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本書の使い方 
 

本書は株式会社オプロが提供する「ソアスク/soarize」のセットアップガイドおよびユーザガイドです。 

 

本書では、ソアスク/soarize と TeamSpirit間のデータ連携機能を利用するユーザを前提に手順を記載しています。 

 

本書をご利用いただくことで、ソアスク/soarize の TeamSpirit連携機能を理解し、TeamSpirit で入力した経費や旅費、 

工数などの情報をソアスク/soarizeのオブジェクトに連携し、原価計算機能で利用できるようにすることを目的としています。 

 

ソアスク/soarize を組織へインストールする手順、および Salesforce と連携するための動作環境の設定については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

 

本書に記載されている TeamSpirit に関する情報は、以下のマニュアルに基づいています。 

● 簡易操作マニュアル（管理者編）：https://teamspirit.box.com/s/u64fb6xn9xdm6aj18gdi 

● 簡易操作マニュアル（利用者編）：https://teamspirit.box.com/s/hp2wcp85r3bxczd773od 

 

 

 

 

 

 

本書の表記 
 

本書では、以下の表記で記載しています。 

 

表記方法 内容 

注意 操作上の注意事項について記載しています。 

Point 操作するうえで知っていると便利なポイントについて記載しています。 

参照 本書における参照先を記載しています。 

［  ］ ボタン名やタブ名、キーボードのキーなどの表記で使用します。 

「  」 システム名、メニュー名、画面名、項目名、オブジェクト名、参照先などの表記で使用します。 

{  } 条件によって異なる名称や文字列が入る可変値の表記で使用します。 

【セットアップ】 章の記載内容がセットアップガイドに相当する場合、章見出しの先頭に使用します。※ 

【ユーザ】 章の記載内容がユーザガイドに相当する場合、章見出しの先頭に使用します。※ 

※共通の章には使用しません。 

https://teamspirit.box.com/s/u64fb6xn9xdm6aj18gdi
https://teamspirit.box.com/s/hp2wcp85r3bxczd773od
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  はじめに 
ここではソアスク/soarizeの概要や操作上の制限事項について説明します。 

 

 

 

ソアスク/soarizeは、見積、受注、請求等の販売管理を中心に、購買管理も含めた各種業務を可能にします。 

本書では、ソアスク/soarizeの TeamSpirit連携について説明します。 

 

1.1 概要 

ソアスク/soarize の TeamSpirit連携の概要について説明します。 

 

 TeamSpirit 連携では、TeamSpirit で入力した経費や旅費、工数（勤怠）などの情報をソアスク/soarize のオブジェク

トに連携させることができます。オブジェクトのデータを原価計算機能（オプション）に連携させることもできます。 

 

 



｜ 1.はじめに ｜ 1.2.制限事項 ｜ 
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1.2 制限事項 

 Salseforce のエディション 

Enterprise、Unlimited、Force.com、Performanceのいずれかのエディションが必要です。 

 

 推奨ブラウザは、次のとおりです。 

 

OS ブラウザ 

Windows Microsoft Edge最新版 

Mozilla Firefox最新版 

Google Chrome最新版 

macOS Safari最新版 

Mozilla Firefox最新版 

 

※クライアント OS上で動作するWeb ブラウザのみを動作保証します。 

※Firefoxの ESR版はサポート対象外です。 

 

 その他の制限事項 

Salesforce classicはソアスク/soarize のサポート対象外です。 
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  【セットアップ】各種設定 
TeamSpirit連携に必要な各種設定を行います。「マスタの設定」と「カスタム設定」について説明します。 

 

 

 

2章における手順の流れは次のとおりです。 

 

 
 

［参照］ソアスク/soarizeを組織へインストールする手順、およびSalesforce と連携するための動作環境の設定について

は、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

マスタの設定 

［参照］2.1 マスタの設定 

カスタム設定 

［参照］2.2 カスタム設定 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.1.マスタの設定 ｜ 
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2.1 マスタの設定 

TeamSpirit連携に必要なソアスク/soarize のマスタの設定について説明します。 
 

［参照］全般的なマスタの説明については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照してくださ

い。 

 

2.1.1 要員と Salesforce ユーザの紐づけ 

ソアスク/soarize では、要員を「要員マスタ」に登録したうえでの入力作業が一般的ですが、TeamSpiritでは Salesforce 

ユーザで入力作業を行います。TeamSpirit から連携されるデータの対象者（例えば「経費」の申請者）を連携先オブジェ

クトに設定できるようにするためには、TeamSpirit ユーザ用の要員を「要員マスタ」に登録し、Salesforceユーザと紐づける 

必要があります。 
 

次の手順で新規「要員マスタ」を登録し、Salesforce ユーザを紐づけます。 

 TeamSpirit のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「要員マスタ」と入力し、下に表示される［要員マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「要員マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.1.マスタの設定 ｜ 
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 「新規要員マスタ」画面が表示されます。 

「基本情報」の「要員氏名」を入力し、紐づける「Salesforce ユーザ」を選択します。 

必要に応じて他の項目も入力します。ここでは例として、次のように設定します。 

 

 その他のセクションにも必要に応じて入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

［参照］「要員マスタ」の各項目の説明については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」 

を参照してください。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.1.マスタの設定 ｜ 
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2.1.2 TeamSpirit用税区分コードの設定 

TeamSpirit では、経費入力の費目を設定する際、消費税の税率ごとに独自の税区分コードを割り当てることができます。 

この税区分コードをソアスク/soarize の「税率マスタ」に設定することで、「税率マスタ」の「税率」を TeamSpirit 側で管理す

ることができるようになります。 
 

次の手順で TeamSpirit用税区分コードを設定します。 

 TeamSpirit のホーム画面で［管理メニュー］タブをクリックします。 

 

 「チームスピリット管理メニュー」が表示されます。［【経  費】経費精算の設定をする］リンクをクリックします。 

 

 「経費精算の設定をする」画面が表示されます。「費目の設定」が表示されるまで、画面を下にスクロールします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.1.マスタの設定 ｜ 
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 対象費目の［ ］］ボタンをクリックします。ここでは例として、費目名「交通費」の［ ］］ボタンをクリックします。 

 

 「経費入力用の費目の設定」ダイアログが表示されます。［税区分］タブをクリックします。 

 

 表示が［税区分］タブに切り替わります。税区分コードを設定し、［登録］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、「2019/10/01以降の税区分コード」の「10%」に「KOTH」と入力し、［登録］ボタンをクリック 

します。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.1.マスタの設定 ｜ 
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 ソアスク/soarize で「交通費」用に、新規「税種マスタ」「税率マスタ」を登録します。 

「新規税率マスタ」画面で、「TeamSpirit用税区分コード」に手順 6 の税区分コード「KOTH」を入力します。 

その他の必須項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

［参照］「税種マスタ」「税率マスタ」の登録手順および項目説明については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照してください。 
 

Point 手順 7 の例では「税率」に「0%」を設定していますが、手順 6 の［税区分］タブでは税区分コードを「10%」

に設定しているため、「10%」の税率が適用されます。この税区分コードを TeamSpirit側で別の税率に設定 

することで、ソアスク/soarize の「税率マスタ」を編集することなく適用税率を変更できます。 

また、手順 6 で「税区分コード（デフォルト）」に税区分コードを設定した場合は、「税率マスタ」に設定され 

ている「税率」がそのまま適用されます。 

 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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2.2 カスタム設定 

TeamSpirit連携に必要なカスタム設定について説明します。 

 

2.2.1 共通手順 

「カスタム設定」画面を表示するまでの共通手順について説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 「設定ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［カスタムコード］＞［カスタム設定］をクリックします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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 「カスタム設定」画面が表示されます。 

すべてのカスタム設定は、当画面より対象の［Manage］リンクをクリックして開始します。 

 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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2.2.2 ExpensesItemName ExpensesType Setting の設定 

TeamSpirit の「費目名」にソアスク/soarize の「経費タイプ」を設定します。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「ExpensesItemName ExpensesType Setting」の［Manage］リンク

をクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「2.2.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「ExpensesItemName ExpensesType Setting」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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 「ExpensesItemName ExpensesType Setting の編集」画面が表示されます。 

