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1. 一日の流れ  

1. ブラウザを起動し、Log+を開きます。 
 

2. Log+のログイン画面に「ログイン ID」と「パスワード」を入力します。 
※ログイン ID・パスワードは別途配布されたものを利用 
入力後[ログイン]をクリックします。 

 

3. Log+にログイン後 [出勤]をクリックします。 
  

☚ 
☚ 

☚ 
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4. 出勤後「マイページ」の [クイックスタート]から該当の作業ボタンを探して、クリックします。 
 

5. 休憩をする際には「マイページ」の「クイックスタート」から[休憩]をクリックします。 
  

☚ 

☚ 
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6. 休憩後、作業を開始するにはもう一度「マイページ」の [クイックスタート]から 
該当の作業ボタンを探して、クリックします。 

 

7. 1 日の業務が終了したら「マイページ」の「クイックスタート」から 
[日報送信(退勤処理)]をクリックし日報を作成します。 

☚ 

☚ 
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8. [日報送信(退勤処理)]をクリック後「全体共有」や「上司への報告」があれば入力します。 
日報に含まない作業は「チェックマーク」を外します。 
入力後[確認する]をクリックします。 

 

9. 1 日の業務内容を確認し[送信する]をクリックします。 
日報の送信忘れが多いので注意してください。 

  

☚ 

☚ 

☚ 

☚ 
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10.  日報送信完了後、[ログアウトする]をクリックし Log+からログアウトします。 
  

☚ 
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2. 始めた作業が間違っていた場合（削除と時刻修正） 

1. 始めた作業が間違っていたことに気づいた場合、正しい作業をクイックスタートから始めます。 
 

2. 正しいタスクが開始されたことが確認できたら、一日の作業の表を右にスクロールします。 
  

☚ 
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3. 間違えて始めてしまった作業は削除ボタンから削除します。 
削除前に本当に削除していいか確認があります。 

 

4. 正しいタスクは開始時間が間違っているままなので、時刻修正ボタンから修正をおこないます。 
  

☚ 

☚ 
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5. 開始日時を選択、修正理由を入力して[確認する]ボタンをクリックします。 
 

6. 修正前と修正後を比較・確認して[保存する]ボタンをクリックします。 
  

☚ 
☚ 

☚ 

☚ 
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3. 別の作業をつけ忘れた場合（作業分割） 

1. 現在の作業を終了せず違う作業を進めて別の作業をつけ忘れた場合は 
作業分割をしてからの作業編集が可能です。 
すでに終了している作業が対象になります。 

 
2. 分割したい作業の時刻修正ボタンをクリックします。 
  

☚ 
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3. 作業を分割するボタンをクリックします。 
 

4. 分割する日時を選択して、修正理由を記入し、[確認する]ボタンをクリックします。 
  

☚ 

☚ 

☚ 
☚ 
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5. 分割前と分割後を比較・確認して[分割する]ボタンをクリックします。 
 

6. 分割した作業は、編集ボタンをクリックして詳細を編集します。 
  

☚ 

☚ 
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7. 別のタスクに割り当てを変更したり、タイトルやメモの編集も可能です。 
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4. 日報を送ったあとに修正が必要になった場合（日報取り下げ） 

1. 日報を送ったあと、間違いがあり修正が必要になった場合は 
日報の取り下げをおこない修正します。 
日報の取り下げは日報を送信してから 5 日以内は可能です。 

 

2. 日報を取り下げると、マイページの一日の作業にデータが戻ります。 
必要な修正をおこない、改めて日報送信をおこなってください。 
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3. 日報作成画面では、【送りたい日の作業のみにチェック】を入れて作成してください。 

☚ 
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1. 一日の流れ  

1. Kindleのブラウザ「silk」をクリックし、 
Log+を開きます。 
※ブックマークにも登録されています。 

 

