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出退勤システムの出退勤システムの出退勤システムのご案内ご案内  



 

 

 

 

１．

 

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （午前中は「出勤」が基本値

 

 

 

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

１．非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

（午前中は「出勤」が基本値

 

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

出勤をタッチ

流通の多いカード例

お財布機能付きのスマホや携帯

非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

（午前中は「出勤」が基本値

 

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

出勤をタッチ 

流通の多いカード例 

お財布機能付きのスマホや携帯

※一部、対応し

ていないスマホ

があります

非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

（午前中は「出勤」が基本値 午後は「退勤」が基本値）

  

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

お財布機能付きのスマホや携帯 

一部、対応し

ていないスマホ

があります。 

非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

午後は「退勤」が基本値）

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

自分のＩＣで出勤

オリジナル

非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

午後は「退勤」が基本値） 

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

自分のＩＣで出勤

オリジナル社員カード作成も承ります

非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

自分のＩＣで出勤 

カード作成も承ります

非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

タイムカード代わりに、フェリカなど非接触ＩＣチップを備えたカードやスマホを利用できます。

ＩＣカード等を社員一人づつに持たせる事により、正確性の向上につながります。 

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）

カード作成も承ります 

読取が成功すると

おはようございます

123：鈴木

非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

できます。 

簡単な操作で「出勤時刻」「退勤時刻」「途中外出時刻」「途中再入時刻」を記録する事が出来ます。 

 

ＩＣ＠タッチ２（アイシーアットタッチツー）特徴 

読取が成功すると 

おはようございます

：鈴木 一郎様

と表示 

 非接触ＩＣカードやスマホを利用した出退勤タイムレコーダーです。

 

 

おはようございます 

一郎様 



 

 

２．専用機不要。

 

 アンドロイドＯＳを搭載しているタブレット端末やスマートフ

イニシャルコストを抑える事が出来ます。本社には、インターネット接続が可能な

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご用意下さい。勤怠データを受信したり、社員マスター

を入力する為のソフトウェアをインストール致します。

 

推奨機種：ＡＳＵＳ

（日本向けに販売しているフェリカ搭載の

 

 

３．安全な

 

遠隔地の出退勤情報を、インターネットを使って

データの流れはまず、

にストックされます。

また、逆向きの流れで、

それら全ての通信はデータを暗号化

システムを利用し、

 

 

 

 

 

 

 

 

４．利用形態は３つ。

 

①ＣＳＶ

 「ＩＣ＠タッチ２」

打刻時間、社員番号

（対応状況：給与奉行ｉｼﾘｰｽﾞ

 

②大親友シリーズ「出退勤システム」利用型

  「ＩＣ＠タッチ２」

大親友シリーズ出退勤システムの「タイムカード」印刷機能を利用する。

 （時刻の丸

 

③大親友シリーズ「給与管理システム」利用型

  「ＩＣ＠タッチ２」

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

を利用する。

 

 

専用機不要。

アンドロイドＯＳを搭載しているタブレット端末やスマートフ

イニシャルコストを抑える事が出来ます。本社には、インターネット接続が可能な

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご用意下さい。勤怠データを受信したり、社員マスター

を入力する為のソフトウェアをインストール致します。

推奨機種：ＡＳＵＳ 

（日本向けに販売しているフェリカ搭載の

安全なインターネット

遠隔地の出退勤情報を、インターネットを使って

データの流れはまず、

にストックされます。

逆向きの流れで、

それら全ての通信はデータを暗号化

システムを利用し、信頼性を高めています。

４．利用形態は３つ。

①ＣＳＶ出力型  

「ＩＣ＠タッチ２」

打刻時間、社員番号等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。

（対応状況：給与奉行ｉｼﾘｰｽﾞ

②大親友シリーズ「出退勤システム」利用型

「ＩＣ＠タッチ２」

大親友シリーズ出退勤システムの「タイムカード」印刷機能を利用する。

（時刻の丸め、残業時間、休憩時間、予定との対比機能など、出退勤に関する

③大親友シリーズ「給与管理システム」利用型

「ＩＣ＠タッチ２」

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

を利用する。 

 