すべての項目を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

Name ○ 任意の名称を入力します。 

※Apexからカスタム設定データを参照する場合に使用します。 

勤怠交通費 費目名 - TeamSpirit の「費目名」を入力します。 

［参照］「2.1.2 TeamSpirit用税区分コードの設定」の手順 1～3 を実施 

すると、「費目の設定」で「費目名」を確認することができます。 

連携先経費タイプ - 登録されている「経費タイプ」を選択し、入力します。 

※ソアスク/soarize に標準で登録されている経費タイプは次の 3 つです。 

「Supplies Expenses」（消耗品費） 

「Social Expenses」（交際費） 

「Miscellaneous Expenses」（雑費） 

連携後、連携先オブジェクト「経費」の「経費タイプ」に反映されます。 

※任意の「経費タイプ」を追加することもできます。 

［参照］「経費タイプ」の追加については、「2.2.4 経費タイプの追加登録」

を参照してください。 

 ここでは例として次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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 「ExpensesItemName ExpensesType Settingの詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「ExpensesItemName ExpensesType Setting」画面が表示されます。 

レコードが 1件追加されていることが確認できます。 

 

 その他の「費目名」についても同様の作業を繰り返します。 

 

 すべての「費目名」に「経費タイプ」を設定すれば、「ExpensesItemName ExpensesType Setting」の設定は

完了です。 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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2.2.3 TeamSpirit Linkage Settingの設定 

TeamSpirit連携を有効化します。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「TeamSpirit Linkage Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「2.2.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「TeamSpirit Linkage Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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 「TeamSpirit Linkage Setting の編集」画面が表示されます。「チームスピリット連携の有効化」にチェックを 

付け、［保存］ボタンをクリックします。「TeamSpirit Linkage Setting」の設定は完了です。 

 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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2.2.4 経費タイプの追加登録 

オブジェクト「経費」の「経費タイプ」に選択リスト値を追加で登録します。 

ソアスク/soarize に標準で登録されている選択リスト値は次の 3 つのみのため、必要に応じて追加します。 

● 「Supplies Expenses」（消耗品費） 

● 「Social Expenses」（交際費） 

● 「Miscellaneous Expenses」（雑費） 
 

※登録済みの選択リスト値は、「経費登録画面」にある「経費タイプ」の選択肢に表示されます。 

 

次の手順で「経費タイプ」に選択リスト値を登録します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 「設定ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。 

 

 クイック検索に「経費」と入力し、表示される［経費］リンクをクリックします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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 「経費」の「詳細」画面が表示されます。［項目とリレーション］をクリックします。 

 

 「経費」の「項目とリレーション」画面が表示されます。 

 

 クイック検索に「経費」と入力し、表示される［経費タイプ］リンクをクリックします。 

 



｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 
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 「経費」の「Expenses Type (管理)」画面が表示されます。「値」のエリアまで、画面を下にスクロールします。 

 

 「値」のエリアにある［新規］ボタンをクリックします。 

 

［参照］選択リスト値の編集や削除、並び替えなどについては、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=updating_picklists.htm&type=5 

 「経費タイプ」の「選択リスト値の追加」画面が表示されます。1行ごとに 1件の選択リスト値をテキストボックスに 

設定し、レコードタイプ名「Expenses」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次の選択リスト値（2件）を設定し、レコードタイプ名「Expenses」にチェックを付け、［保存］

ボタンをクリックします。 

 

選択リスト値を次のように設定しています。 

「Transportation Expenses(Train)」 

「Transportation Expenses(Taxi)」 

https://help.salesforce.com/articleView?id=updating_picklists.htm&type=5


｜ 2.【セットアップ】各種設定 ｜ 2.2.カスタム設定 ｜ 

24 

 「経費」の「Expenses Type (管理)」画面に戻ります。「値」のエリアまで画面をスクロールし、前の手順で設定し

た「経費タイプ」の選択リスト値（2 件）が追加されていることを確認します。経費タイプの追加登録は完了です。 

 

※「経費登録画面」にある「経費タイプ」の選択肢は、この選択リスト値の並び順に表示されます。 

選択リスト値の並び順を変更したい場合は、「値」のエリアにある［並び替え］ボタンをクリックします。 

表示が「値の並び替え」に切り替わり、並び順を変更することができます。 

 

Point 選択リスト値および選択リスト値の API参照名は、日本語での登録も可能です。 

ソアスク/soarize の使用が日本語環境に限定されている場合は、日本語での登録をお勧めします。 

 

上記のように日本語で登録した場合は、「2.2.5 翻訳の設定」は不要になります。 

 

※英語で登録した選択リスト値を（日本語環境で）日本語で表示したい場合は、翻訳の設定が必要です。 

［参照］翻訳の設定については、「2.2.5 翻訳の設定」を参照してください。 
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2.2.5 翻訳の設定 

翻訳の設定を行います。 

英語で登録したカスタム値等を（日本語環境で）日本語で表示したい場合は、翻訳の設定が必要です。 

ここでは例として、「2.2.4 経費タイプの追加登録」で追加した選択リスト値（英語）に対する日本語を設定します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 「設定ホーム」画面が表示されます。サイドバーの「プラットフォームツール」で［ユーザインターフェース］＞ 

［トランスレーションワークベンチ］＞［翻訳］をクリックします。 

 

 「翻訳」画面が表示されます。検索結果に「経費タイプ」が表示されるように検索条件を設定します。 
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 次のように検索条件を設定すると、検索結果に「経費タイプ」が表示されます。 

「経費タイプ」の左にある［+］をクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

言語 - 次のいずれかを選択します。 

「英語」「日本語」 

「英語」がデフォルトでセットされます。 
 

※ここでは「日本語」を選択します。 

設定コンポーネント - 次のいずれかを選択します。 

「Apex共有の理由」「Chatter拡張」「S コントロール」「Web タブ」 

「アクション」「アプリケーション」「カスタムレポートタイプ」「カスタム項目」 

「カテゴリノード」「グローバル値セット」「スタンプ」「データカテゴリ」 

「データカテゴリグループ」「パスステップのリッチテキスト」「フィード条件」 

「フロー」「プロンプト」「プロンプトバージョン」「ボタンとリンクの表示ラベル」 

「ルックアップ検索条件」「レイアウトセクション」「レコードタイプ」 

「ワークフロー ToDo」「管理コンテンツタイプ」「管理コンテンツノード種別」 

「項目セット」「国（住所）」「州（住所）」「選択リスト値」 

「入力エラーメッセージ」「標準項目ヘルプ」 

「Apex共有の理由」がデフォルトでセットされます。 
 

※ここでは「選択リスト値」を選択します。 

オブジェクト - 「設定コンポーネント」で選択したコンポーネントを含むオブジェクトが選択肢に

表示されます。その中から目的のオブジェクトを選択します。 
 

※ここでは「Expenses」（経費）を選択します。 

検索結果が表示されます。 

このように検索条件を設定します。 
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 「経費タイプ」の下に、登録済みの選択リスト値がツリー表示されます。 

「Transportation Expenses(Taxi)」の「選択リスト値の表示ラベルの翻訳」の枠内をダブルクリックします。 

 

 ダブルクリックした「選択リスト値の表示ラベルの翻訳」が活性化し、入力ができるようになります。 

「Transportation Expenses(Taxi)」と対になる日本語を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として「交通費（タクシー）」と入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「Transportation Expenses(Taxi)」と対になる日本語として、「交通費（タクシー）」が設定されました。 

 

この枠内をダブルクリックします。 

アルファベット順に表示されます。 

選択リスト値順には表示されません。 

入力欄の活性化と同時に

ボタンも表示されます。 
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 もう 1 つの選択リスト値「Transportation Expenses(Train)」についても同様に、日本語「交通費（電車）」を

設定します。翻訳の設定は完了です。 

 

※日本語をまとめて入力し、一括して保存することもできます。 
 

Point 「経費登録画面」で、「経費タイプ」の選択肢に「交通費（電車）」「交通費（タクシー）」が追加されてい

ることを確認できます。 

 

※「経費登録画面」は、「ワーク」詳細画面の［関連］タブから表示できます。 

［参照］「ワーク」詳細画面の［関連］タブについては、「3.1.4 ワークの詳細情報」を参照してください。 

［参照］選択リスト値の並び順については、「2.2.4 経費タイプの追加登録」を参照してください。 

 

 

 

選択リスト値の並び順

に表示されます。 
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  【ユーザ】事前準備 
TeamSpirit連携に必要な事前準備を行います。 

「プロジェクト」「ワーク」を登録する手順について説明します。 

 

 

 TeamSpirit連携図（事前準備）  ※本章で説明しているのは、白抜き文字の箇所です。 

 

