
© 2021.0903 Kidsway Ltd. All rights reserved. 

confidential
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confidential1. はじめに
現場運用にあたり、まずKW通門管理システムの管理サイトへログイン頂き、グリーンサイトの登録と新規入場者
の承認を実施して頂く必要があります。

本マニュアルでは、現場運用開始前のKW通門管理システム登録方法について説明します。

■ご準備頂くもの
・設定情報シート
・インターネットに接続しブラウザが利用できるPCなど
・グリーンサイト プロジェクトID
・グリーンサイト ID/パスワード

KW通門管理システムで現場情報を編集し、
グリーンサイト プロジェクトIDを登録

KW通門管理システムで入場者を確認し
1人ごとにグリーンサイトへの連携を承認

※グリーンサイト上で「作業員名簿」が登録されているか
確認してください。

現場設置前
2頁-9頁

現場設置後
11頁-17頁

日々の運用
18頁-22頁

顔認証入館管理システムで入退状況の確認

ｽﾃｯﾌﾟ①

現場でiPadを設置(別途マニュアル)
卓上取付の場合：「KRN-IP01B 取扱説明書」

壁取り付けの場合：「KRN-IP11B 取扱説明書」

現場設置
10頁

ｽﾃｯﾌﾟ②

ｽﾃｯﾌﾟ③

ｽﾃｯﾌﾟ④
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現場設置前登録

現場設置前に、KW通門管理システムからグリーンサイトの情報を登録します。

2

ご利用端末：
PC(Google Chrome )/iPad

ｽﾃｯﾌﾟ①
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confidential2. ログイン画面-1

ブラウザを起動し、設定情報シートに記載されているKW通門管理システムのURLにアクセスし
ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

当サイトのご注意事項
・PCからご利用の方

推奨ブラウザ：Google Chrome
※Internet Explorerではご利用できません。

・スマートフォン/タブレット
推奨端末:iPad

初回の場合は4頁「2.ログイン画面-2」へ、

2回目以降は5頁「3.現場選択画面」へ遷移します。

クリック！
ここを参照
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confidential2. ログイン画面-2

初回ログイン時には「利用規約」および「個人情報保護取扱い方針」とパスワードの変更画面が
表示されます。
お読み頂き同意にチェックの上、変更後のパスワードを入力し『利用規約に同意してログイン』

ボタンを押してください。

ログイン後 5頁「3.現場選択画面」

へ遷移します。

同意にチェックをしてください。

変更するパスワードを入力してくださ

い。

クリック！

クリック！
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confidential3. 現場選択画面(現場登録時)

ログイン後現場選択画面が表示されます。
現場登録時は『管理メニューへ』を押して管理メニューを表示してください。
※ここの利用方法は12頁「8.現場選択画面(新規入場者確認)」にて説明します。

管理メニューが表示されます。

6頁「4.管理メニュー」へ遷移します。

クリック！
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confidential4. 管理メニュー画面

現場一覧画面が表示されます。

ここから現場を編集してください。

写真管理メニュー内の「現場情報」から『現場一覧』を押して下さい。

※ログインユーザーの権限によって機能が制限される
場合があります。

クリック！
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6.現場編集画面へ遷移します。

登録されている現場が表示されます。
編集ボタンを押してください。

クリック！
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confidential6. 現場編集画面-1

現場編集画面でグリーンサイトのプロジェクトコード(プロジェクトID)及びグリーンサイトのロ
グインID/パスワードを入力してください。
『GS確認』ボタンを押して「確認正常」と表示されることを確認し、画面下部の『保存』ボタン
を押してください。※『保存』ボタンを押さないと入力が保存されません。
※グレーアウトされている項目は触る必要はありません。

グリーンサイトのプロジェクトコード(プ
ロジェクトID)を入力してください。
(グリーンサイト内のプロジェクトメニューから
「詳細確認」を確認し、プロジェクト基本情報に
記載のプロジェクトIDをにゅうりょくしてくださ
い。)

グリーンサイトのログインID/パスワード
を入力してください。

ボタンを押して「確認正常」と表示され
れば正しい入力がされています。

※入力に誤りがある場合、エラーが表示されます。

保存ボタンを押すことで入力が保存され
ます。

プロジェクトコード

クリック！

クリック！
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confidential6. 現場編集画面-2

『保存』ボタンを押すと「現場の更新が完了しました」と表示されます。
ブラウザを閉じてください。

以上で現場設置前登録は終了です。
ステップ②へ進んでください。
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IPAD端末現場設置

10

次にキッズウェイから送付されたiPad端末を
現場に設置してください。

設置については別途マニュアルを参照してください。
卓上取付の場合：「KRN-IP01B 取扱説明書」

壁取り付けの場合：「KRN-IP11B 取扱説明書」
設置後ステップ③へ進んでください。

ｽﾃｯﾌﾟ②
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新規入場者承認

現場にiPadを設置後、顔認証で入場した方が正しい現場入場者か
承認を行う必要があります。 (※1現場、1人ごとに1回のみ承認)

また、事前にグリーンサイト上で「作業員名簿」が登録されているか確認して

ください。※顔登録時にグリーンサイトのQRコードを登録した時点からKW通門システム内には入場履

歴が蓄積されます。承認を行うことで蓄積したデータが遡ってグリーンサイトへ反映されます。

11

※本来は新規入場者教育後に1回行っていただく作業ですが
今回の運用では既に新規入場者教育が終わっている方がいますので
日々入場者を確認頂き入場した方の承認を行っていただく必要があります。

