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報道機関各位

プロジェクトメンバーの業務を見える化！ 働き方改革を推進
メディアナビ、チームリーダーのためのクラウド型タスク管理ツールを提供
サービス名：ReTask（リタスク）
公式サイト：https://retask.jp

1ユーザー300円/月〜
無料トライアル版受付開始

2018/6/18(月) オープン
株式会社メディアナビ(東京、牧野朗子社長、03-5467-1541)は、業務の見える化を目指す、マルチプラットフォーム対応のクラウド
タスク管理ツール「ReTask」（リタスク）を開発しました。
PCやスマートフォンで直感的に操作。リアルタイムに業務内容を把握し、円滑にコミュニケーションできます。
ビジネスチャット「WowTalk」への連携機能も搭載し、メールだけでなくチャットを利用することでさらに業務のスピードアップ。
社員の労働負荷を視覚的に把握するワークロード／ガントチャートや、AIによるタスクコーチ機能を年内アップデート対応予定で
す。チームリーダーの悩みのタネである社員管理業務を軽減し、「チーム全体が本来業務に全力投球できるツール」を目指します。
本日6月18日（月）より製品版とトライアル版の申し込み受付を開始。販売価格は1ユーザー1ヶ月あたり300円／月から。トライア
ル版は6月中にお申し込みの企業様に限り、通常14日間のところ30日間完全無料でお試しいただけます。

「スケジュール帳」や「カレンダー」管理では
見えないものがある
チームリーダー共通の悩み。こんなことはありませんか？
● 同じチームのメンバーがお互いになにをやってるのかわからない。もっと風通し良くならないものか。😯
● 今週末納品の件、3日前に依頼したけど報告がない。どこまで進んでるのか…。でも、いちいち確認をするのもね…。☹
● いまちょっと手の空いてる人はいないかな、頼みたいことがあるんだけどみんな忙しそうにしてるし、困ったな。🤔
● 7月末納品のA社プロジェクト。まだ最終デザインチェックが来てないけど、誰のところで止まってるの？原稿待ち？😕
● いつも締め切り前にみんなで大慌てで残業。もっと早く対策していればこんなことにならないのに！😣
● 2週間前に依頼した件、対応進んでる？？

ええ！メールを見落としてたの？ 😱

● 去年対応したあの案件、今年も同じ方針でいくんだけど、どういう段取りだったっけ？😳

そんなリーダーの悩みを解決する「業務を見える化」するツール
「ReTask」は、チームの仕事を完全に見える化した、チームリーダーの為のマルチプラットフォームのクラウドタスク管理ツール。
当社の20年以上のソフトウェア開発プロジェクトのノウハウを活かし、チームリーダー共通の悩みのタネを解決するBtoBサービスと
して誕生しました。

チームリーダーを管理業務から解放
メンバーの報告処理や進捗確認の時間のムダをなくします

プロジェクトの目標

タスクの進捗を

マルチデバイス対応

タスクの共有

リアルタイム確認

出先から更新・報告

プロジェクトごとにメンバーの追加やタスク

常に最新の進捗状況を把握。

現場や外出先からリアルタイムで更新でき

の登録、作業期間や担当者を登録。メンバー

日報管理や会議時間を節約。

るので、帰社後の作業報告の負担を軽減。

の業務を可視化することで仕事量を把握。

一画面でわかりやすい！いつでもどこでも
見やすいインターフェイス
タスク管理・プロジェクト管理ツールというと設定が面倒で扱いにくいイメージを持たれる方も多いかと思います。
「ReTask」はITツールなどに慣れていない方でも扱いやすいように、文書のような、わかりやすい表示方法を採用しました。
[プロジェクト名] > [見出し] > [タスク]の3構造で表示し、更にタスクはツリー構造対応、最大で5階層まで設定可能。
一覧して見やすいデザインを意識しています。レスポンシブデザイン対応で、スマートフォンでもPCと全く同じイメージで利用可能。

