
VIKet Townの過ごし方

はじめかたガイド



はじめに ViKetはこの４つの動作を体験いただくと魅力が伝わり、 
継続率100%のサービスです！
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異世界空間にINする 自分のアバターを設定する

メンバーを招待する 招待したアバターをタップする
チャット 直接話しかけるプレゼント



1.異世界空間にINする

左上のINのボタンを押すと 
モーダルが表示されます ②退勤予定時間を設定します 

設定した時間が近づくと、 
メール+ブラウザ通知でお知らせ 
設定した時刻になると自動で退勤します

①休憩予定時間を設定します 
設定した時間が近づくと、 
メール+ブラウザ通知でお知らせします

③出勤する拠点を選べます 
statusのどこに 
出勤するかを選ぶことができます。

④コメントやTODOを記入できます 
「おはようございます！」などのコメントや 
１日のスケジュールを記入できます。 
画像の添付も可能です。

⑤INを押すと出勤完了！
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ViKet TownにINしましょう



2.自分のアバターを設定する
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アバター設定画面より、帽子、髪型、目、口、服装を 
好みのパーツに着せ替えることができます。 

ショップで購入したパーツもここで着替えることができます。

アバターを作りましょう



3.メンバーを招待する

メンバーを招待しましょう
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メールアドレス、名前を記入してメンバーに招待を送ることができます

　　を押すと複数のメンバーを招待できます
+チーム 

＋ポジション 

所属の部署やチームを登録できます

役職を登録できます
※同じメールアドレス宛に招待を送ることはできません



招待されたメンバーは招待メールに 
記載されているURLから 
任意のパスワードを設定してください。 

アカウントが作成され 
ログイン可能になります。 
※オフィスIDは共通です

メンバーを招待しましょう

3.メンバーを招待する



4.招待するアバターをタップする アバターをクリックするとプレゼントを送ったり 
チャット、直接音声で話しかけることが可能です。

チャット画面 話しかける

　　を押すと通話を切ることができます。 
また、通話中ではない 
メンバーが　　を押すと 

通話に参加することができます。

プレゼント

ショップで購入した 
アイテムや服を 

プレゼントできます

選んだメンバーと 
チャットを 

することができます
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ViKet Townの画面アイコン
メニューバー 
IN/OUTのボタンや　他のページへ移動する際に使用するバー

1

Status(ステータス) 
出勤する際に現実世界では 

どこにいるかを 
伝えることが可能です。 

在宅、オフィス、 
コワーキングスペース、カフェ等

2 3

Room(ルーム) 
Video 、Voice 、Timeの 
3種類のRoomを使用したり 
アバターでの 
コミュニケーションを 
行うことができます。
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ViKet Townの画面アイコン

オフィスID

1

メンバー⇨ メンバー一覧を閲覧・編集できます 
フィード⇨ Todo/日報/社内報を閲覧できます 
ショップ⇨ アバターの服や装飾、 
　　　　　 プレゼントを購入できます

IN/OUTボタン 
出勤・退勤はこちらから行えます

勤怠管理⇨ メンバーの勤怠情報を確認したり 
　　　　　 有給の管理・申請を行えます 
ヘルプ　⇨ サポートデスクへのお問い合わせや 
　　　　　 マニュアルの閲覧ができます

マイページやアバター設定へ 
ショートカットできます

メニューバー1
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ViKet Townの画面アイコン Status(ステータス)2

+ボタン 
Statusに部屋を追加することができます

各Statusの名前や説明を変更できます

休憩 
休憩スペースに入ると勤怠も休憩時間としてカウントされます 
※Room(Time)に入っていない状態でPCがスリープするorブラウザを閉じた場合も休憩スペースに移動します

休日 
INをしていないメンバーは休日欄に表示されます

◀Status編集画面
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ViKet Townの画面アイコン Room(ルーム)3

+ボタン 
Roomに部屋を 
追加することができます

　ボタン 
Roomの表示の絞り込みができます

異世界空間 
好きな異世界空間の 
背景に切り替えることができます

ビデオ通話・音声通話の 
利用ポイントの残高が 
表示されます 
+ボタンから購入ができます 

※Master権限のユーザー様のみ表示

音声通話の 
ミュートON/OFFが 
できます
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ViKet Townの画面アイコン Room(ルーム)3