ソアスク/soarize TeamSpirit 

プロジェクト 

ワーク 

経費 

旅費 

旅費明細 

勤怠月次 

勤怠日次 

勤怠交通費 

勤怠明細 

勤怠ジョブ 

経費入力 

（経費申請・事前申請） 

勤怠・工数入力 
（勤務表・日報） 

勤怠月次 

勤怠日次 

勤怠ワーク 

（凡例） ソアスク/soarizeからの連携 
 

TeamSpirit からの連携 

勤
怠
・
経
費
連
携 

科目コード 

＝K0001 

科目コード 
≠K0001 

①ジョブ 

②ジョブコード 

③期間 

④取引先 

①プロジェクト、ワーク 
②ワークコードまたはワークコード(入力) 
③ワーク開始日～ワーク完了日 
④取引先 

※ワーク登録・更新時に同期して 

上記①～④に連携されます。 

勤
怠
・
経
費
連
携 

科目コード 
＝K0001 

※勤怠と経費は、 

別々に連携させます。 

※入力時にジョブ 

を選択します。 

※入力前にジョブ 

をアサインします。 
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3.1 プロジェクトとワークの登録 

連携データの最上位オブジェクトとなる「プロジェクト」を登録します。登録した「プロジェクト」に紐づけて「ワーク」も登録します。 
 

［参照］「プロジェクト」の機能概要については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド」を参照してください。 

［参照］「ワーク」の登録については、「3.1.3 ワークを登録する」を参照してください。 

［参照］標準原価管理機能を利用する場合は、「ソアスク/soarize 標準原価管理セットアップガイド・ユーザガイド」に記

載されている「プロジェクトとワークの登録」についても参照してください。 

 

3.1.1 プロジェクトを登録する 

新規「プロジェクト」を登録します。 

 TeamSpirit のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「プロジェクト」と入力し、下に表示される［プロジェクト］リンクをクリックします。 

 

 「プロジェクト」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 
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 レコードタイプを選択する画面が表示されます。ここでは例として、「社外プロジェクト」を選択します。 

「社外プロジェクト」はデフォルトで選択されているので、そのまま［次へ］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 「プロジェクト」のレコードタイプは、どちらを選択しても後続の処理などに影響はありません。 

レコードタイプの名称が異なるだけで、設定する項目は同じです。 

 「新規プロジェクト: 社外プロジェクト」画面が表示されます。「基本情報」の「プロジェクト名」を入力します。 

ここでは例として、「サンプル社外プロジェクト」と入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

プロジェクト番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

プロジェクト名 ○ プロジェクト名を入力します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

取引先 - 「取引先」を参照し設定します。 

※TeamSpirit の「勤怠ジョブ」に連携される必須項目です。 

施設 - 「取引先 - 施設」を参照し設定します。 

※「取引先 - 施設」は、「取引先」と「施設マスタ」を紐づけるオブジェクトで

す。「取引先」を変更した場合は紐づく施設も異なるため、設定をやりなお

す必要があります。 

ステータス - 次のいずれかを選択します。 

「未対応」「進行中」「完了」「取り下げ」 
 

選択した場合は、「進捗率(%)」の入力も必須になります。 

※「プロジェクト」の進捗状況に応じて、新規登録後も変更します。 

進捗率(%) - 進捗率を%で入力します。 

「ステータス」を選択すると入力が必須になります（「ステータス」を選択しない

と入力できません）。 
 

選択した「ステータス」に応じて、次の値がデフォルトでセットされます。 

 未対応、取り下げ：「0」 

 進行中：「50」 

 完了：「100」 

※「プロジェクト」の進捗状況に応じて、新規登録後も変更します。 

概要 - 概要を入力します。 

完了予定日 - 完了予定日を入力します。 

開始日 - 開始日を入力します。 

完了日 - 完了日を入力します。 

プロジェクトコード(入力) - 設定不要です。 

※管理項目として用意されている項目です。使用しません。 

レコードタイプ - 手順 4 で選択したレコードタイプが表示されます。 

親プロジェクト - 親プロジェクトがある場合に「プロジェクト」を参照し設定します。 

直接間接区分 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

オプションの標準原価管理機能で使用する項目となります。 

部門 - 「部門マスタ」を参照し設定します。 

 必要に応じて「担当情報」を入力します。 

  



｜ 3.【ユーザ】事前準備 ｜ 3.1.プロジェクトとワークの登録 ｜ 

33 

項目名 
入力
必須 

説明 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

担当部門 - 担当部門を入力します。 

※「部門マスタ」は参照しません。 

営業担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

営業担当部門 - 営業担当部門を入力します。 

※「部門マスタ」は参照しません。 

 必要に応じて「金額情報」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。「プロジェクト」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

予定金額 - 「プロジェクト」の全期間中の予定金額を入力します。 

関連ワーク予定金額計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

オプションの標準原価管理機能で使用する項目となります。 

実績金額 - 「プロジェクト」の編集・保存時に、現在までの実績金額を入力します。 

※オプションの標準原価管理機能を利用し、月単位に自動で積み上げ集計

することができます。 

予定金額（月単位） - 「プロジェクト」の月単位の予定金額を入力します。 

粗利合計 - 「プロジェクト」の編集・保存時に、現在までの粗利を合計した金額を入力しま

す。 

関連プロジェクト実績金額計 - 当レコードが親プロジェクトの場合は、「プロジェクト」の編集・保存時に現在ま

での子プロジェクトの「実績金額」を合計した金額を入力します。 

※オプションの標準原価管理機能を利用し、自動で積み上げ集計することが

できます。 
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3.1.2 プロジェクトの詳細情報 

 「3.1.1 プロジェクトを登録する」の手順 1～2 で、「プロジェクト」の「最近参照したデータ」画面を表示します。 

 ここでは例として、［サンプル社外プロジェクト］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル社外プロジェクト」の詳細画面が表示されます。 
 

 「プロジェクト」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［コピー］ 「新規プロジェクト: 社外プロジェクト」画面が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

※レコードタイプが「社内プロジェクト」の場合は、「新規プロジェクト: 社内プロジェクト」

画面が表示されます。 

レコードタイプが異なるレコードへのコピーはできません。 

［所有者の変更］ 「所有者の変更」画面が表示されます。 

［レコードタイプを変更］ 「社内プロジェクト」が選択された状態で「プロジェクト レコードタイプを変更」画面が表

示されます。［次へ］ボタンをクリックします。 

 

レコードタイプが「社内プロジェクト」に変更された状態の「サンプル社外プロジェクトを編

集」画面が表示されます。 

 

この画面で［保存］ボタンをクリックすると、「サンプル社外プロジェクト」のレコードタイプ

が「社内プロジェクト」に変更されます。 

※元のレコードタイプが「社内プロジェクト」の場合は、「社外プロジェクト」に変更する流

れとなります。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 
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 「プロジェクト」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

プロジェクト番号 - 「プロジェクト」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「PRJ-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

プロジェクト名 - プロジェクト名が表示されます。 

取引先 ○ 当レコードに紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

施設 ○ 当レコードに紐づく「取引先 - 施設」の「施設」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

ステータス - 現在のステータスが表示されます。 

進捗率(%) - 現在の進捗率(%)が表示されます。 

概要 - 概要が表示されます。 

完了予定日 - 完了予定日が表示されます。 

開始日 - 開始日が表示されます。 

完了日 - 完了日が表示されます。 

プロジェクトコード(入力) - プロジェクトコード(入力)が表示されます。 

レコードタイプ - レコードタイプが表示されます。 

親プロジェクト ○ 当レコードが紐づく親プロジェクトの「プロジェクト名」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

直接間接区分 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

オプションの標準原価管理機能で使用する項目となります。 

部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

締日 - 当レコードに「取引先」が設定されている場合に表示されます。 

表示される値は「取引先」に紐づく「会計設定」の「請求先 : 締日」です。 

※変換前の実数で表示されるため、「1日」～「28日」は「1.00」～「28.00」 

と表示されます。「末日」の場合は、「0.00」と表示されます。 

［参照］「取引先」および「会計設定」の「請求先 : 締日」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

