
「ぽちっとDX」説明書

 



はじめに

この度は「ぽちっとDX」サービスにお申し込み頂きありがとうございます。ここでは「ぽちっとDX」の利用方法について説明します。
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「ぽちっとDX」とは

「ぽちっとDX」は、日常のお仕事の中で多くの方が課題に感じている「進捗の管理」と「情報の共有」を支援するため、豪ソフトウェア企業 
Atlassian Pty Ltd.が開発・提供するビジネスチーム向けのマネージ メントツール『Jira Work Management』と、コラボレーションツール
『Confluence』をベースに、リックソフトが日本企業のビジネスチーム向けに素早く、簡単に活用できるようなカスタマイズを施した DX 対応プ

です。IT 知識や技術をもった社員がいなくてもビジネスユーザーだけで使い始めるラットフォーム D-Accel（ディー・アクセル）のソリューション
ことができ、各チー ムメンバーの業務を可視化し、情報共有を促進することでマネージャーと現場をつなぐことによりビジネス チームの DX 化を強
力に支援します。 ぽちっと DX は無料評価からスタートし、ユーザー数や機能拡張の必要性、セキュリティ要件などにより、 お客様は有償版へ切り
替えができます。

Jira Work Management

Jira Work Management (以下Jira) は、みなさんの日々の仕事における作業を管理するためのソフトウェアです。 一つ一つの作業(またはタスク) を 
Jiraの課題(イシューまたはチケット) に入力します。 課題に入力できる内容には作業の概要・担当者・完了予定日、そして ステータスなどがありま
す。

作業の流れに応じてステータスを変更したり、仕事に関係するファイルを添付したり、コメント欄で 作業内容を記録したり、他のメンバーとコミュ
ニケーションを取るなども記録することができます。

課題は 様々な形で一覧で確認できるので、「自分が担当する作業には何があるか？」「他のメンバーはどんな作業をしているのか？」などのチーム
の作業全体を確認することもできます。

Confluence

Confluenceは、みなさんの日々の仕事で行っていることを記録することが出来るソフトウェアです。「ある作業で調べたことをまとめたり」「ミー
ティングの議事録を残したり」「その日１日に起こった出来事、思ったことをブログに残す」など作成したページに自由に記録しておくことができ
ます。

作成したページはチームメンバー全員に共有できます。検索したいワードを入力して誰かが書いたページを読んで自分の仕事の参考にすることも出
来ます。
もちろん Excel や Word で作成したファイルを添付しておくことも出来ますし、逆に Confluenceで書いたページをWord, PDF で出力することもで
きます。

Jiraの課題とConfluenceのページはリンクによって関連付けることができます。

「作業の状況は Jira の 課題で管理し、詳細な内容はConfluenceのページに記録しておく。」のように使えたりします。

必要な準備は「ぽちっとDX」で行われていますので、さっそく初めてみましょう。

 



1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

ログインしてみましょう

ログインする

お申し込みいただいた、または招待された「メールアドレス」宛てに、以下のメールが2通送信されているので開いてください。

D-Accel

あなたの「メールアドレス」宛てに、以下のメールが送信されているので開いてください。
メール件名：【リックソフト】ぽちっと のご招待DX 
送信元：eval@ icksoft.jpr
メール本文の  にアクセスして、ログイン画面を表示してください。https://app.daccel.jp/

ログイン画面のUsernameとPasswordに、メールの本文の「ユーザー名」と「仮パスワード」を入力して、Sign inボタンをクリックしてく
ださい。

初めてログインした場合は、パスワードの再設定が必要となります。パスワード変更画面が表示されるので、New PasswordとEnter New 
Password Againに新しいパスワードを入力して、Sendボタンをクリックしてください。

Atlassian

あなたの「メールアドレス」宛てに、以下のメールが送信されているので開いてください。
メール件名：Your team is waiting for you to join them
送信元：noreply@am.atlassian.com

http://mail.notifications.atlassian.com/
https://app.daccel.jp/


2.  

3.  

4.  

メール本文のJoin the teamをクリックしてください。

氏名を入力、パスワードを入力してサインアップをクリックしてください。

質問に答える、または質問をスキップして完了です。
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パスワードを忘れた場合

ログイン出来ない場合は次の手順でパスワードを変更することができます。

D-Accel

https://app.daccel.jp/ にアクセスして、ログイン画面を表示してください。
”Forgot your password?”リンクをクリックします。
Usernameに、お申し込みいただいた を入力してReset my passwordボタンをクリックしてください。「メールアドレス」
入力した「メールアドレス」宛てに、以下のメールが送信されているので開いてください。
メール件名：【リックソフト】ぽちっとDX あなたの認証コード
送信元：eval@ricksoft.jp
 ３の操作後、10分経過してもメールを受信しない場合、迷惑メールに含まれているかを確認してください。

パスワードの変更画面のCodeに、メール本文の「認証コード」、New PasswordとEnter New Password Againに新しいパスワードを入力し
て、Change ボタンをクリックしてください。
変更したパスワードで再度 ログインを行ってください。