Roomスペース 
3種類の部屋を利用することができます

フリースペース 
メンバーのアバターが表示されます 
クリックで自由に移動したり、 
アバター同士のコミュニケーションを行えます

アバターの装備を変更したり 
オープンチャットを送信できます

移動 
する

フリースペース内をクリックするとアバターが移動します 10



ViKet TownからOUTする

左上のOUTのボタンを押すと 
モーダルが表示されます
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①退勤予定時間を確認できます 
退勤時間を延長したい場合は 
退勤30分前になると、+30分の 
ボタンが押せるようになり、 
退勤時間の延長が可能です。 
※退勤時間を過ぎると自動で延長します

②コメントや日報などを記入できます 
画像の添付も可能です。

③OUTボタンを押すとコメント/日報が 
送付され退勤が完了します。
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退勤する時はViKet TownからOUTしましょう



Status/Roomについて

Statusを設定しましょう
拠点ごと、チームごと、雇用形態ごとなど自由にカスタマイズできます

拠点ごと チームごと 雇用形態ごと
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Status/Roomについて

Roomを設定しましょう
Roomは3種類のタイプがあります。目的に応じてRoomを作成しましょう。 
Room数は無限に増やすことが可能です。

時間管理が 
できるRoom

音声通話が 
できるRoom

ビデオ通話が 
できるRoom

でRoomの絞りこみを行うことができます
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人が入っているRoomのみ表示させることもできるので 
メンバーが何をしているのかが一目でわかります



Status/Roomについて

滞在履歴について
マイページから各Roomの滞在時間、休憩時間、残業時間、個別通話時間を 
グラフで閲覧することができます。
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下へスクロール

滞在履歴は期間を絞り込んでCSVで 
書き出すことができます



ビデオ通話について

画面共有ボタン 退室ボタン参加者数マイク/ビデオOFF

コピーしたURLを送ると 
メンバー以外のゲストユーザーを 
招待することができます

ビデオアイコンのボタンを押すと 
ビデオ通話を開始できます
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ビデオ画面



ビデオ通話について

マイクとビデオのアイコン横の＞をクリックすると 
デバイスの選択/バーチャル背景の設定が行えます。

バーチャル背景はテンプレのデザイン 
または[画像の追加]から任意の 
画像をアップロードできます
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ビデオ通話について

20

ゲストの場合 
入室前に名前の入力を行い、ゲストとして入室できます。

※オフィスのメンバー(ゲストではないユーザー)が 
入室していない場合はゲストは通話に入室できません

ゲストユーザーが入室した際はROOMに 
ゲストアイコンが表示されます。

ゲスト招待時



音声通話について マイクアイコンのボタンを押すと 
音声通話を開始できます

ボタンを押すと音声通話から退室できます
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アバターについて 武器、アイテム、防御を装備することで「今日は集中したいです」「今日は絶好調！」 
「いつでも相談して！」「誰か助けて！」等自分の状況を伝えることが可能です。

防御の「集中してます」「対応中」を選択中は 
話しけかられることを防ぐこともできます
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マイページについて 自分またはメンバーのプロフィールを閲覧できます

メンバー一覧またはヘッダーのアイコンから 
自分のマイページorメンバーのプロフィールを閲覧できます

・アバターの着替え 
・自分のアバター 
・プロフィールの設定

・所持ビケの確認 
・レベルの確認 
・ビケ履歴の確認

・もらったコメントの 
閲覧

次のメンバーの 
ページへ移動
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マイページについて 自分またはメンバーのプロフィールを閲覧できます

・名前 (勤怠管理機能にて使用される名前になります) 
・ニックネーム (通常表示される名前になります) 
・ID 
・メールアドレス 
・タイムゾーン 
・入社日 
・誕生日 
・チーム 
・ポジション 
・言語 
・権限 
・メールの通知のON/OFF

上記が設定できます 
※master権限のユーザーは全メンバーの設定を変更可能です
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ショップについて

アバターの衣装やプレゼントをViKeで購入しましょう
購入に必要なViKeはViKet Town内でのコミュニケーションにより貯めることができます

購入したパーツはマイボックス内で 
売ったり、誰かにプレゼントが可能です
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フィードについて