専用機不要。市販のタブレット

アンドロイドＯＳを搭載しているタブレット端末やスマートフ

イニシャルコストを抑える事が出来ます。本社には、インターネット接続が可能な

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご用意下さい。勤怠データを受信したり、社員マスター

を入力する為のソフトウェアをインストール致します。

 ＮＥＸＵＳ７（２０１４年１２月現在

（日本向けに販売しているフェリカ搭載の

インターネット

遠隔地の出退勤情報を、インターネットを使って

データの流れはまず、ＩＣ＠タッチ２に記録された勤怠データ

にストックされます。ストックされた勤怠データ

逆向きの流れで、本社のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。

それら全ての通信はデータを暗号化

信頼性を高めています。

４．利用形態は３つ。

「ＩＣ＠タッチ２」 → 「本社ＰＣ（ＣＳＶ出力）」→

等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。

（対応状況：給与奉行ｉｼﾘｰｽﾞ 2014

②大親友シリーズ「出退勤システム」利用型

「ＩＣ＠タッチ２」 → 「本社ＰＣ（大親友シリーズの形態で勤怠結果出力）」

大親友シリーズ出退勤システムの「タイムカード」印刷機能を利用する。

め、残業時間、休憩時間、予定との対比機能など、出退勤に関する

③大親友シリーズ「給与管理システム」利用型

「ＩＣ＠タッチ２」 → 「本社ＰＣ

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

 

暗号化

市販のタブレット

アンドロイドＯＳを搭載しているタブレット端末やスマートフ

イニシャルコストを抑える事が出来ます。本社には、インターネット接続が可能な

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご用意下さい。勤怠データを受信したり、社員マスター

を入力する為のソフトウェアをインストール致します。

ＮＥＸＵＳ７（２０１４年１２月現在

（日本向けに販売しているフェリカ搭載のAndroid

インターネット環境

遠隔地の出退勤情報を、インターネットを使って

ＩＣ＠タッチ２に記録された勤怠データ

ストックされた勤怠データ

のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。

それら全ての通信はデータを暗号化しセキュリティー強化を図っています。

信頼性を高めています。 

 ４．利用形態は３つ。

「本社ＰＣ（ＣＳＶ出力）」→

等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。

2014年12月現在）

②大親友シリーズ「出退勤システム」利用型 

「本社ＰＣ（大親友シリーズの形態で勤怠結果出力）」

大親友シリーズ出退勤システムの「タイムカード」印刷機能を利用する。

め、残業時間、休憩時間、予定との対比機能など、出退勤に関する

③大親友シリーズ「給与管理システム」利用型

「本社ＰＣ （勤怠、給与業務）」

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

 

暗号化 

市販のタブレットで動作します。

アンドロイドＯＳを搭載しているタブレット端末やスマートフ

イニシャルコストを抑える事が出来ます。本社には、インターネット接続が可能な

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご用意下さい。勤怠データを受信したり、社員マスター

を入力する為のソフトウェアをインストール致します。 

ＮＥＸＵＳ７（２０１４年１２月現在

Androidタブレットやスマホ端末）

環境で勤怠

遠隔地の出退勤情報を、インターネットを使って収集する事が出来ます。

ＩＣ＠タッチ２に記録された勤怠データ

ストックされた勤怠データは、本社のパソコンが

のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。

しセキュリティー強化を図っています。

 

「本社ＰＣ（ＣＳＶ出力）」→

等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。

月現在） 

 

「本社ＰＣ（大親友シリーズの形態で勤怠結果出力）」

大親友シリーズ出退勤システムの「タイムカード」印刷機能を利用する。

め、残業時間、休憩時間、予定との対比機能など、出退勤に関する

③大親友シリーズ「給与管理システム」利用型 

（勤怠、給与業務）」

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

データセンター

で動作します。

アンドロイドＯＳを搭載しているタブレット端末やスマートフォンを利用出来、

イニシャルコストを抑える事が出来ます。本社には、インターネット接続が可能な

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご用意下さい。勤怠データを受信したり、社員マスター

ＮＥＸＵＳ７（２０１４年１２月現在 “専用ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾀﾝﾄﾞ有“）