担当情報 

主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示さ

れます。クリックすると、詳細画面が表示されます。 

担当部門 - 担当部門が表示されます。 

※「プロジェクト」登録時に入力した「担当部門」が表示されます。 

営業担当者 ○ 当レコードに営業担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表

示されます。クリックすると、詳細画面が表示されます。 

営業担当部門 - 営業担当部門が表示されます。 

※「プロジェクト」登録時に入力した「営業担当部門」が表示されます。 

金額情報 

予定金額 - 「プロジェクト」の全期間中の予定金額が表示されます。 

関連ワーク予定金額計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

オプションの標準原価管理機能で使用する項目となります。 

実績金額 - 現在の「プロジェクト」の実績金額が表示されます。 

※子プロジェクトの実績金額は含まれません。 

プロジェクト実績金額計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

オプションの標準原価管理機能で使用する項目となります。 

予定金額（月単位） - 「プロジェクト」の月単位の予定金額が表示されます。 

粗利合計 - 現在の「プロジェクト」の粗利合計が表示されます。 

親プロジェクト実績金額 - 現在の親プロジェクトの「実績金額」が表示されます。 

関連プロジェクト実績金額計 - 現在の子プロジェクトの「実績金額」を合計した金額が表示されます。 
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 「プロジェクト」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

ワーク 

［新規］ボタン 「新規ワーク」画面が表示されます。 

当レコードに紐づけて「ワーク」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「3.1.3 ワークを登録する」に進んでください。 

［{ワーク番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「ワーク」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.1.4 ワークの詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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3.1.3 ワークを登録する 

「3.1.1 プロジェクトを登録する」で登録した「プロジェクト」に紐づけて、新規「ワーク」を登録します。 
 

※「ワーク」の登録・更新時、「プロジェクト」「ワーク」の項目とデータが TeamSpiritの「勤怠ジョブ」に連携されます。 

連携されない場合は、TeamSpirit連携が有効化されていない可能性があります。 

［参照］TeamSpirit連携の有効化については、「2.2.3 TeamSpirit Linkage Setting の設定」を参照してください。 

 「3.1.1 プロジェクトを登録する」の手順 1～2 で、「プロジェクト」の「最近参照したデータ」画面を表示します。 

 「3.1.1 プロジェクトを登録する」で登録した［サンプル社外プロジェクト］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル社外プロジェクト」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「ワーク」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規ワーク」画面が表示されます。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

プロジェクト名 - 当レコードを紐づける「プロジェクト」の「プロジェクト名」がデフォルトでセットされ

ます。変更しません。 

 必要に応じて「基本情報」を入力します。ここでは例として、次のように設定します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

ワーク番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

ワークコード(入力) - ワークコード(入力)を入力します。テキストで 20文字まで入力できます。 

※TeamSpirit の「勤怠ジョブ」に連携される項目です。 

レコードの保存時に自動採番される「ワークコード」よりも優先されます。 

ワーク名 - ワーク名を入力します。 

ワーク種類 - 工程やタスクなどの情報をテキストで入力します。 

先行ワーク - 「ワーク」を参照し設定します。 

※先行ワークに限らず、当ワーク以外のすべてのワークを設定できます。 

ワーク開始日 - ワーク開始日を入力します。 

※TeamSpirit の「勤怠ジョブ」に連携される必須項目です。 

ワーク完了日 - ワーク完了日を入力します。 

※TeamSpirit の「勤怠ジョブ」に連携される必須項目です。 

進捗率 - 進捗率を%で入力します。 

※「ワーク」の進捗状況に応じて、新規登録後も変更します。 

※オプションの標準原価管理機能を利用し、進捗率から該当月次ワークの

月別売上見込金額を算出することができます。 
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 必要に応じて「金額情報」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。「ワーク」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

見積額 - 見積額を入力します。 

当レコードに紐づく「見積」の合計金額がデフォルトでセットされます。 

※「ワーク」新規登録時は紐づく「見積」がないため、デフォルトで「¥0.00」と表

示されます。「ワーク」の編集・保存時に「見積」を紐づけた場合に、実際の

見積額を取り込めます。 

受注額 - 受注額を入力します。 

当レコードに紐づく「受注」の合計金額がデフォルトでセットされます。 

※「ワーク」新規登録時は紐づく「受注」がないため、デフォルトで「¥0.00」と表

示されます。「ワーク」の編集・保存時に「受注」を紐づけた場合に、実際の

受注額を取り込めます。 

 

Point カスタム設定「soarize Trigger Activation Setting」の「soarize見積トリガ有効化」にチェックが付いていな 

い場合、「見積額」は集計されません。同様に「soarize受注トリガ有効化」にチェックが付いていない場合、 

「受注額」は集計されません。 

合計金額が正しく表示されない場合は、カスタム設定「soarize Trigger Activation Setting」を確認してくだ

さい。 

［参照］カスタム設定「soarize Trigger Activation Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

 ソアスク/soarize で「ワーク」を登録したことで、TeamSpiritの「勤怠ジョブ」に新規ジョブが追加されます。 

TeamSpirit の画面で追加されたジョブを確認します。 

 TeamSpirit のホーム画面で［管理メニュー］タブをクリックします。 
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 「チームスピリット管理メニュー」が表示されます。 

［【工  数】ジョブの登録、有効期間、ジョブメンバーの設定をする］リンクをクリックします。 

 

 「ジョブの登録、有効期間、ジョブメンバーの設定をする」画面が表示されます。 

ソアスク/soarize で登録した「ワーク」および紐づく「プロジェクト」から連携されたデータを基に、ジョブが追加されて

いることが確認できます。 

 

 

「ワークコード(入力)」が「ジョブコード」に設定

されます。「ワークコード(入力)」がブランクの場

合、自動採番されたコードが設定されます。 

「{プロジェクト名}_{ワーク名}」が

「ジョブ名」に設定されます。 
「ワーク開始日」～「ワーク完了日」

が「期間」に設定されます。 

「プロジェクト」の「取引先」

が設定されます。 
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3.1.4 ワークの詳細情報 

 「3.1.1 プロジェクトを登録する」の手順 1～2 で、「プロジェクト」の「最近参照したデータ」画面を表示します。 

 「3.1.1 プロジェクトを登録する」で登録した［サンプル社外プロジェクト］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル社外プロジェクト」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「ワーク」の［{ワーク番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、ワーク名「ワーク A」の［{ワーク番号}］リンクをクリックします。 
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 「ワーク」の詳細画面が表示されます。 
 

 「ワーク」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「新規ワーク」画面が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［所有者の変更］ 「所有者の変更」画面が表示されます。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

［新規販売］ 「新規販売」画面が表示されます。 
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 「ワーク」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

参照情報    ※当レコードが紐づく「プロジェクト」の情報です。 

プロジェクト番号 - 「プロジェクト」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「PRJ-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

プロジェクト名 - プロジェクト名が表示されます。 

基本情報 

ワーク番号 - 「ワーク」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「W-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

ワークコード - 「ワーク」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「{yymm}-P{プロジェクト番号下 8桁}-W{ワーク番号下 4桁}」の形式です。 

※「ワークコード(入力)」がブランクの場合は、こちらのコードがTeamSpiritに連

携されます。 

ワークコード(入力) - ワークコード(入力)が表示されます。 

ワーク名 - ワーク名が表示されます。 

ワーク種類 - ワーク種類が表示されます。 

先行ワーク ○ 先行ワークの「ワーク番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

ワーク開始日 - ワーク開始日が表示されます。 

ワーク完了日 - ワーク完了日が表示されます。 

進捗率 - 進捗率が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

締日 - 当レコードが「プロジェクト」に紐づいている場合は、「プロジェクト」の「締日」が

表示されます。 

［参照］「締日」の表示内容については、「3.1.2 プロジェクトの詳細情報」

を参照してください。 

経費合計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能や原価計算機能などで使用する項目となります。 

労務費合計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能や原価計算機能などで使用する項目となります。 

外注費合計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能や原価計算機能などで使用する項目となります。 

金額情報 

見積額 - 当レコードに紐づく「見積」の合計金額、または当レコード登録・編集時に手

入力された「見積額」が表示されます。 

有効プロジェクト計画原価計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

オプションの標準原価管理機能で使用する項目となります。 

受注額 - 当レコードに紐づく「受注」の合計金額、または当レコード登録・編集時に手

入力された「受注額」が表示されます。 

実際原価計 - ※TeamSpirit連携のみ利用している場合は使用しません。 

オプションの標準原価管理機能で使用する項目となります。 

 

 「ワーク」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

経費    ※勤怠・経費連携バッチ（以下「連携バッチ」）を実行すると登録されます。 

［新規］ボタン 「経費登録画面」が表示されます。 

※TeamSpirit連携を行わず、直接「経費」を登録する場合にのみ使用します。 

TeamSpirit連携を行う場合は自動で「経費」が登録されるため、使用しません。 

［参照］勤怠・経費連携については、「5 【ユーザ】勤怠・経費連携」を参照してくださ

い。 

［{経費番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「経費」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードに紐づいている場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「5.2.1 経費を確認する」を参照してください。 