レポート
OUTする際に送られるみんなのレポートを読んで 
気軽にコメントやアドバイスを送ってみましょう！

コメントボタン
コメント入力ボックスが 
表示されコメントを入力 
することができます。

ビケボタン
日報に対して 
1~5でビケをプレゼントできます

リアクションボタン
コメントと一緒にリアクションを 
送ることができます。
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フィードについて

Todo
メンバーが出勤時に記入した 
コメントを見ることができます

Forum
Forumは社内報や掲示板として 
使用する事ができます 
+投稿する を押すと 
新規投稿を作成できます
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フィードについて

ありがとうページ
リアクションつきで送られた 
コメントを一覧で見ることが 
できます

外部公開をON/OFFする 
ことができ、ONの状態で 
URLを共有すると 
オフィス内のメンバー以外の 
ユーザーもこのページを閲覧できます
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勤怠管理

絞り込み/並び替え

出退勤情報
・勤怠種類の確認/変更 
・有給申請/有給承認 
・勤怠の確認 
を行うことができます

メンバー情報
名前/チーム名/入社日/勤続月数/有給残数/有給数/休日総数/欠勤数を確認できます

有給付与
各メンバーに有給を付与することができます※master権限ユーザーのみ

入社日順/チーム名順で並び替えができます

CSV書き出し

勤怠情報を月別でExcelに書き出すことができます

メンバーの勤怠管理を行うことができます
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勤怠管理
メンバーの勤怠管理を行うことができます

出勤～退勤時間

実労働時間(出勤~退勤時間)-(休憩時間) 
/休憩時間(Loungeに滞在した時間)

出勤中でまだ 
退勤が押されて 
いない状態

有給承認済 
=休日にカウント

休日/欠勤 
=休日にカウント

代休 
=休日にカウント

有給申請中 
（承認前)

各勤怠の表示について
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勤怠管理
メンバーの勤怠管理を行うことができます

有給付与について(Master権限のみ可能) ①有給付与日 
付与日を指定できます 
※付与した有給数の失効日は 
付与日から2年後になります。

②付与メンバーを選択 
付与するメンバーを選択できます。 
+,-ボタンで付与する有給数を 
変更できます。

有給の付与日に対し 
有給数をマイナスに指定すると 
現在の有給数から減らすことが可能です

1
2
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③メンバーの追加 
付与するメンバーを複数選択できます 31



勤怠管理
メンバーの勤怠管理を行うことができます

有給申請について

自分の列の当日以降の日付の 
ボタンをクリックすると 
有給申請を行うことができます。
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勤怠管理
メンバーの勤怠管理を行うことができます

有給承認について
メンバーが有給申請を行うとmaster権限のユーザーに 
メールで通知がされます。

承認がされ、 
有給の登録が完了します

有給申請中の表示から 
申請前の状態に戻ります

承認するを選んだ場合

承認しないを選んだ場合
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勤怠管理
メンバーの勤怠管理を行うことができます

勤怠種類の変更について

当日以前の勤怠に関して 
勤怠種類の変更をすることができます
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位置情報共有機能について