2. Log+のログイン画面に 
「ログイン ID」と「パスワード」を 
入力します。 
 
※ログイン ID・パスワードは 
別途配布されたものを利用 
 
入力後[ログイン]をクリックします。 

 
  

☚ 

☚ 
☚ 
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3. Log+にログイン後「勤務地」を選択し、 
[出勤]をクリックします。 

 

4. 出勤後「マイページ」の「未完了タスク」に 
表示される[ピン留め]をクリックします。 
 
[ピン留め]からタスクを探して、 
[作業開始]をクリックします。 

 
  

☚ 
☚ 

☚ 
☚ 

☚ 
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5. 休憩をする際には 
「マイページ」の「クイックスタート」から 
[休憩]をクリックします。 

 

6. 休憩後、作業を開始するにはもう一度 
「マイページ」の「未完了タスク」から 
[ピン留め]をクリックします。 
 
[ピン留め]からタスクを探して、 
[作業開始]をクリックします。 

 
  

☚ 

☚ 
☚ 

☚ 
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7. 1日の業務が終了したら 
「マイページ」の「クイックスタート」から 
[日報送信(退勤処理)]をクリックし 
日報を作成します。 

 
8. [日報送信(退勤処理)]をクリック後 
「全体共有」や「上司への報告」があれば 
入力します。 
 
日報に含まない作業は 
「チェックマーク」を外します。 
 
入力後[確認する]をクリックします。 

 
  

☚ 

☚ 

☚ 

☚ 



Log+マニュアル 6 

  

9. 1日の業務内容を確認し 
[送信する]をクリックします。 

 
10.  日報送信完了後、 

[ログアウトする]をクリックし 
Log+からログアウトします。 

 
  

☚ 

☚ 
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2. 始めた作業が間違っていた場合（削除と時刻修正） 

1. 始めた作業が間違っていたことに気づいた場合、 
正しいタスクを未完了タスクから始めます。 

 
2. 正しいタスクが開始されたことが確認できたら、 
一日の作業の表を右にスクロールします。 

 
  

☚ 
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3. 間違えて始めてしまった作業は 
削除ボタンから削除します。 
 
削除前に本当に削除していいか確認があります。 

 
4. 正しいタスクは開始時間が間違っているままなので、 
時刻修正ボタンから修正をおこないます。 

 
  

☚ 

☚ 
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5. 開始日時を選択、修正理由を入力して 
[確認する]ボタンをクリックします。 

 
6. 修正前と修正後を比較・確認して 

[保存する]ボタンをクリックします。 

 
  

☚ 

☚ 
☚ 
☚ 
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3. 別の作業をつけ忘れた場合（作業分割） 

1. 現在の作業を終了せず違う作業を進めて 
別の作業をつけ忘れた場合は作業分割をしてからの 
作業編集が可能です。 
 
すでに終了している作業が対象になります。 

 
2. 一日の作業の表を右にスクロールします。 

 

☚ 
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3. 分割したい作業の時刻修正ボタンをクリックします。 

 
4. 作業を分割するボタンをクリックします。 

 

☚ 

☚ 
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5. 分割する日時を選択して、修正理由を記入し、 
[確認する]ボタンをクリックします。 

 
6. 分割前と分割後を比較・確認して 

[分割する]ボタンをクリックします。 

 
  

☚ 

☚ 
☚ 
☚ 
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7. 分割した作業は、編集ボタンをクリックして 
詳細を編集します。 

 
8. 別のタスクに割り当てを変更したり、 
タイトルやメモの編集も可能です。 

 
  

☚ 
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4. 日報を送ったあとに修正が必要になった場合（日報取り下げ） 

1. 日報を送ったあと、 
間違いがあり修正が必要になった場合は 
日報の取り下げをおこない修正します。 
 
日報の取り下げは日報を送信してから 
5日以内は可能です。 

 
2. 日報を取り下げると、マイページの一日の作業に 
データが戻ります。 
 
必要な修正をおこない、 
改めて日報送信をおこなってください。 
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