［{申請者}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「経費」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードに紐づいている場合に表示されます。 

※「経費」の申請者（ソアスク/soarize の要員）が確認できます。TeamSpirit側の申

請者は Salesforce ユーザのため、連携前に要員との紐づけが必要です。 

［参照］要員と Salesforce ユーザの紐づけについては、 

「2.1.1 要員と Salesforce ユーザの紐づけ」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク    ※「経費」「旅費明細」「勤怠明細」共通です。 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

旅費明細    ※連携バッチを実行すると登録されます。 

［{旅費明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「旅費明細」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードに紐づいている場合に表示され

ます。 

［参照］詳細については、「5.2.2 旅費明細を確認する」を参照してください。 

［{旅費番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「旅費明細」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードに紐づいている場合に表示され

ます。 

［参照］詳細については、「5.2.3 旅費を確認する」を参照してください。 

勤怠明細    ※連携バッチを実行すると登録されます。 

［{勤怠明細名称}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「勤怠明細」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードに紐づいている場合に表示され

ます。 

［参照］詳細については、「5.4.1 勤怠明細を確認する」を参照してください。 
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  【ユーザ】TeamSpirit での入力 
TeamSpirit で連携元データを入力します。 

ここでは、勤務表とタイムレポートで行う、1日分の入力例について説明します。 

 

 

 TeamSpirit連携図（TeamSpirit での入力）  ※本章で説明しているのは、白抜き文字の箇所です。 

 
 

［参照］入力後の承認申請等の手順については、TeamSpirit のマニュアルを参照してください。 

ソアスク/soarize TeamSpirit 

プロジェクト 

ワーク 

経費 

旅費 

旅費明細 

勤怠月次 

勤怠日次 

勤怠交通費 

勤怠明細 

勤怠ジョブ 

経費入力 

（経費申請・事前申請） 

勤怠・工数入力 
（勤務表・日報） 

勤怠月次 

勤怠日次 

勤怠ワーク 

（凡例） ソアスク/soarizeからの連携 
 

TeamSpirit からの連携 

勤
怠
・
経
費
連
携 

科目コード 

＝K0001 

科目コード 
≠K0001 

①ジョブ 

②ジョブコード 

③期間 

④取引先 

①プロジェクト、ワーク 
②ワークコードまたはワークコード(入力) 
③ワーク開始日～ワーク完了日 
④取引先 

※ワーク登録・更新時に同期して 

上記①～④に連携されます。 

勤
怠
・
経
費
連
携 

科目コード 
＝K0001 

※勤怠と経費は、 

別々に連携させます。 

※入力時にジョブ 

を選択します。 

※入力前にジョブ 

をアサインします。 
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4.1 勤務表 

勤務表を使用して、出社時刻と退社時刻および工数実績の 1日分を入力します。 

ここでは、工数実績用のジョブがアサインされていない状態からの入力を想定しているため、ジョブのアサインも行います。 
 

※出社時刻と退社時刻は、WEB タイムレコーダーを使用して打刻することも可能です。 

工数実績は、タイムレポートを使用して入力することも可能です。 

［参照］WEB タイムレコーダーおよびタイムレポートについては、TeamSpiritのマニュアルを参照してください。 

 

4.1.1 出社時刻と退社時刻を入力する 

出社時刻と退社時刻を入力します。ここでは例として、出社日（退社日）を 2020年 8月 14日とします。 

 TeamSpirit のホーム画面で［勤務表］タブをクリックします。 

 

 「勤務表」画面が表示されます。当日の出社時刻と退社時刻を入力します。 

 

※「申請」の［ ］ボタンをクリックすると、休暇申請や残業申請など勤怠関連の申請が行えます。 

［参照］勤怠関連の申請方法については、TeamSpiritのマニュアルを参照してください。 
 

※「4.1.2 ジョブをアサインする」「4.1.3 工数実績を入力する」については、上記「勤務表」画面を表示したあと

の手順となります。 

勤務表の「出社」「退社」の枠をクリック 

すると、入力用ダイアログが表示されます。 

ここで当日の出社時刻と退社時刻

を入力し［登録］ボタンをクリックす

ると、勤務表に反映されます。 
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4.1.2 ジョブをアサインする 

ソアスク/soarize からの連携で TeamSpirit に追加されたジョブを（工数実績を入力する）ユーザにアサインします。 

 「勤務表」画面の「工数」列にある［ ］ボタンのうち、工数実績を入力する日付のボタンをクリックします。 

ここでは例として、2020年 8月 14日の［ ］ボタンをクリックします。 

 

 「工数実績入力」ダイアログが表示されます。左下の［ ］ボタンをクリックします。 

 

 「ジョブアサイン」ダイアログが表示されます。［ジョブ検索］タブをクリックします。 

 

工数実績が入力済の日付には、

その合計時間が表示されます。 

まだ、アサインされたジョブが

ない状態です。 
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 表示が［ジョブ検索］タブに切り替わります。ソアスク/soarize から連携されたジョブを検索します。 

ここでは例として次のように検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 検索結果が表示されます。対象のジョブにチェックを付け、［選択したジョブをアサインする］ボタンをクリックします。 

 

 表示が［アサイン済みジョブ］タブに切り替わります。 

必要に応じて「作業分類」を選択し、［登録］ボタンをクリックします。 

 

［参照］作業分類については、TeamSpirit のマニュアルを参照してください。 

手順 1で選択した日付がデフォルトでセットされます。

この日付の工数実績を入力することが前提でジョブを

検索する場合は、変更不要です。 



｜ 4.【ユーザ】TeamSpirit での入力 ｜ 4.1.勤務表 ｜ 

52 

 「工数実績入力」ダイアログが表示されます。 

アサインしたジョブが「タスク」として表示され、工数実績の入力が可能になります。ジョブのアサインは完了です。 

 

※「作業分類」を選択した場合の「タスク」は、「{ジョブ名}_{作業分類}」となります。 
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4.1.3 工数実績を入力する 

アサイン済みのジョブ（タスク）に当日の工数実績を入力します。 
 

※前項「4.1.2 ジョブをアサインする」から引き続き工数実績を入力する場合は、手順 2 に進んでください。 

 「勤務表」画面の「工数」列にある［ ］ボタンのうち、工数実績を入力する日付のボタンをクリックします。 

ここでは例として、2020年 8月 14日の［ ］ボタンをクリックします。 

 

 「工数実績入力」ダイアログが表示されます。「タスク」ごとの工数実績を入力します。 

※すでに入力可能な「タスク」2件が登録されている状態とします。 

 

［参照］入力方法の設定を変更できます。詳細については、TeamSpirit のマニュアルを参照してください。 

工数実績が入力済の日付には、

その合計時間が表示されます。 

直接入力するほかに、スライダーの

つまみを移動させることで工数実績

を入力することもできます。 
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 ここでは例として次のように入力し、［登録］ボタンをクリックします。 

※実労働時間（左上）と全「タスク」の合計時間（右下）が同じ時間となるように入力する必要があります。 

 

 「勤務表」画面に戻ります。入力した工数実績（合計）が画面に反映されます。工数実績の入力は完了です。 

 
 

Point ［工数実績］タブをクリックすると「月次工数実績」画面が表示されます。この画面では、対象月に使用した

「タスク」と「タスク」ごとの工数実績を確認できます。「日付」列右にある［ ］］ボタンをクリックすると「工数実

績入力」ダイアログが表示されるので、工数実績の入力と修正も行えます。 

 

日々の工数実績が 

1 か月分表示されます。 

1 か月分の集計結果が

表示されます。 
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4.2 事前申請 

経費の事前申請を行います。 
 

※当日になって発生した経費は事前申請ではなく、日報の役割を持つタイムレポートで入力し、経費精算をします。 

［参照］タイムレポートについては、TeamSpirit のマニュアルを参照してください。 

［参照］経費精算については、「4.3 経費精算」を参照してください。 

 

4.2.1 経費を入力し事前申請を行う 

 TeamSpirit のホーム画面で［事前申請］タブをクリックします。 

 

 「事前申請」画面が表示されます。「申請日付」の［ ］］ボタンをクリックします。事前申請種別の選択リストが

表示されるため、いずれかを選択しクリックします。ここでは例として、「出張・交通費」をクリックします。 

 

 「出張・交通費申請」用フォームが表示されます。必須項目を入力し、必要に応じて他の項目も入力します。 

 
 

