋

なんでもかんでもとりあえずExcel データ管理とコミュニケーションはkintone

データ操作はExcel UIのkrew

kintoneとkrewで業務改善を加速する
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登録データはkintoneに集約

必要な情報（データ）が二次活用でき
ない形式で散乱することはありません

レイアウトはグリッド形式に限定

フリーレイアウトでセルを配置できな
いので行列は規則的に定義され、レイ
アウトの把握と保守が第三者でも容易

「ネ申エクセル」問題は再発しないか!？

従来の課題であるExcel属人化の問題は発生しません

kintoneの「枠」の中でExcelライクな操作性を最大化
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どうしても移行が難しい場合は併用もアリ？

データはkintoneに貯めたいけどExcelじゃないと・・・

コピー＆ペースト

＋

krewSheetならExcelから「コピペ」で転記可能
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保守性

開発難易度と開発工数人的リソース

JSカスタマイズすればよい？

カスタマイズで一覧を開発しようとすると考慮事項がたくさん

・プログラミングできる人はいるか？
・外注するか？内製で対応可能か？
・カスタマイズコードを保守する人は？

・レコードの追加／入力／編集／削除の制御は？
・全フィールド形式（25種類以上）に対応？
・kintone標準機能との動作互換性は？
・結局どこまでやる？

・特定アプリのみを対象？
・カスタマイズ後に作成したアプリは？
・アプリの柔軟な設定変更に対応可能？

一覧をつくるのは難しい
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考慮事項が多すぎる

本来の業務ではなく開発に時間を浪費してしまう

開発者であっても相応の工数が必要（特に全アプリを対象とする場合）

一覧に特化したサービスを利用して解決する
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krewの優位性

誰でも
カンタン

プラグイン

技術
品質

• 専門知識が不要
• Excelとkintone標準の設定画面を融合
• 高機能をカンタンに作成／誰でも保守可能

• 他ツールや連携ソリューション不要
• 権限やテーマといったkintone標準設定を継承
• すべてのアプリで利用可能

• 20年以上販売している独自のスプレッドシート技術が基盤
• 専門の品質管理チーム
• 総勢50人が参加する品質テスト

＋ 業務要件を実現する豊富な機能

安心感

• UIベンダーとしての実績（累計60万ライセンスの出荷）
• 充実のドキュメント
• 日本語サポート



機能紹介
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krew の構成
全てkintone内で完結

アプリ管理者（[アプリ設定] – [プラグイン]） 一般ユーザ（アプリの一覧画面）

①デザイン部分

ノンプログラミングで高機能な一覧を作成

②実行部分

Excel感覚で入力と表示
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kintoneとkrewの役割

kintoneで設定したテーマ・アクセス権等は引き継いで動作可能

• アプリの作成

• フォームの作成

• 一覧の作成

• 各種アプリの設定

• 一覧のレイアウト

• 一覧の各種設定

※krewSheetの設定はkintoneのプラグイン設定画面で行います

アプリの作成や基本設定

一覧詳細設定
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カンタンに利用開始
複雑な設定やExcelは不要！

kintoneがあればすぐに利用を開始できます！

1.krewを読み込む 2.一覧を追加 ３.自由に一覧を設定

アプリの設定でプラグインからkrew
を読み込みます

krewを表示する一覧を作成します
（「カスタマイズ」を選択）

アプリの設定のプラグイン設定で
ドラッグ＆ドロップによりレイアウト
を作成します

※ご利用の環境にkintoneシステム管理者が事前にプラグインを読み込んでおく必要があります
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誰でもカンタンの理由は設定画面の使い勝手

kintone一覧設定画面 と Excel の融合

kintone一覧設定画面

Excel

設定画面（kintoneプラグイン設定画面）

＋

マウス操作で高機能な一覧をカンタン設定可能
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Excelと同等の機能

インライン編集 コピー＆ペースト レコード一括編集

条件付き書式

数式
「今日」を基準にするような

動的な計算が可能

行列固定

※一部の機能を紹介

検索と置換

ソート／フィルタリング
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kintone活用の幅が広がる機能

全画面表示
集計行

複数行ヘッダ

セル結合

テーブル編集／関連レコード表示

Excelエクスポートコピー＆ペースト
（外部ファイル）
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Before
kintone標準一覧

After
krewSheet
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機能一覧
全般

・全画面表示
・デザインテーマ
- Excel
- kintone標準

・ページング
・ズーム
・多言語対応
（日／英／中）

操作性／編集機能

・インライン編集
・一括レコード処理

- 追加
- 削除
- 複製
- 更新

・ショートカットキー
・クリップボード操作

- コピー
- 切り取り
- 貼り付け

・元に戻す／やり直し
・セル移動／コピー
・ドラッグフィル
・検索と置換

データ閲覧／視認性

・ソート
・フィルタ
・列固定
・行のピン留め
（≒行固定）
・列移動
・条件付き書式
・列幅／行高さ変更
・セル結合（自動マージ）

・複数行ヘッダ
・スタイル設定

- 書式
- フォントサイズ
- 文字色
- 背景色
- 配置

・集計行

フィールド形式

レコード番号
作成者
作成日時
更新者
更新日時
文字列（１行）
文字列（複数行）
数値
計算
リッチエディター
チェックボックス
ラジオボタン
ドロップダウン
複数選択
添付ファイル
リンク