Atlassian

https://id.atlassian.com/login にアクセスして、ログイン画面を表示します。
”Can’t log in?” をクリックします。
メールアドレス欄に Atlassianアカウントを登録したときにメールアドレスを入力して「Send recovery link」をクリックします
入力した「メールアドレス」宛てに、以下のメールが送信されます。メールの本文にある「Resend recovery link（リカバリ リンクを再送
信する）」をクリックします。
メール件名：Reset your Atlassian password
送信元：noreply@am.atlassian.com
 ３の操作後、10分経過してもメールを受信しない場合、迷惑メールに含まれているかを確認してください。

表示された画面で、新しいパスワードを入力してください。
変更したパスワードで再度 ログインを行ってください。

 

https://app.daccel.jp/
http://mail.notifications.atlassian.com/
https://id.atlassian.com/login


1.  

2.  

タスクで作業することを入力してみましょう

D-Accel のタスクに関する基本操作を説明します。

タスク一覧を表示する

ログイン後のホームの画面には業務の一覧がパネルで表示されます。作業したい業務の"D-Accelで開く"リンクをクリックします。

タブのタスクでタスク一覧の画面が表示されます。画面上部の ホームからいつでもホームの画面へ戻ることができます。

 



1.  

2.  

3.  

タスクを追加する

”タスク” とは、一つの作業のことを指します。 タスクを追加することで、その作業の ”行うこと”、”ゴール”、”担当者”、”期日” などを
入力して、その作業を追跡・管理することができます。

画面の上にある 「+ タスクを追加」をクリックしてください。

ダイアログが表示されるので、タイトル、説明、担当者を入力してください。

作成ボタンをクリックするとタスクが作成され、リストの一番上に表示されます。

 



1.  

2.  

タスクを編集する

作成したタスクは後から編集することができます。タイトル、担当者、開始日や期日は、タスクの一覧の項目を選択することで直接編集することが
できます。説明は詳細を表示することで編集することができます。

タスクの一覧から編集したいタスクのタイトル、担当者、開始日や期日をクリックして編集します。

タスクの説明は、  アイコン(詳細を表示) をクリックして、説明をクリックして編集します。

 



タスクのステータスを変更する

タスクのステータスは、その作業がどういう状態かを把握するためのものです。ステータスはタスクの一覧のステータス項目を選択することで直接
編集することができます。

タスクの一覧から変更したいタスクのステータスをクリックして編集します。

 



1.  

2.  

タスクにファイルを添付する

タスクにはファイルを添付して担当者やメンバーと共有することができます。

タスクの   アイコン(詳細を表示) をクリックして、詳細を表示します。詳細画面の左下にある  アイコンをクリックしてください。

選択ボタンから添付したいファイルを選択して追加ボタンをクリックします。



3.  添付されたファイルは、  からダウンロードすることができます。また、添付されたファイルは、 することができます。タ から削除
スクの一覧には、そのタスクに添付されたファイルの件数が表示されます。

 



1.  

2.  

タスクにコメントを追加する

タスクのコメントでは作業に対して、メンバーとコミュニケーションを取ったり、メモを残すことができます。特定のメンバーにコメント内容を通
知したい場合、 @と入力するとユーザーを選ぶことができます。これをメンションと呼びます。コメントを保存すると、メンションしたユーザーの
メールアドレスにコメント内容を送信することができます。

タスクの   アイコン(詳細を表示) をクリックして、詳細を表示します。詳細画面の右下にある "コメントを追加..." をクリックしてくださ
い。

コメント欄を入力します。特定のメンバーにメンションしたい場合は、@と入力するか、ツールバーの アイコンをクリックしてメン
バーを選択してください。



3.  追加されたコメントは、"編集"、"削除"することができます。タスクの一覧には、そのタスクに追加されたコメントの件数が表示されます。

 



タスク一覧を検索、フィルタする

タスクのタイトルで検索したり、自身が担当のタスク、今週が期限のタスク、完了したタスクなどでフィルタすることができます。多くのタスクが
作成されている場合はこれらを使ってタスクを見つけてください。

 



1.  

2.  

ページで作業に関する情報を共有してみましょう

D-Accel のページに関する基本操作を説明します。

ページ一覧を表示する

ログイン後のホームの画面には業務の一覧がパネルで表示されます。作業したい業務の"D-Accelで開く"リンクをクリックします。

タブのページをクリックするとページ一覧の画面が表示されます。画面上部の ホームからいつでもホームの画面へ戻ることができま
す。

 



1.  

2.  

ページを追加する

あなたは作業をする上で関係者と一緒にページ上で作業することができます。共同編集で同時に書き込み、コメントで互いへのフィードバックを行
い、作業をする上で重要な情報を共有できます。

ページはテンプレートを選択するだけですぐに作成できます。ワープロのように使用してページに書式設定したり、ページに要素を挿入したりする
ことができます。

画面の下にあるテンプレート すべて表示...から様々なテンプレートを選択できます。目的のテンプレートが無かっをクリックしてください。
た場合は空白ページを選択してください。

ページの作成画面が新規ウィンドウタブで表示されます。タイトル、本文を入力して、 ボタンをクリックください。



3.  

4.  