注意 「ジョブ」は TeamSpiritのみ使用している場合は任意項目ですが、TeamSpirit連携を使用する場合は必須

項目となります。TeamSpirit連携を行う経費を申請する際は、必ず「ジョブ」を選択してください。 

「ジョブ」は TeamSpirit連携では 

必須項目となります。 

この印がついている項目が

必須項目です。 
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 ここでは例として次のように設定し、［承認申請］ボタンをクリックします。 

※承認申請をいったん保留する場合は、［承認申請］ボタン左の［保存］リンクをクリックします。 

 

［参照］「経費明細」ダイアログについては、TeamSpiritのマニュアルを参照してください。 

 「承認申請」ダイアログが表示されます。任意でコメントを入力し、［承認申請］ボタンをクリックします。 

経費の入力と事前申請は完了です。 

 
 

Point 申請が承認されていない経費は、ソアスク/soarizeに連携させることができません。承認者は自分に申請され

た経費を画面で確認し、承認するか却下するかいずれかを選択する必要があります。 

 

※承認者の「事前申請」画面右上に［承認／却下］ボタンが表示されます。［承認／却下］ボタンをクリ

ックすると、「承認／却下」ダイアログが表示されるので、承認する場合は［承認］ボタンをクリックします。 

却下する場合は「コメント」に理由等を入力し、［却下］ボタンをクリックします。 

下の［ ］ボタンをクリックする

と「経費明細」ダイアログが表示

され、入力することができます。 
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4.3 経費精算 

事前申請し承認された経費、およびタイムレポートで入力された経費を精算します。 

経費精算では、事前申請と同様に承認申請が必要です。 
 

※ここでは、事前申請し承認された経費の精算を例に説明します。 

 

4.3.1 経費精算の承認申請を行う 

 TeamSpirit のホーム画面で［事前申請］タブをクリックします。 

 

 「事前申請」画面が表示されます。事前申請を行った経費が承認済みであることを確認し、［{経費申請番号}］

リンクまたは［{件名}］リンクをクリックします。 

 

 経費の情報が表示されます。［精算開始］ボタンをクリックします。 

確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。 

 

「申請」に「 」が表示されている場合、

事前申請は承認済みです。 
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 「経費精算」画面が表示されます。［承認申請］ボタンをクリックします。 

※承認申請をいったん保留する場合は、［承認申請］ボタン左の［保存］リンクをクリックします。 

 

［参照］「経費明細」ダイアログについては、TeamSpiritのマニュアルを参照してください。 

 「承認申請」ダイアログが表示されます。任意でコメントを入力し、［承認申請］ボタンをクリックします。 

経費精算の承認申請は完了です。 

 
 

Point 申請が承認されていない経費は、ソアスク/soarizeに連携させることができません。承認者は自分に申請され

た経費を画面で確認し、承認するか却下するかいずれかを選択する必要があります。 

 

※承認者の「経費精算」画面右上に［承認／却下］ボタンが表示されます。［承認／却下］ボタンをクリ

ックすると、「承認／却下」ダイアログが表示されるので、承認する場合は［承認］ボタンをクリックします。 

却下する場合は「コメント」に理由等を入力し、［却下］ボタンをクリックします。 

 

リンクをクリックすると、「経費明細」ダイアログ

が表示されます。事前申請の内容を修正し

てから、承認申請を行うこともできます。 
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  【ユーザ】勤怠・経費連携 
勤怠・経費連携バッチ（以下「連携バッチ」）を手動で起動し、TeamSpirit からソアスク/soarize への 

データ連携を行います。連携バッチの起動と連携結果の確認について説明します。 

 

 

 ソアスク/soarize と TeamSpirit の連携図（勤怠・経費連携）  ※本章で説明しているのは、白抜き文字の箇所です。 

 

ソアスク/soarize TeamSpirit 

プロジェクト 

ワーク 

経費 

旅費 

旅費明細 

勤怠月次 

勤怠日次 

勤怠交通費 

勤怠明細 

勤怠ジョブ 

経費入力 

（経費申請・事前申請） 

勤怠・工数入力 
（勤務表・日報） 

勤怠月次 

勤怠日次 

勤怠ワーク 

（凡例） ソアスク/soarizeからの連携 
 

TeamSpirit からの連携 

勤
怠
・
経
費
連
携 

科目コード 

＝K0001 

科目コード 
≠K0001 

①ジョブ 

②ジョブコード 

③期間 

④取引先 

①プロジェクト、ワーク 
②ワークコードまたはワークコード(入力) 
③ワーク開始日～ワーク完了日 
④取引先 

※ワーク登録・更新時に同期して 

上記①～④に連携されます。 

勤
怠
・
経
費
連
携 

科目コード 
＝K0001 

※勤怠と経費は、 

別々に連携させます。 

※入力時にジョブ 

を選択します。 

※入力前にジョブ 

をアサインします。 
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5.1 経費の連携 

TeamSpirit で入力し承認された経費をソアスク/soarize に連携させます。 

 

5.1.1 手動で経費を連携する 

 TeamSpirit のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「経費連携」と入力し、下に表示される［勤怠・経費連携(V2)］リンクをクリックします。 

 
 

注意 必ず［勤怠・経費連携(V2)］リンクをクリックしてください。［勤怠・経費連携］リンクは使用しません。 

 「勤怠・経費手動連携 連携期間選択画面」が表示されます。 

「連携対象」を選択し、「連携対象期間」を入力し、［確認］ボタンをクリックします。 

ここでの「連携対象」は経費のため、デフォルト値のままとします。 

「連携対象期間」は、例として 2020年 8月の前半（1～15日）とします。［確認］ボタンをクリックします。 

 

※［確認］ボタンをクリックすると、経費連携が実行できるかチェックされます。実行できない場合は、「手動連携

画面」にエラーメッセージが表示されます。エラーとなった場合は、設定等に漏れがないか再度確認してください。 
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 経費連携の実行に問題がない場合は、「手動連携画面」に連携後のレコード件数が表示されます。 

内容を確認し、［連携実行］ボタンをクリックします。 

 

 バッチの実行を開始した旨のメッセージが表示され、終了すると手順 3 の画面に戻ります。 

経費の連携は完了です。 

 

※連携バッチ終了後、正常終了しているかどうかを「バックグラウンド処理履歴」で確認してください。 

事前のチェックでは確認できないエラーが発生している可能性があります。 

［参照］「バックグラウンド処理履歴」については、「5.5 バックグラウンド処理履歴」を参照してください。 
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5.2 経費連携の結果（ソアスク/soarize のオブジェクト） 

経費連携の結果をソアスク/soarize のオブジェクトで確認します。 

連携用「プロジェクト」「ワーク」に紐づくオブジェクトから順に（「経費」＞「旅費明細」＞「旅費」）確認します。 

 

5.2.1 経費を確認する 

連携用「プロジェクト」「ワーク」に紐づく「経費」（連携バッチで作成された「経費」）を確認します。 

 TeamSpirit のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「プロジェクト」と入力し、下に表示される［プロジェクト］リンクをクリックします。 

 

 「プロジェクト」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

「3.1.1 プロジェクトを登録する」で登録した［サンプル社外プロジェクト］リンクをクリックします。 

 



｜ 5.【ユーザ】勤怠・経費連携 ｜ 5.2.経費連携の結果（ソアスク/soarize のオブジェクト） ｜ 

63 

 「サンプル社外プロジェクト」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。今回の連携に使用した「ワーク」は、「ワーク A」と「ワーク B」です。 

ここでは例として、「ワーク A」の［{ワーク番号}］リンクをクリックします。 

 

 「ワーク」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。「経費」の［{経費番号}］リンクをクリックします。 

 

 「経費」の詳細画面が表示されます。 
 

 「経費」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

経費番号 - 「経費」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「E-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

日付 - 連携元の経費（科目コード≠K0001）が発生した日付が表示されます。 

申請者 ○ TeamSpirit の申請者（要員氏名）がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

経費タイプ - 経費タイプが表示されます。 

［参照］経費タイプについては、 

「2.2.2 ExpensesItemName ExpensesType Setting の設定」 

を参照してください。 

金額 - 経費の税抜き金額が表示されます。 

※税率は、TeamSpirit用税区分コードで設定された値が適用されます。 

［参照］税区分コードについては、 

「2.1.2 TeamSpirit用税区分コードの設定」を参照してください。 

払い戻し済 - チェックは付きません。 

レコードタイプ - 「経費」と表示されます。 

売上計上 - チェックは付きません。 

売上計上日 - ブランクです。 

申請日 - 承認申請を行った日付が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

関連情報 

ワーク番号 ○ 当レコードが紐づく「ワーク」の「ワーク番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