WORD文書のような見出し付
き構造で読み易い
(右エリアのみ全画面表示対応）

開始予定日、終了日、
担当者を表示
（タスクの依頼可能）
参加プロジェクトを表示

親子タスク設定可能、最大5階層

（自由にメンバー招待可能）

（折りたたみも可能）

メニューの出し入れでPCと同じ視認性

素早く入力！Excelインポートも対応
各個人のタスク登録はもちろん、チームリーダーが一括して登録するシチュ
エーションもサポート。
見積の提出

入力ウィンドウから連続入力や、Excelファイルからの一括インポートも対応。

2018/06/11
2018/06/14

また、将来のアップデートで過去プロジェクトのタスクをテンプレート化し、
再活用する機能（リタスク機能）も搭載予定です。

直感的にタスクを整理
思いついた順にどんどんタスクを追加しても、ドラッグ操作で直感的に整理できます。
親子関係は5階層まで対応。複雑なタスク管理もすっきりした表示で作業がはかどります。
子タスク（下の階層のタスク）が完了すると、自動的に親タスク（上の階層のタスク）が完了します。
例えば、一つの作業に複数の構成を踏む必要があるケースや、監督と作業者がわかれている業務の場合は親子関係を作ることで管理を
しやすくなります。

メンバー間のタスク依頼もかんたん
タスクの一覧から担当者マークをクリックすれば、担当者の変更が可能。リーダーからの作業指示はもちろんのこと、すべてのタスク
と対応状況を全員で見ることができるので、メンバー同士の作業振替なども簡単にできます。

田中：
A社の新規導入提案、
予定より早く終わってます
（ヘルプできるよ！）

😓

山田：
今週〆切のB社対応
遅れてます、応援頼む…

😬👍

メンバーごとの状況を把握

フィルター機能で、プロジェクトを横断してメンバー別の作業予定を確認。
自分のタスクだけを絞り込んで確認したり、同一チームのメンバーだけを
選んで確認することができます。

チャットやメールで自動通知！業務スピードアップ
プロジェクトへの招待、タスクの依頼・完了、リマインド設定…
タスクの進捗状況やスケジュール管理はチャットやメールで自動通知。
いつどこにいても、リアルタイムに受け取ることができ、作業漏れを未然に防ぐことができます。
WowTalkに連携対応(自動送信・社員DB連携)
※WowTalkはワウテック株式会社の製品です。
※WowTalkの利用には別途ライセンス契約が必要です。

ReTaskが目指すもの、様々な業務の見える化
2018年、続々アップデート予定
ReTaskは誕生したばかりのサービスです。

※画面・機能はイメージです

ReTaskは2018年中に次のことを解決することを目指して進化していきます。

※オプション料金は未定です

繰り返し行うプロジェクトの計画を効率化
（リタスク機能）

各社員の労働負荷を見える化
（ワークロード機能）

プロジェクトやタスクのテンプレート化、

各社員の労働負荷状況（ワークロー

タスクの再利用（リタスク）をすることで、

ド）をグラフィカルに表示し、担

業務ノウハウの引き継ぎ精度と業務スピー

当者別の作業の埋まり具合を把握。

ドを向上。全社の業務効率を改善します。

負荷状況を見て別担当者へ適切な
配分を行う判断することが可能に
なります。

・プロジェクトの進行状況と予実管理
（ガントチャート機能）

ガントチャート（仮イメージ）
山
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山田太郎
完了済みの項目も表示
働き方改革
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12 対策
<<

リスト
2017/8

タスク
実施結果のヒヤリング内容作成

2

13 の実
14 施

AIチャットが上司に代わって業務進行
（AIタスクコーチ機能）

担当者
（未設定）

開始日

終了日

（未設定）

（未設定）

進捗率
0%

実施結果のヒヤリング調整の実施

（未設定）

（未設定）

（未設定）

0%

働き方改革アンケート

（未設定）

2017/08/15

2017/09/31

100%

アンケートの作成

鈴木宏美

2017/08/15

2017/08/24

100%

アンケート実施

山田太郎

2017/08/25

2017/08/31

100%

アンケート結果集計、分析

山田太郎

2017/09/1

2017/09/10

100%

対策の立案

山田太郎

2017/09/11

2017/09/31

100%

（未設定）

2017/08/15

2017/11/15

53%

ヒヤリング内容作成

山岡優子

2017/08/15

2017/08/20

100%

ヒヤリング調整の実施

佐藤めぐみ

2017/08/21

2017/10/31

60%

ヒヤリング結果集計

（未設定）

2017/11/01

2017/11/15

0%

世代別ヒヤリング

現場やることリスト

2017/08/22
2017/08/22
2017/08/26
2017/09/1
2017/09/11

2017/08/20
2017/08/23

2017/09/31
2017/08/25
2017/08/31
2017/09/10
2017/09/31

2017/08/22

（未設定）

2017/10/01

2017/10/31

25%

要件定義

山岡優子

2017/10/10

2017/10/20

50%

課題の分析

山岡優子

2017/10/20

2017/10/31

0%

ガント

ワークロード
2017/9
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プロジェクトの進行状況を視覚的