タブレットやスマホ端末）

勤怠データを受信します。

収集する事が出来ます。

ＩＣ＠タッチ２に記録された勤怠データは自動的に、

本社のパソコンがインターネットを介して

のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。

しセキュリティー強化を図っています。

「本社ＰＣ（ＣＳＶ出力）」→ 「お使いの勤怠システム」

等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。

「本社ＰＣ（大親友シリーズの形態で勤怠結果出力）」

大親友シリーズ出退勤システムの「タイムカード」印刷機能を利用する。

め、残業時間、休憩時間、予定との対比機能など、出退勤に関する

（勤怠、給与業務）」 

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

データセンター 

 で動作します。

ォンを利用出来、 

イニシャルコストを抑える事が出来ます。本社には、インターネット接続が可能な 

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご用意下さい。勤怠データを受信したり、社員マスター 

“専用ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾀﾝﾄﾞ有“）

タブレットやスマホ端末） 

データを受信します。

収集する事が出来ます。 

は自動的に、インターネットを

本社のパソコンがインターネットを介して

のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。

しセキュリティー強化を図っています。また、データセンターには大手クラウド

「お使いの勤怠システム」

等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。

「本社ＰＣ（大親友シリーズの形態で勤怠結果出力）」

大親友シリーズ出退勤システムの「タイムカード」印刷機能を利用する。 

め、残業時間、休憩時間、予定との対比機能など、出退勤に関するソフト

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

 

 

 

“専用ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾀﾝﾄﾞ有“） 

 データを受信します。

インターネットを通って

インターネットを介して取りに行きます。

のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。

また、データセンターには大手クラウド

「お使いの勤怠システム」 

等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。

「本社ＰＣ（大親友シリーズの形態で勤怠結果出力）」 

ソフトの導入） 

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

暗号化 

 

通ってデータセンター

取りに行きます。

のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。

また、データセンターには大手クラウド

等、勤怠データをそのままＣＳＶ形式で出力させ、お使いの勤怠システムに取り込む。 

 

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム

データセンター

取りに行きます。 

のパソコンに登録した社員の基本情報を、ＩＣ＠タッチ２に送る事も出来ます。 

また、データセンターには大手クラウド

 

②に加え、勤怠結果から時給の計算や、給与明細、賞与明細、源泉徴収票等の出力まで、トータルサポートシステム
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①登録されている社員の一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②出退勤履歴の一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ＩＣの登録と削除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④バージョンアップ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣ＠タッチ２

ｍｅｎｕボタンをタッチ

ｍｅｎｕボタンをタッチ

メイン画面でマスタ

カードをかざす

ｍｅｎｕボタンをタッチ

．ＩＣ＠タッチ２機能一覧

登録されている社員の一覧

②出退勤履歴の一覧

ＩＣの登録と削除

④バージョンアップ

 

ＩＣ＠タッチ２

ｍｅｎｕボタンをタッチ

ｍｅｎｕボタンをタッチ

メイン画面でマスタ

カードをかざす 

ｍｅｎｕボタンをタッチ

ＩＣ＠タッチ２機能一覧

登録されている社員の一覧 

②出退勤履歴の一覧 （直近の履歴

ＩＣの登録と削除 （社員番号とＩＣカードの結びつきを、店舗側で登録や解除できます）

④バージョンアップ （アプリの変更やバージョンアップ機能を持ち、導入後もサポートされ続けます）

 

ＩＣ＠タッチ２

ｍｅｎｕボタンをタッチ 

担当一覧をタッチ

ｍｅｎｕボタンをタッチ 

出退勤履歴

メイン画面でマスタ 登録（削除）したい

社員番号を入力します

ｍｅｎｕボタンをタッチ 

バージョンアップをタッチ

ＩＣ＠タッチ２機能一覧

 （本社の出退勤システムで登録された社員が一覧できます）

（直近の履歴（その端末で打刻された約

（社員番号とＩＣカードの結びつきを、店舗側で登録や解除できます）

（アプリの変更やバージョンアップ機能を持ち、導入後もサポートされ続けます）

  

