
Greenfile.workとは

STEP0

安全書類の作成・提出を簡単に。

建設業界から書類作業をなくす、それが私達のMISSIONです。
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元請様
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Greenfile.workとは



入退場管理でできること
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 iPadで顔認証して入退場を管理

カードやツールを使わずインカメラに顔を見せるだけで入退場時間

を記録。作業員のカード準備負担がなく、カード忘れの心配もござい

ません。

 スマホからも入場/退場状況の確認ができる

インターネットがつながる状況ならスマホ、タブレット、PCとどこからでもア

クセスが可能。管理や修正も簡単にできます。

 最終的にCSVで出面のダウンロードが可能

集計表もCSVで会社別/従業員別でダウンロードが可能のため、貴社に合

わせた集計が必要だったり、協力会社の請求にもお使いいただけます。

 顔認証に必要なデバイス

iPad/iPhoneにアプリをダウンロードするだけでご利用可能で、カードリー

ダーや専用の顔認証システムをご購入いただく必要はありません。



入退場管理でできること（労務安全書類からの流れ）

現場の

設定

写真

登録

入退場

記録

日々の

確認

集計

業務

出面

管理

作業員名簿で提出された作

業員のみ入退場管理をつ

けることが可能。
※元請けは作業員名簿に未登録

でも認証可能です。

定時時間の設定と

現場への設置をします。

新規入場者教育時に

各作業員の顔写真を登

録します。

毎日入場時と

退場時に記録します。

入場した人、退場した人

を確認できます。

入場者、退場者の記録を

集計することができます。

人員集計をCSVファイルで

ダウンロードをすることがで

き、請求に活かすことが可

能です。
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作業員名簿

の提出



スタートアップガイド

スタートアップガイドでは、準備から集計までの一連の流れを解説します。
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導入準備編 日々の現場編 集計編

STEP０
初期設定を行う

STEP１
現場の設定をする

STEP３
新規入場者の

顔写真を登録する

STEP４
日々の入退場方法
　

STEP５
記録の修正方法

STEP６
集計業務について

・作業員の入場 /退場

　時間を変更したい。

STEP２
現場にiPad/iPhone
を設置する



ガイドの構成

作業する項目

それでは、はじめていきましょう

スタートアップガイドは印刷し、完了した項目には✔をつけていきましょう。

画面のキャプチャなども交えて、操作内容を記載します。
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● 現場権限を確認する

● PC：パスワードを設定する

● iPad/iPhone: アプリをダウンロード

初期設定

STEP0

入退場機能を使うための初期設定を行ないましょう。
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Greenfile.workの初期設定

現場権限について

ログインしている従業員アカウントの現場権限を確認します。

重要

１．「現場関係者」から作業員名をクリック

作業員名簿の作成や入退場の編集を行なうには

現場ポータル・入退場の権限が [一般]もしくは[管

理者]である必要があります。

Point1



Greenfile.workの初期設定

現場権限について

ログインしている従業員アカウントの現場権限を確認します。

重要

１．「権限・通知」をクリック、入退場の権限を確認する。

現場ポータル・入退場の権限が「閲覧

のみ」になっている場合、現場情報、

入退場情報の編集することができませ

ん。

既に、現場ポータルの権限が「管理

者」の方へ権限の変更をご依頼くださ

い。



現場のパスワード設定をする

PCでGreenfile.workにログインし、現場の入退場パスワードを設定しましょう。

Greenfile.workの初期設定 重要

１．Greenfile.workにログインし、現場
名をクリック。

２．「入退場」機能をクリック。 ３．「システム設定」＞「端末ログイン」に
て、ログインのパスワードを設定しましょ
う。



１．App Storeを開く。 ２．「Greenfile.work」で
　　検索する。

３．「入手」を押す。

顔認証アプリをダウンロードする 　　現在Android版の対応をしておりません。
　　iPad/iPhoneのみの対応となります。

iPad/iPhoneの初期設定



５．画面に出てきていること
　　を確認し、完了。

４．画面に従って、FaceIDや
　パスワードの入力を進める。

iPad/iPhoneの初期設定



● 定時時間を設定する

現場情報の設定

STEP1

現場の定時を設定し、手動登録を楽にしましょう。
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定時時間を設定する

現場の入場/退場、休憩時間を設定します。

現場情報の設定

重要

１．管理画面から「システム設定」＞「入退場記録」をクリック、
表示された画面に入場時刻・退場時刻・休憩時間を入力する。

入退場管理機能はGreenfile.work労務安全書類

の付随機能となります。

現場作成は労務安全書類から行ってください。



● 現場に設置する

現場での設置

STEP2

現場にてiPad/iPhoneを設置し、顔認証の準備をしましょう。
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現場での設置

現場にiPad/iPhoneを設置する

壁

110cm　
〜120cm

上記のような防犯グッズを
使いましょう。
外に置く場合は、
雨風がしのげるフルカバー
タイプが良いです。

©サンワサプライ株式会社

後ろに並ぶ方は
画面に映らないように
少し距離を置いて待ちま
しょう。

用意するもの

● iPad(iOS14.0以降、
Cellular＋Wifiモデル推奨)

● iPad用の電源
● Wi-fiや4G等の回線

● iPhone(iOS14.0以降)
● 壁にiPad等を固定するための機器  

（もしくは テーブルや台  + スタンド）
● 防犯対策用の機器



顔写真の設定

STEP3

書類の作成を行う現場を作成しましょう。
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● 顔認証アプリの見方を確認する
● 入退場の顔写真の登録方法
● サービス画面の従業員本人写真の連携