ご利用端末：
PC(Google Chrome )/iPad

ｽﾃｯﾌﾟ③



12

confidential7. ログイン画面

13頁「8.現場選択画面(新規入場者確認)」に遷移します。

クリック！

ブラウザを起動し、設定情報シートに記載されているKW通門管理システムのURLにアクセスし
ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

当サイトのご注意事項
・PCからご利用の方

推奨ブラウザ：Google Chrome
※Internet Explorerではご利用できません。

・スマートフォン/タブレット
推奨端末:iPad

ここを参照
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confidential8. 現場選択画面(新規入場者確認)

ログイン後現場選択画面が表示されます。
現場選択の『選択』ボタンを押してください。
※ログイン後に管理メニューが表示された場合は画面右上の『現場選択画面へ戻る』ボタンを押して現場選択
画面に遷移してください。

クリック！
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confidential9. 入退状況一覧画面

現場の入退状況一覧が表示されます。
画面左上のタブを押して現場メニューを表示してください。
現場メニューから現場作業者一覧を選択してください。

クリック！

クリック！

「現場作業者一覧ボタン」を押すと「作業者マス
ター情報一覧」画面が表示されます。
15頁「1０. 作業者マスター情報一覧(承認画面)」
へ遷移します。
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confidential1０. 作業者マスター情報一覧-1(承認画面)

この現場に一度でも入場されたことがある方の一覧が表示されます。

顔認証で入場した方が正しい現場入場者か確認し、承認をして
ください。 (1現場、1人ごとに初めの1回のみ)
また、事前にグリーンサイト上で作業員名簿が登録されている
か確認をしてください。
※承認をしないとその方のデータがグリーンサイトへ連携されず、CCUSへも連携されません。

CCUS承認
(CCUS直接連携する場合の項目です)
●：未登録
●：正常

新規承認
●：未承認
●：承認済

GS QRチェック
●：QRコード未登録
●：QRコードが間違い
●：QR登録有り GS作業員名簿無し
●：異常なし
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confidential1０. 作業者マスター情報一覧-2(承認方法)

顔認証で入場した方が正しい現場入場者か確認し、承認をして
ください。 (1現場、1人ごとに初めの1回のみ)
また、事前にグリーンサイト上で作業員名簿が登録されている
か確認をしてください。
※承認をしないとその方のデータがグリーンサイトへ連携されず、CCUSへも連携されません。

承認方法(3通り)
①個別承認：承認する作業者の承認ボタンをクリックして承認します。
②一括承認：ページ内未承認指定にチェックを入れると一覧の承認されていない作業者の

承認部分にチェックが入ります。
その状態で『一括承認』ボタンをクリックすることで一括で承認します。

③自動承認：『入退時自動承認』ボタンをクリックすると右図のポップアップが
表示されます。了承をすることで作業者の入退情報が更新された際に
承認が自動で実行されるようになります。
※本来承認しない作業者も承認が実施される場合がありますので
ご注意ください。

(GS作業員名簿に登録が無い場合は承認しても問題ありません。
その場合はGS QRチェックが●以外になります。)

①個別承認

②一括承認 ③自動承認
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以上で新規入場者の承認は終了です。

※一度実施後も新たに入場された人は
再度1人ごと承認してください。

ステップ④に進んでください。
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入退場確認(顔認証入館管理システム)

日々の入退場状況は顔認証入館管理システムで一覧表示することができます。

18

ご利用端末：
PC(Google Chrome )/iPad

ｽﾃｯﾌﾟ④
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confidential11. ログイン画面(顔認証入館管理システム)

ブラウザを起動し、設定情報シートに記載されているKW通門管理システムのURLにアクセスし
ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

当サイトのご注意事項
・PCからご利用の方
推奨ブラウザ：Google Chrome
※Internet Explorerではご利用できません。

・スマートフォン/タブレット
推奨端末:iPad

20頁「12. 入退状況一覧画面-1」に遷移します。

クリック！
ここを参照
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confidential12. 入退状況一覧画面-1

入退状況一覧画面です。
現場に入場した人の入退状況がアイコンで確認できます。
また、入退状況はCSVで抽出することができます。

1 2

■：退場者
■：現在入場者

入場、退場ともに時刻が入っておらずアイコンが
赤のため、本日は入場していません。

入場、退場に時刻が入っておりアイコンが赤のため、
本日は入場した後、既に退場しています。

入場に時刻が入っており、アイコンが緑のため
現在入場しています。

本日の入退状況をCSVで抽出できます。
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confidential12. 入退状況一覧画面-2(表示切り替え)

入退状況の表示は入場者のみ表示や、数字のみでの
表示に切り替えることが出来ます。

ログイン画面に戻ります。

入場者のみと入場者＋退勤者の表示を切り替えます。

入場者のみにした場合

入退状況のアイコンを表示と数字のみを切り替えます。

数字のみにした場合
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confidential12. 入退状況一覧画面-3(入退場履歴)

画面上部のタブから入退場履歴一覧を選択すると
過去の入退場履歴を参照することが出来ます。
履歴から指定した日付間のCSVを抽出することができます。

入退場履歴一覧を選択

入退場履歴
選択

日付を指定してCSVのダウンロードが
できます。

クリック！

クリック！