上司に代わり、AIがメンバー1人

に把握。計画に対する実績を確認

1人にパーソナルコーチング。

し、進行の遅れを察知可能になり

適切なタイミングでチャットやメー

ます。

ルでアドバイスをや作業進捗確認。
進捗がリアルタイム更新されてい
くので、精度の高いプロジェクト・
タスク管理が可能になります。

機能一覧表

年額プラン

300円/月
（年額3600円）

利用料金（1ユーザー）
月額プラン

360円/月

利用環境

PC、スマートフォン、タブレット利用

●

システム管理

ユーザー管理

●
システム管理ユーザーが管理画面上で登録・
削除可能

プロジェクト管理

プロジェクトメンバーの管理
プロジェクト作成

●
●
個数制限なし

タスク登録

タスクの確認・通知

プロジェクトのバックアップ

●

タスクのクイック登録

●

タスクのExcel一括インポート

●

優先度、進捗率、メモの追加

●

※近日対応

ファイルの添付

●

※近日対応

タスクのリマインド登録

●

※近日対応

見出しの作成

●

ドラッグ＆ドロップでの操作

●

タスクの5階層表示

●

メンバー間のタスク依頼

●

メンバーごとの状況把握（フィルタリン
グ）

●

マイタスク一覧

●

メール通知

●

チャット通知

●

※近日対応

※近日対応

WowTalkとの連携対応

製品名

ReTask [読み：リタスク]

価格

年額プラン：1ユーザーあたり300円(税抜)/月

(年額3,600円)

月額プラン：1ユーザーあたり360円(税抜)/月

トライアル版

公式サイトの専用フォームからの申し込みで14日間の無料トライアル版を提供。
6月末までの申し込み者限定で、30日無料トライアルキャンペーンを実施。

提供開始日

2018年6月18日（月）より受付開始

動作環境

PC / スマートフォン / タブレットの各種ブラウザー

導入目標

初年度200社、1万ライセンス

ご注意事項

対象は法人のみとさせていただきます。個人でのお申し込みはできません。

製品サイトURL

https://retask.jp

※本資料に掲載の画面は開発中のイメージです。内容は変更となる可能性があります。
株式会社メディアナビについて
社名 : 株式会社メディアナビ (MEDIA NAVI,Inc.)
代表取締役:牧野 朗子
所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 1-10-9 リマージュ K 2F
TEL : 03-5467-1541 FAX : 03-5467-1780
株式会社メディアナビは、創立以来、CD/DVD/BD、名刺、カレンダーの印刷ソフトをはじめとする、便利な印刷ソフトや写真素材
検索ソフト、インクの節約ソフトなどのパッケージ製品を軸にソフトウェアの企画・開発・販売し、お客様の印刷ライフをさら に快
適にする環境作りを作り上げてきました。2008年以降、新シリーズとして動画変換ソフト、仕事快適化ツールのジャンルを拡充。更
に2013年よりパソコンのサポートサービスや、スマートフォン・タブレット向けのアプリケーションの提供を開始し、パソコンソフ
トの枠にとらわれない製品・サービスづくりを続けてきております。そして2018年より新規事業としてBtoB向けサービス・ソフトウェ
アへと幅を広げ、さらなる事業拡大とITを活用したお客様に喜ばれる製品提供を目指していきます。
本件に関するお問い合わせ先:
○株式会社メディアナビ 広報担当:長沢(ながさわ)
TEL:03-5467-1541 FAX:03-5467-1780
(C)2018 MEDIA NAVI,Inc.

E-mail:public@medianavi.co.jp URL:http://www.medianavi.co.jp/