ＩＣ＠タッチ２ 機能紹介

担当一覧をタッチ 

出退勤履歴をタッチ 

登録（削除）したい 

社員番号を入力します 

バージョンアップをタッチ

 ＩＣ＠タッチ２機能一覧

（本社の出退勤システムで登録された社員が一覧できます）

（その端末で打刻された約5000行分）

（社員番号とＩＣカードの結びつきを、店舗側で登録や解除できます）

（アプリの変更やバージョンアップ機能を持ち、導入後もサポートされ続けます）

機能紹介 

全社員の一覧が表示されます

社員のＩＣかマスター

カードをかざす

 

社員名が表示されます

バージョンアップをタッチ 

バージョンアップが必要な端末なら、

バージョンアップの為の画面が出現

します。画面の指示に従ってください。

（本社の出退勤システムで登録された社員が一覧できます）

行分）を確認できます）

（社員番号とＩＣカードの結びつきを、店舗側で登録や解除できます）

（アプリの変更やバージョンアップ機能を持ち、導入後もサポートされ続けます）

全社員の一覧が表示されます 

社員のＩＣかマスター 

カードをかざす 

社員名が表示されます 

バージョンアップが必要な端末なら、

バージョンアップの為の画面が出現

します。画面の指示に従ってください。

（本社の出退勤システムで登録された社員が一覧できます） 

を確認できます） 

（社員番号とＩＣカードの結びつきを、店舗側で登録や解除できます） 

（アプリの変更やバージョンアップ機能を持ち、導入後もサポートされ続けます）

全社員の一覧が表示されます 

社員のＩＣなら一人の履歴が、マスターカー

ドなら全員の履歴が表示されます。

初めての登録時や登録されたＩＣとは別のＩＣをかざ

すと、新規にＩＣが登録されて以後そのＩＣカードを

利用できます。

以前と同じＩＣをかざした時だけ削除の確認画面に

なります。「はい」を選ぶとＩＣ登録が削除されます

バージョンアップが必要な端末なら、

バージョンアップの為の画面が出現

します。画面の指示に従ってください。

（アプリの変更やバージョンアップ機能を持ち、導入後もサポートされ続けます） 

社員のＩＣなら一人の履歴が、マスターカー

ドなら全員の履歴が表示されます。

初めての登録時や登録されたＩＣとは別のＩＣをかざ

すと、新規にＩＣが登録されて以後そのＩＣカードを

利用できます。 

以前と同じＩＣをかざした時だけ削除の確認画面に

なります。「はい」を選ぶとＩＣ登録が削除されます

バージョンアップが必要な端末なら、 

バージョンアップの為の画面が出現 

します。画面の指示に従ってください。 

社員のＩＣなら一人の履歴が、マスターカー

ドなら全員の履歴が表示されます。 

初めての登録時や登録されたＩＣとは別のＩＣをかざ

すと、新規にＩＣが登録されて以後そのＩＣカードを

以前と同じＩＣをかざした時だけ削除の確認画面に

なります。「はい」を選ぶとＩＣ登録が削除されます

社員のＩＣなら一人の履歴が、マスターカー 

初めての登録時や登録されたＩＣとは別のＩＣをかざ 

すと、新規にＩＣが登録されて以後そのＩＣカードを 

以前と同じＩＣをかざした時だけ削除の確認画面に 

なります。「はい」を選ぶとＩＣ登録が削除されます 



 

 

 

２．本社機能（

 

「IC＠ﾀｯﾁ

          

「チェックリスト」

「バックアップ」

「本日データ更新」

 

「個人マスター登録変更削除」社員マスタを登録するメニュー

「個人マスター一覧」社員マスタを一覧形式で出力するメニュー

 

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー

「タイムカード出力」出退勤データをＣＳＶ形式で出力するメニュー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．就業管理システム

 

①予定シフト入力ができ、結果との対比が可能になります。

②単価ランクや勤務区分で残業や休出時間の自動計算等をサポートします。

追加されるメニュー

「ランク別単価設定」「日別

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社機能（

＠ﾀｯﾁ データ読込」

          