ワーク名 - 当レコードが紐づく「ワーク」の「ワーク名」が表示されます。 

プロジェクト ○ 当レコードが紐づく「プロジェクト」の「プロジェクト名」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

 

※「経費」詳細画面のアクションと［関連］タブには、連携結果に関する項目はありません。 
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5.2.2 旅費明細を確認する 

連携用「プロジェクト」「ワーク」に紐づく「旅費明細」（連携バッチで作成された「旅費明細」）を確認します。 

 「5.2.1 経費を確認する」の手順 1～6で、「ワーク」詳細画面の［関連］タブを表示します。 

 「旅費明細」の［{旅費明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「旅費明細」の詳細画面が表示されます。 
 

 「旅費明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 

※引き続き「旅費」を確認するため、画面はこのままにしてください。 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

旅費明細番号 - 「旅費明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「TD-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

日付 - 連携元の経費（科目コード＝K0001）が発生した日付が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

出発地 - 出発地が表示されます。 

金額 - 旅費の税抜き金額が表示されます。 

※税率は、TeamSpirit用税区分コードで設定された値が適用されます。 

［参照］税区分コードについては、 

「2.1.2 TeamSpirit用税区分コードの設定」を参照してください。 

旅費 ○ 当レコードと紐づく「旅費」の「旅費番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

交通手段 - 交通手段が表示されます。 

目的地 - 目的地が表示されます。 

支払方法 - ブランクです。 

備考 - 備考が表示されます。 

関連情報 

ワーク番号 ○ 当レコードが紐づく「ワーク」の「ワーク番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

 

※「旅費明細」詳細画面のアクションと［関連］タブには、連携結果に関する項目はありません。 

 

5.2.3 旅費を確認する 

「旅費明細」と紐づく「旅費」（連携バッチで作成された「旅費」）を確認します。 

 「旅費明細」詳細画面の［詳細］タブで、「旅費」の［{旅費番号}］リンクをクリックします。 

 

※「5.2.2 旅費明細を確認する」を手順 3 まで進めると表示される画面です。 
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 「旅費」の詳細画面が表示されます。 
 

 「旅費」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

旅費番号 - 「旅費」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「T-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

申請者 ○ TeamSpirit の申請者（要員氏名）がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

旅費タイプ - 「旅費」と表示されます。 

旅費合計 - 当レコードと紐づく「旅費明細」の「金額」の合計が表示されます。 

売上計上 - チェックは付きません。 

売上計上日 - ブランクです。 

申請日 - 承認申請を行った日付が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

 

※「旅費」詳細画面のアクションと［関連］タブには、連携結果に関する項目はありません。 
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5.3 勤怠と工数実績の連携 

TeamSpirit で入力した勤怠と工数実績をソアスク/soarize に連携させます。 

 

5.3.1 手動で勤怠を連携する 

 「5.1.1 手動で経費を連携する」の手順 1～2 で、「勤怠・経費手動連携 連携期間選択画面」を表示します。 

 「連携対象」を選択し、「連携対象期間」を入力し、［確認］ボタンをクリックします。 

ここでの「連携対象」は勤怠のため、「勤怠」を選択します。 

「連携対象期間」は、例として 2020年 8月の前半（1～15日）とします。［確認］ボタンをクリックします。 

 

※［確認］ボタンをクリックすると、勤怠（工数実績）連携が実行できるかチェックされます。実行できない場合

は、「手動連携画面」にエラーメッセージが表示されます。エラーとなった場合は、設定等に漏れがないか再度

確認してください。 

 勤怠（工数実績）連携の実行に問題がない場合は、「手動連携画面」に連携後のレコード件数が表示され

ます。内容を確認し、［連携実行］ボタンをクリックします。 
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 バッチの実行を開始した旨のメッセージが表示され、終了すると手順 2 の画面に戻ります。 

勤怠と工数実績の連携は完了です。 

 

※連携バッチ終了後、正常終了しているかどうかを「バックグラウンド処理履歴」で確認してください。 

事前のチェックでは確認できないエラーが発生している可能性があります。 

［参照］「バックグラウンド処理履歴」については、「5.5 バックグラウンド処理履歴」を参照してください。 
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5.4 勤怠連携の結果（ソアスク/soarize のオブジェクト） 

勤怠（工数実績）連携の結果をソアスク/soarize のオブジェクトで確認します。 

連携用「プロジェクト」「ワーク」に紐づくオブジェクトから順に（「勤怠明細」＞「勤怠日次」＞「勤怠月次」）確認します。 

 

5.4.1 勤怠明細を確認する 

連携用「プロジェクト」「ワーク」に紐づく「勤怠明細」（連携バッチで作成された「勤怠明細」）を確認します。 

 「5.2.1 経費を確認する」の手順 1～6で、「ワーク」詳細画面の［関連］タブを表示します。 

 「勤怠明細」の［{勤怠明細名称}］リンクをクリックします。 

 

 「勤怠明細」の詳細画面が表示されます。 
 

 「勤怠明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 

※引き続き「勤怠日次」を確認するため、画面はこのままにしてください。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

勤怠明細名称 - 連携バッチで当レコード作成時、自動で割り当てられた名称が表示されます。 

プロジェクト ○ 当レコードが紐づく「プロジェクト」の「プロジェクト名」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

作業工程 - ブランクです。 

※役務管理機能で設定が可能です。 

備考 - 備考が表示されます。 

勤怠（日毎） ○ 当レコードと紐づく「勤怠日次」の「勤怠日次名称」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

ワーク番号 ○ 当レコードが紐づく「ワーク」の「ワーク番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

法定休日出勤 - 法定休日出勤の場合にチェックが付きます。 

法定外休日出勤 - 法定外休日出勤の場合にチェックが付きます。 

時間情報 

時間・分 - 当日の工数実績合計が表示されます。 

所定労働時間 - 当日の工数実績のうち、所定労働時間が表示されます。 

法定時間外残業 - 当日の工数実績のうち、法定時間外残業時間が表示されます。 

深夜労働時間 - 当日の工数実績のうち、深夜所定内時間が表示されます。 

深夜労働時間 - 当日の工数実績のうち、深夜法定外時間が表示されます。 

所定外労働時間 - ブランクです。 

※役務管理機能で設定が可能です。 

深夜所定外労働時間 - ブランクです。 

※役務管理機能で設定が可能です。 

締め情報    ※役務管理機能で勤怠締めを行うと自動で設定されます。 

締め - チェックは付きません。 

勤怠締め管理 - ブランクです。 

 

※「勤怠明細」詳細画面のアクションと［関連］タブには、連携結果に関する項目はありません。 
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5.4.2 勤怠日次を確認する 

「勤怠明細」と紐づく「勤怠日次」（連携バッチで作成された「勤怠日次」）を確認します。 

 「勤怠明細」詳細画面の［詳細］タブで、「勤怠（日毎）」の［{勤怠日次名称}］リンクをクリックします。 

 

※「5.4.1 勤怠明細を確認する」を手順 3 まで進めると表示される画面です。 

 「勤怠日次」の詳細画面が表示されます。 
 

 「勤怠日次」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

勤怠日次名称 - 連携バッチで当レコード作成時、自動で割り当てられた名称が表示されます。 

「{Salesforce ユーザ名}{yyyy}-{mm}-{dd}」の形式です。 

※yyyy/mm/dd＝当レコードの「勤務日」です。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

勤務日 - 勤務日の日付が表示されます。 

報告内容 - ブランクです。 

※役務管理機能で設定が可能です。 

勤怠 ○ 当レコードと紐づく「勤怠月次」の「勤怠月次名称」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