ページの作成を終える場合はウィンドウタブの x をクリックして閉じます。再度、ページを編集したい場合は   をクリックしてくださ
い。

作成されたページはリストの一番下に表示されます。

 



1.  

2.  

ページを表示する

作成したページは後から表示することができます。

ページの一覧から表示したいページの をクリックして表示します。

ページが新規ウィンドウタブで表示されます。ページの表示が終える場合はウィンドウタブの x をクリックして閉じます。ページを編集し

たい場合は   をクリックしてください。

 



1.  

2.  

ページを編集する

作成したページは後から編集することができます。

ページの一覧から編集したいページの をクリックして編集します。

ページの編集画面が新規ウィンドウタブで表示されます。ページのタイトルや本文を編集したら  をクリックします。



3.  ページの編集を終える場合はウィンドウタブの x をクリックして閉じます。再度、ページを編集したい場合は   をクリックしてくださ
い。

 



1.  

2.  

3.  

4.  

ページにファイルを添付する

ページにはファイルを添付してメンバーと共有することができます。

ページの一覧から編集したいページの をクリックして編集します。

ページの編集画面が新規ウィンドウタブで表示されます。ページの本文にファイルを挿入するために をクリックして添付するファイル
を選択します。

ファイルは1つだけでなく、複数のファイルを添付することができます。添付するファイルがページに挿入されたら  をクリックしま
す。

添付されたファイルはサムネイルをクリックすることで、そのファイルをプレビューしたり、ダウロードすることができます。

 



1.  

2.  

3.  

ページにコメントを追加する

ページのコメントでは共有した情報に対して、メンバーとコミュニケーションを取ったり、メモを残すことができます。特定のメンバーにコメント
内容を通知したい場合、 @と入力するとユーザーを選ぶことができます。これをメンションと呼びます。コメントを保存すると、メンションした
ユーザーのメールアドレスにコメント内容を送信することができます。

ページの一覧から表示したいページの をクリックして表示します。

ページが新規ウィンドウタブで表示されます。画面の一番下のコメントを書く...をクリックします。

コメント欄を入力します。特定のメンバーにメンションしたい場合は、@と入力するか、ツールバーの アイコンをクリックしてメン

バーを選択してください。



4.  追加されたコメントに"返信"、"編集"、"削除"することができます。

 



ページ一覧を検索、フィルタする

ページのタイトルで検索したり、自身が作成したページでフィルタすることができます。多くのページが作成されている場合はこれらを使ってペー
ジを見つけてください。

 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

他のメンバーを招待してみましょう

「ぽちっとDX」をお申し込み頂いたユーザーは、利用させたいユーザーを招待することができます。

 登録できるユーザーはお申し込み頂いたユーザーを除き８名までは無償で利用できます。これを超えるユーザーを追加したい場合は、有償プラン
に切り替える必要がありますので、 (   )リックソフト daccel-success@ricksoft.jp までご相談ください。

お申し込み頂いたユーザーでログインして、ホームの画面の "ユーザー管理" をクリックします。

ユーザー管理の画面の右にある招待ボタンをクリックします。

招待したいメンバーの を入力して招待ボタンをクリックします。「メールアドレス」

招待したいメンバーが登録されます。

招待したいメンバーの の手順に従ってくださ「メールアドレス」宛てに、メールが送信されますので、メンバーは"ログインしてみましょう"
い。

 

mailto:daccel-success@ricksoft.jp


1.  

2.  

3.  

4.  

ダッシュボードでセキュリティを確認してみましょう

外部からの攻撃に堅牢なクラウドも管理者による単純な設定ミスによるセキュリティのインシデントが問題となっています。このようなリスクを回
避するために、全てのサイトのプロジェクトやスペースに対して安全な権限が設定されているかどうかひと目でわかるダッシュボードを用意してい
ます。各プロジェクトの閲覧権限やアクセス可能ユーザーもまとめて確認して対策を取ることができます。

お申し込み頂いたユーザーでログインして、ホームの画面を表示します。

ホームの画面で、 アイコンで表示されている業務は外部へ公開されていることを示しています。

Jiraに 公開アイコンが表示されている場合
 "Jiraから開く"でプロジェクトへの匿名アクセスの許可 、 を参考に外部へのアクセスがパブリック アクセスを防止または削除する

されていないか確認してください。

Jiraに 公開アイコンが表示されている場合"Jiraから開く"、
"Confluenceから開く"で   を参考に外部へのアクセスがされていないか確認してください。パブリック アクセスのセットアップ

 

https://ja.confluence.atlassian.com/adminjiracloud/allowing-anonymous-access-to-your-project-779172888.html
https://support.atlassian.com/ja/jira-cloud-administration/docs/prevent-or-remove-public-access/
https://ja.confluence.atlassian.com/confcloud/setting-up-public-access-934718729.html


困ったときは

ここで説明している内容は、基本的な使い方になります。

使い方にお困りの場合は、以下のドキュメントをご覧頂くか、 (   )リックソフト daccel-success@ricksoft.jp までお問合せください。

mailto:daccel-success@ricksoft.jp

	「ぽちっとDX」説明書