「チェックリスト」 

「バックアップ」 データのバックアップが行えるメニュー

「本日データ更新」 

「個人マスター登録変更削除」社員マスタを登録するメニュー

「個人マスター一覧」社員マスタを一覧形式で出力するメニュー

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー

「タイムカード出力」出退勤データをＣＳＶ形式で出力するメニュー

就業管理システム

①予定シフト入力ができ、結果との対比が可能になります。

②単価ランクや勤務区分で残業や休出時間の自動計算等をサポートします。

追加されるメニュー 

「ランク別単価設定」「日別

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

就業管理メインメニュー見本

本社機能（就業管理システム

データ読込」データセンターから出退勤データを受信するメニュー

            (同時に社員マスターを配信）

 受信した出退勤データの閲覧メニュー

データのバックアップが行えるメニュー

 受信したデータをシステム上の出退勤情報として確定してするメニュー

「個人マスター登録変更削除」社員マスタを登録するメニュー

「個人マスター一覧」社員マスタを一覧形式で出力するメニュー

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー

「タイムカード出力」出退勤データをＣＳＶ形式で出力するメニュー

就業管理システム

①予定シフト入力ができ、結果との対比が可能になります。

②単価ランクや勤務区分で残業や休出時間の自動計算等をサポートします。

 

「ランク別単価設定」「日別 ランク・公休日設定

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

就業管理メインメニュー見本

就業管理システム

データセンターから出退勤データを受信するメニュー

同時に社員マスターを配信）

受信した出退勤データの閲覧メニュー

データのバックアップが行えるメニュー

受信したデータをシステム上の出退勤情報として確定してするメニュー

「個人マスター登録変更削除」社員マスタを登録するメニュー

「個人マスター一覧」社員マスタを一覧形式で出力するメニュー

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー

「タイムカード出力」出退勤データをＣＳＶ形式で出力するメニュー

就業管理システム機能一覧

①予定シフト入力ができ、結果との対比が可能になります。

②単価ランクや勤務区分で残業や休出時間の自動計算等をサポートします。

ランク・公休日設定

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

就業管理メインメニュー見本 

就業管理システムCSV

データセンターから出退勤データを受信するメニュー

同時に社員マスターを配信） 

受信した出退勤データの閲覧メニュー

データのバックアップが行えるメニュー

受信したデータをシステム上の出退勤情報として確定してするメニュー

「個人マスター登録変更削除」社員マスタを登録するメニュー

「個人マスター一覧」社員マスタを一覧形式で出力するメニュー

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー

「タイムカード出力」出退勤データをＣＳＶ形式で出力するメニュー

 一覧

①予定シフト入力ができ、結果との対比が可能になります。

②単価ランクや勤務区分で残業や休出時間の自動計算等をサポートします。

ランク・公休日設定」「時間帯設定」「ローテーション設定」

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

CSV限定版）一覧

データセンターから出退勤データを受信するメニュー

 

受信した出退勤データの閲覧メニュー 

データのバックアップが行えるメニュー 

受信したデータをシステム上の出退勤情報として確定してするメニュー

「個人マスター登録変更削除」社員マスタを登録するメニュー 

「個人マスター一覧」社員マスタを一覧形式で出力するメニュー 

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー

「タイムカード出力」出退勤データをＣＳＶ形式で出力するメニュー 

①予定シフト入力ができ、結果との対比が可能になります。 

②単価ランクや勤務区分で残業や休出時間の自動計算等をサポートします。

「時間帯設定」「ローテーション設定」

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

青色網掛け部は限定版では未使用

 ）一覧

データセンターから出退勤データを受信するメニュー 

受信したデータをシステム上の出退勤情報として確定してするメニュー

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー

②単価ランクや勤務区分で残業や休出時間の自動計算等をサポートします。 

「時間帯設定」「ローテーション設定」

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

青色網掛け部は限定版では未使用

社員マスタ登録画面見

受信したデータをシステム上の出退勤情報として確定してするメニュー 

「タイムカード入力」受信した出退勤情報をタイムカード形式の画面で訂正編集するメニュー 

「時間帯設定」「ローテーション設定」 

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」

青色網掛け部は限定版では未使用 

社員マスタ登録画面見

「基本シフト入力」「シフト表入力」「シフト結果対比表」「週間シフト結果対比表」「個人別シフト予定表」  