休暇 - ブランクです。 

※役務管理機能で設定が可能です。 

有給 / 無給休暇 - ブランクです。 

※役務管理機能で設定が可能です。 

休暇理由 - ブランクです。 

※役務管理機能で設定が可能です。 

時間情報    ※勤務日当日の合計時間情報です。「出社時間」「退社時間」を除き、分単位で表示されます。 

出社時間 - 出社時間が表示されます。 

労働時間(日次) - 労働時間(日次)が表示されます。 

所定内労働時間(日次) - 所定内労働時間(日次)が表示されます。 

法定外労働時間(日次) - 法定外労働時間(日次)が表示されます。 

深夜所定内労働時間(日次) - 深夜所定内労働時間(日次)が表示されます。 

深夜法定外労働時間(日次) - 深夜法定外労働時間(日次)が表示されます。 

合計勤務時間 - 合計勤務時間が表示されます。 

退社時間 - 退社時間が表示されます。 

所定外労働時間(日次) - 所定外労働時間(日次)が表示されます。 

深夜所定外労働時間(日次) - 深夜所定外労働時間(日次)が表示されます。 

休憩情報    ※役務管理機能で設定が可能です。TeamSpirit の情報は連携されません。 

昼休憩開始時間 - ブランクです。 

その他休憩 1開始時間 

～その他休憩 10開始時間 

- ブランクです。 

昼休憩終了時間 - ブランクです。 

その他休憩 1終了時間 

～その他休憩 1終了時間 

- ブランクです。 

 

Point 「出社時間」「退社時間」を除き、「時間情報」の各時間は勤務日当日の「勤怠明細」の合算値です。 

「勤怠明細」は日単位かつ「ワーク」単位で作成されますが、「勤怠日次」は日単位のみで作成されます。 
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 「勤怠日次」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 

 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

勤怠明細 

［{勤怠明細名称}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「勤怠明細」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードと紐づいている場合に表示され

ます。 

［参照］詳細については、「5.4.1 勤怠明細を確認する」を参照してください。 

［{プロジェクト名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「勤怠明細」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードと紐づいている場合に表示され

ます。 

［参照］詳細については、「3.1.2 プロジェクトの詳細情報」を参照してください。 

［{ワーク番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「勤怠明細」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードと紐づいている場合に表示され

ます。 

［参照］詳細については、「3.1.4 ワークの詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

 

※「勤怠日次」詳細画面のアクションには、連携結果に関する項目はありません。 

 

TeamSpirit で 2つのタスクに分けて工数

実績を入力したため、「勤怠日次」と紐づく

「勤怠明細」も 2つ存在します。 
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5.4.3 勤怠月次を確認する 

「勤怠日次」と紐づく「勤怠月次」（連携バッチで作成された「勤怠月次」）を確認します。 

 「勤怠日次」詳細画面の［詳細］タブで、「勤怠」の［{勤怠月次名称}］リンクをクリックします。 

 

※「5.4.2 勤怠日次を確認する」を手順 2 まで進めると表示される画面です。 

 「勤怠月次」の詳細画面が表示されます。 
 

 「勤怠月次」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

勤怠月次名称 - 連携バッチで当レコード作成時、自動で割り当てられた名称が表示されます。 

「{Salesforce ユーザ名}{yyyy}-{mm}」の形式です。 

※yyyy/mm＝当レコードの「年」/「月」です。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

年 - 当レコードの対象年が表示されます。 

合計勤務日数 - 合計勤務日数が表示されます。 

※当レコードと紐づく「勤怠日次」から休日（休暇）分を引いた件数です。 

氏名 ○ 勤怠の該当者（要員氏名）がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

月 - 当レコードの対象月が表示されます。 

時間情報    ※「勤怠月次」と紐づく「勤怠日次」の合計時間が分単位で表示されます。 

合計勤務時間 - 合計勤務時間が表示されます。 

所定内労働時間(月次) - 所定内労働時間(月次)が表示されます。 

法定外労働時間(月次) - 法定外労働時間(月次)が表示されます。 

深夜所定外労働時間(月次) - 深夜所定外労働時間(月次)が表示されます。 

所定外労働時間(月次) - 所定外労働時間(月次)が表示されます。 

深夜所定内労働時間(月次) - 深夜所定内労働時間(月次)が表示されます。 

深夜法定外労働時間(月次) - 深夜法定外労働時間(月次)が表示されます。 

 

 「勤怠月次」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

勤怠(日毎)    ※オブジェクト「勤怠日次」です。 

［{勤怠日次名称}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「勤怠日次」に登録済みレコードがあり、かつ当レコードと紐づいている場合に表示され

ます。 

［参照］詳細については、「5.4.2 勤怠日次を確認する」を参照してください。 

今回連携した 2020年 8月 1日～15日

分の「勤怠日次」レコードが紐づいています。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

 

※「勤怠月次」詳細画面のアクションには、連携結果に関する項目はありません。 
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5.5 バックグラウンド処理履歴 

連携バッチを起動すると、バッチ終了時、オブジェクト「バックグラウンド処理履歴」に自動で履歴レコードが登録されます。 

連携バッチが正常に終了した場合だけでなく、エラーで終了した場合でもエラーの内容が履歴レコードに記録されます。 

「バックグラウンド処理履歴」の確認は、エラー原因の特定に役立ちます。 

 

5.5.1 バックグラウンド処理履歴を確認する 

 TeamSpirit のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「履歴」と入力し、下に表示される［バックグラウンド処理履歴］リンクをクリックします。 

 

 「バックグラウンド処理履歴」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

［最近参照したデータ ▼］＞［All］をクリックします。 

 

※この画面で［{No}］リンクをクリックして「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面を表示することもできますが、

正常終了の履歴かエラー終了の履歴か判別ができないため、リストビューを「All」に変更します。 
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 リストビューが「All」に切り替わります。確認したい履歴レコードの［{No}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、2020年 8月 17日に経費連携がエラーで終了した（結果＝「失敗」）履歴レコードの 

［{No}］リンクをクリックします。 

 

 「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面が表示されます。 
 

 「バックグラウンド処理履歴」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

No - 「バックグラウンド処理履歴」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「No{10桁の連番}」の形式です。 

処理名 - 処理名が表示されます。 

 経費連携で登録された場合 

「TeamSpirit連携用経費連携バッチ(V2)」 

 勤怠連携で登録された場合（親） 

「TeamSpirit連携用勤怠月次連携開始バッチ」 

 勤怠連携で登録された場合（正常終了時、子 x3） 

「TeamSpirit連携用勤怠月次連携バッチ」 

「TeamSpirit連携用勤怠日次連携バッチ」 

「TeamSpirit連携用勤怠明細連携バッチ」 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

実行日 - 連携実行日が表示されます。 

実行者 ○ 連携実行者（「要員マスタ」の要員）がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

親処理 ○ 当レコードが紐づく親レコードがある場合、親レコードの「No」がリンク表示され

ます。クリックすると、詳細画面が表示されます。 

※経費連携では 1 レコードしか登録されないため、ブランクとなります。 

勤怠連携では連携バッチが正常に終了すると、親が 1 つ、子が 3 つで計 4

つのレコードが登録されます。親レコードはブランクで、子レコードには親レコ

ードの「No」がリンク表示されます。 

ジョブ ID - 該当する Apexジョブコードが表示されます。 

クラス名 - 起動した Apex クラス名が表示されます。 

 経費連携で登録された場合 

「appsfs__TSLinkageExecuteExpenseBatchV2」 

 勤怠連携で登録された場合（親） 

「appsfs__TSLinkageExecuteAttendStartBatch」 

 勤怠連携で登録された場合（正常終了時、子 x3） 

「appsfs__TSLinkageExecuteAttendMonthlyBatch」 

「appsfs__TSLinkageExecuteAttendDailyBatch」 

「appsfs__TSLinkageExecuteAttendWorkBatch」 

結果 

結果 -  連携バッチが正常に終了した場合は、「完了」と表示されます。 

 連携バッチがエラーで終了した場合は、「失敗」と表示されます。 

エラーメッセージ -  連携バッチが正常に終了した場合はブランクです。 

 連携バッチがエラーで終了した場合は、エラーの原因が表示されます。 
 

※「バックグラウンド処理履歴」詳細画面のアクションと［関連］タブには、連携結果に関する項目はありません。 
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  補足 
TeamSpirit連携の操作に伴う補足情報について説明します。 

 

 

 

6.1 TeamSpirit連携起動コードについて 

日次に起動するバッチ等から TeamSpirit連携を実行できるように対応した、起動に必要なコードについて説明します。 

TeamSpirit連携起動コードは勤怠連携バッチで利用できます。 

 

6.1.1 勤怠連携バッチのコード 

 クラス：TSLinkageExecuteAttendStartBatch 

 コンストラクタの引数：Date startFrom（開始日）、Date endTo（終了日） 

 記載例 

 

 

Date startFrom = system.today(); 

Date endTo = system.today(); 

appsfs.TSLinkageExecuteAttendStartBatch batch = new appsfs.TSLinkageExecuteAttendStartBatch(startFrom, endTo); 

Database.executeBatch(batch, 200); 
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