アプリから地図を表示しよう

タップ

★ストアからDL後、ブラウザ版と同じ手順でログインしてください

②地図上に出勤しているメンバーが表示されます

位置情報取得のタイミングは下記の通りです

★位置情報の取得を「常に許可」してください

・出勤時 
・アプリを操作しているとき

※アプリが完全に終了しているときは出勤時の位置情報の取得ができません 
※PCやブラウザで出退勤を行った場合は、地図上の更新に最大15分時差があります

③退勤すると、自動で地図上から表示がなくなります

①左下のアイコンをタップして、 
オフィスと地図を切り替えましょう

地図上のメンバーをタップすると 
詳細を見ることができます

35



位置情報共有機能について
①　　をタップすると、 
自分が地図の中心になり、位置情報の詳細が表示されます

佐藤りも子

②「位置情報の共有」「プライベートモード」を設定できます

現在地が市区町村まで表示
オフィスで入室している部屋名
名前

位置情報が何分前の情報かを表示

位置情報の共有をオフ にすると
地図上からアイコンが消え、 
右図のように表示されます。

プライベートモードをオン にすると
アイコンの縁がブルー→グリーンになり 
地図上での表示が詳細な位置→おおまかな位置に切り替わります

※実際の場所から半径5~20km以内のランダムな場所で表示されます

佐藤りも子

佐藤りも子

鎌倉スタジオ

自分の位置を表示しよう

1
2
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位置情報共有機能について

メンバーを地図に表示させよう

ショートカットを開きます

ショートカットにメンバーを追加/削除できます

④チーム一覧や名前の入力からも 
追加したいメンバーを探すことができます

①地図の画面で右下の をタップし

②左上の をタップします

③ ボタンをタップすると/

1

2

3
4
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スポット登録機能について

①地図の画面で登録したい箇所を 
タップで長押しするとピンが立ちます。

②「マイスポットに追加」で 
内容を登録できます

③店名/場所名/ 
○○のおすすめスポットなど任意で 
スポット名を入力できます　※必須

④カテゴリを選択できます※必須 
カテゴリによってピンの色が変化します

⑤スポットについての説明を 
入力できます※必須

1

2

3

4
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スポット登録機能について

・項目を全て入力すると「OK」で登録ができるようになります。

を押すと登録したスポットのURLを 
社内メンバーに共有できます。 
※URLの共有には以下の条件が必要になります 
共有相手がiOSアプリ「Remorks」をインストールしている 
同じオフィスのユーザーである 

を押すと登録したスポットを削除できます。 
自分またはmaster権限のユーザーのみ 
削除可能です。

・登録したスポットは以下の機能が利用できます

1 2
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位置情報の設定について

設定＞ViKet Townから 
通知や位置情報の利用設定が可能です。

・正確な位置情報がONの状態でも 
在宅モードにすれば、おおよその位置情報で表示されます

・位置情報の利用は「常に許可」にしてください 
出勤時以外に位置情報が共有されることはありません

・通知をONにすると、 
休憩時間やForumへの新しい投稿などのお知らせがきて便利です
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よくある質問
■新規登録/ログインについて

Q.オフィスIDが分からなくなってしまいました

A.以下のアドレスからRemorksチームへ 
お問い合わせください　 
viket-town@pla-cole.co

Q.オフィスIDとはなんですか？

A.オフィスを開設した後にメンバーがログインする際の 
共通IDとなります。チーム内、社内で共有してお使いください。

■オフィスについて

Q.メンバーは何人まで招待できますか？

A.無制限で招待できます。

Q.１つのRoomには何人まで入れますか？

A.タイムRoomには無制限で入ることができます。 
ビデオRoomは最大50人まで 
音声Roomは最大10人まで入ることができます。

Q.Roomはいくつまで設定することができますか？

A.無制限で登録できます。

41
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よくある質問
■Member招待について

Q.同じアドレスで複数の招待は可能ですか？

A.同一アドレスでの登録は個人情報保護の観点から 
できないようにしております。 
@の前に+1などの任意の数字を入れていただくなど 
エイリアス機能などでご対応ください。

■権限について
Q.Master権限とMember権限の違いを知りたいです
A.以下のようになっております

Master Member

Member招待 ○ ○

team/position登録 ○ ×

Member権限変更 ○ ×

全Member設定変更 ○ ×

ROOM追加/編集 ○ ○

有給申請 ○ ○

有給の承認 ○ ×

勤怠種類変更 ○ ×

音声・通話ポイントの購入 ○ ×

また、Cast権限のユーザーに関してはTownの閲覧・使用 
マイページの閲覧(自分のアカウントのみ)のみが利用できます 

NonActive権限のユーザーに関しては 
メンバー一覧のみ閲覧できます
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よくある質問

Q.PCをスリープにしていないのに休憩に 
行ってしまいました

A.ブラウザのウィンドウを閉じると 
接続が切れたことになり休憩に移動します。 
また、wi-fiなどのネットワークの接続が 
切れたりした場合も一時的にsleepに移動してしまいます。

Q.退勤の延長したいのですが出来ませんでした

A.30分の延長は退勤予定時間の30分前から可能です。 
また、当日を超える時間以上は延長できません(24:00~)

その他ご不明な点ございましたら 
ViKet Townチームへお問い合わせください

冒険社プラコレ

ViKet Townチーム

viket-town@pla-cole.co

■退会について

Q.オフィスを削除/退会したいです

A.フィードバックフォームより「退会したい」を 
選んでお送りください

Q.PCを離れることが多いのですが休憩に行かない 
ようにする方法はありますか？

A.Roomの「タイム」タイプの部屋に 
入室中はスリープした場合でも休憩に移動しません。
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