顔認証アプリの見方を確認する

新規入場者についてはアプリにて顔写真を登録します。

顔写真の設定

［作業員一覧］をクリックすることで右
側の従業員表示を表示・非表示するこ
とができます。

iPhoneで入退場アプリを使用する場
合、初期設定として非表示になってい
ます。

ログイン画面に戻るこ
とができます。

顔認証開始ボタンです。
タッチした後、画面内に顔
を合わせることで入退場が
できます。

未登録ラベルは顔写真が登録さ
れていない従業員ということにな
ります。従業員名をクリックするこ
とで顔写真の登録ができます。

※写真登録をした後は右側の従
業員表示を下にスクロールして
【更新】をしてください。



顔認証アプリの見方を確認する

新規入場者についてはアプリにて顔写真を登録します。

顔写真の設定

「現場関係者」
会社別で既に作業員名簿に氏名が載っている人が
表示されます。

「全従業員」
会社別で作業員名簿に氏名が載っていない人を含
める全ての人が表示されます。

［作業員一覧］メニューの検索ボックスから、作業員を
検索することができます。 
「会社名」「従業員名」「所属支店名」を入力し、検索を
クリックします。 
 
また、「シェルフィー株式会社　建設太郎」といった検
索もできます。 
 
※複数の文字列を入力する際は、間にスペースを入
力してください。 



新規入場者の顔写真登録

新規入場者についてはアプリにて顔写真を登録します。

顔写真の設定

①対象の作業員を探し、
　タップする。

②顔マークをタップし、
　カメラを起動する。



● 顔認証の仕方

入退場の記録方法

STEP4

書類の作成を行う現場を作成しましょう。
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入退場の記録方法

１．iPadにて起動する。
　（常時起動を推奨）

２．「開始」をタッチする。
　　

３．顔認証をする。
　　



入退場の記録方法

④確認画面が出てきたら、
「名前」と「会社名」を確認し、「は
い」を押す。

⑤チェックマークの画面が
　出てきたら完了。
　　



● 記録画面の見方を確認する

● 手動で入場作業員を追加する

● 追加された作業員の入退場 /休憩時間を手動で変更する

日々の確認・修正

STEP5

入退場記録を確認し、修正が必要な場合は手動で修正しましょう。
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入退場記録画面の見方を確認する

パソコンやタブレット等、インターネットがつながる状況であれば、
どこからでも記録画面を見ることが可能です。

日々の確認・修正

ここから確認したい期間（日付）を選ぶ
ことができます。

日付毎に集計されていきます。
退場後に人数や時間が反映されま
す。

日付をクリックすると
内容やそれまでの入退場記録を見る
ことが可能です。



日々の確認・修正

管理画面の見方を確認する

パソコンやタブレット等、インターネットがつながる状況であれば、
どこからでも管理画面を見ることが可能です。

[作成]ボタンより、
入場手続きをし忘れてしまった作業員を手動
で追加することができます。

入場手続きをした作業員は
この画面に全て追加されます。

入場時間や退場時間も
この画面から修正をすることができま
す。

［承認］を行なった作業員はCCUSに
連携されます。

ステータスの左横のチェックボックス
から一括で承認することもできます。

承認されると他の項目の編集ができ
なくなります。編集したい場合は［未承
認］に戻してください。



手動で入場作業員を作成（追加）する

入場/退場両方とも手続きをし忘れて元請側で作成（追加）をしたい場合

１．確認したい日付をクリックし、[作成]を押す。

日々の確認・修正
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２．出てきた画面を上から順に埋めて、[確定]を押す。

作成された作業員は
入退場時間、休憩時間を
それぞれ設定した初期値で登録されま
す。



追加された作業員の入退場/休憩時間を手動で変更する

日々の確認・修正

間違って退場してしまったり、退場し忘れてしまった作業員を元請側で修正する場合

１．下記画面から修正したい人を探す。（赤枠に検索画面もございます。）
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２．画面が右に続いているので、入場/退場時間や休憩時間を手動で入力し、修正する。

※時刻にカーソルを乗せると編集画面が表示されます。



集計機能

STEP6

日々記録した人員を集計しましょう。
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● 「会社別/作業員別」集計画面の見方を確認する
● 「会社別」集計をCSVダウンロードする
● 「作業員別」集計をCSVダウンロードする



「会社別 /作業員別」集計画面の見方を確認する

集計機能

「会社別」集計画面の場合
このボタンから
集計結果をCSVで
ダウンロードが
可能です。

お好きな期間で
集計をすることが
できます。

特定の会社を会社名で検索できます。

選択した期間の人員集計結果が表示されます。



「会社別 /作業員別」集計画面の見方を確認する

集計機能

「作業員別」集計画面の場合

特定の会社を会社名で検索できます。

このボタンから
集計結果をCSVで
ダウンロードが
可能です。

お好きな期間で
集計をすることが
できます。

選択した期間の人員で個人の集計結果が表示され
ます。



「会社別 /作業員別」集計画面の見方を確認する

集計機能

日跨ぎ勤務の場合は 当日の集計となります。

１．2023/1/11 17:00 ~ 2023/1/12 03:00(27:00)勤務

２．2023/1/13のデータとして集計される
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集計表をCSVでダウンロードする
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全ての協力会社の情報は自社でも代理編集が行えます

１．赤枠内の日付をクリックし、集計したい期間を選択する。

集計機能

２．赤枠内のダウンロードボタンをクリック。



３．下記のように集計表が作られます。（CSVファイル）

集計機能

「会社別」CSVファイル

「作業員別」CSVファイル