インポート
エクスポート

・デザイン設定の
保存／読み込み

・一覧データの
Excelエクスポート

日付
時刻
日時
ユーザー選択
組織選択
グループ選択
ステータス
作業者
ルックアップ
関連レコード
テーブル
数式
(krewSheet専用)

スパークライン
(krewSheet専用)
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kintoneの機能はそのまま利用可能

アクセス権

通知

コメント
実体はkintoneの1レコードなのでコメントも利用可能

条件通知も同様に動作

アプリやフィールドごとのアクセス権もkintoneと同様に動作
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現時点でkrewSheetでできないこと

 動的なシート操作
– A列の値が変わったらB列を編集不可にする

– ドロップダウンの項目を動的に変更する

– A列の値に応じてB列の値を変更する（「数式」列のみ可能）

※動的に処理できるのは書式と数式のみ

 フリーレイアウト
– 行列を意識しない帳票レイアウト等

– 属人化されやすい（Excel方眼紙／魔改造／ネ申エクセル）機能は
搭載していません

 集計行以外の小計レコードの挿入
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現時点でkintoneできる／krewSheetできない

 一覧上のコメント件数表示

 「アプリ設定 – 高度な設定」を引き継ぐことができない

 カテゴリの利用



利用例
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顧客管理

関連性のあるデータを一画面に表示

 親レコードに紐づく明細レコードを表示／編集
 案件履歴や担当者等の複数の情報を一画面で確認可能

オンラインデモ：https://krew.cybozu.com/k/122/

https://krew.cybozu.com/k/122/
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マスタ管理や問合せ管理

一覧データの追加や更新の頻度が高い

 大量データを一覧画面から追加・編集が容易
 コピー＆ペースト、レコード複製により編集時間を短縮
 Excelファイルからのコピーやその逆も可能

オンラインデモ：https://krew.cybozu.com/k/116/

https://krew.cybozu.com/k/116/
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案件管理や在庫管理

一覧の更新頻度が高いかつデータの視認性も重要

 重要案件が一目瞭然
 活動が滞っている案件の目視が容易
 気になる案件をピン留め

 在庫不足を見逃さない
 過剰在庫の目視も容易
 在庫に関わる演算結果も確認可能

オンラインデモ：https://krew.cybozu.com/k/118/ オンラインデモ：https://krew.cybozu.com/k/117/

https://krew.cybozu.com/k/48/
https://krew.cybozu.com/k/47/
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予算管理や実績管理

数字の管理が重要な一覧

 集計値を一覧上で確認可能／入力データの精度も向上
 同一データをマージ（結合）することでレコード間の関連性を意識
 セル内のグラフ表示で連続する数値を分かりやすく視覚化

オンラインデモ：https://krew.cybozu.com/k/119/

https://krew.cybozu.com/k/49/
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ステータス管理

複数部門で状況を共有する一覧

 複数人で同一アプリの編集が前提
 各部門の状況把握と案件の状況把握が容易

オンラインデモ：https://krew.cybozu.com/k/115/

https://krew.cybozu.com/k/45/
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こんな場面で使えます
 kintoneで業務アプリケーションと同等の機能を求めたい方

 kintoneでExcelと同等の操作性を求めたい方

 kintoneによりExcel管理から抜け出したい方

 kintoneの運用定着化を図りたい方

 kintoneの属人化するカスタマイズを避けたい方

予算
管理

業務
日報

案件
管理

顧客
管理

問合せ
管理

どのようなアプリにも安心して利用できます



各種情報
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料金

初期費用
解約費用
なし

アプリ数
無制限

３０日無料
お試し
あり

年額 月額

¥250,000～ ¥23,000～

• ドメイン単位の契約
• サブスクリプションライセンス
• アプリ数無制限
• E-mailサポート付き
• 無償バージョンアップ

100ユーザー(*)以上の環境でご利用の場合は別途お見積り。
* kintoneのご契約ユーザー数（ゲストユーザー数を含む）

※最新の価格はWebサイトでご確認ください。
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30日間無料でお試し可能

– 有償版と同一機能を利用可能。

– 30日後に自動的に課金されることはありません。

検索

無料のお試し版

krew

実際の動作をお試しください！
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お問合せ窓口

グレープシティ株式会社 営業部

メール es.sales@grapecity.com

電話 048-222-3001

営業時間 9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:30 (月~金)

営業窓口
所在地

〒332-0012
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル3F

本社所在地
〒981-3205
仙台市泉区紫山3-1-4
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グレープシティ株式会社

本 社 仙台市泉区紫山3－1－4

資本金 9,000万円

創 業 1980年5月(旧：文化オリエント)

代表者 馬場直行

従業員 国内200名 海外800名


