


タイムカードを

押し忘れた！

人数が多くて

毎月の勤怠集計が

大変！！
残業計算に

手間がかかる・・・

勤務体系が

複雑だ・・・・
今、

誰が出勤してるの？

退勤したの？

勤務日程の

管理をしたいけど・・



■運用コスト削減 打刻機器やカードコストを削減

紙(タイムカード)打刻をやめて、ICカード化すれば便利なのは分かるが、、、、

■信憑性・信頼性向上 あってはならない不正を抑制

身代わり打刻の防止や、改ざん行為を抑制できます。

■業務スピードのUP 出退勤データの収集・集計が早い

給与締め処理の時短化

TaskCal勤怠管理ならではの特長をお教えします。



タイムカードを

押し忘れた！

“未打刻”や“重複打刻”が有ると

タイムレコーダーも有るし
毎日、みんなの勤怠状況をチェックすれば？

手修正が必要なんです！

締日間近になって“未打刻”や“重複打刻”が有ると大変ですね。

何時に来たのか？何時に帰ったのか？ あちらこちらに聞きに行く・・・

聞かれた本人も、何日も何週間も前の事を覚えているのか・・・・・・・・

TaskCal勤怠管理なら、打刻ワーニング機能があるから大丈夫！

キチンと

押してほしい・・

10/10 08：00 出勤 10/10 19：30 退勤 10/11 19：35 退勤

ブザー

10/10 08：11 出勤

押し忘れ

色とブザーでお知らせ

打刻の矛盾（押し忘れ、多重打刻）を本人に告知。
“気づき”が早く締日間近に慌てることもなくなります。



定時・定刻の出退勤なら簡単ですが・・・・

時間×単価とかで計算してるんでしょう？

そんなにややこしいの？ 面倒なの？

遅刻・早退や残業など計算・チェックが大変なんです

遅刻や早退時の就業時刻計算や
残業計算などややこしいですね。

また、休憩中の“中抜け外出”が
あったりすると更に大変・・・・・・

遅刻・早退した場合に残業時間で時間補填をするか否か

就業内労働や休憩時間毎に、“時間枠“と“丸め
“などが細かく設定可能

残業計算に

手間がかかる・・・

人数が多くて

毎月の勤怠集計が

大変！！

TaskCal勤怠管理なら、
細かな就業時間設定が可能なので
計算省力化が図れます！



そんなに単純じゃないんです！

出勤・退勤時間が有れば簡単じゃないの？

同時刻に出勤・退社した人でも“シフト”が違えば

TaskCal勤怠管理なら、勤務シフト毎に正しい計算を自動で行います。

打刻情報からシフト情報を取得

打刻情報とシフト情報に基づいて自動計算

勤務体系が

複雑だ・・・・
計算値は違ってくるんです。

Ex.)勤務シフトによる同時刻出退勤の差異一例



一応、スケジュールは出して
もらってるんですが・・・・・

皆にスケジュール出してもらえばいいんじゃないの？

TaskCal勤怠管理なら、スケジュール管理も当日変更も簡単です！

全社・部署別・個人別勤務カレンダーで管理

当日変更とかが多くて、、、、、

Ex.)勤務シフトによる同時刻出退勤の差異一例

勤務日程の

管理をしたいけど・・

当日打刻でも“シフト”変更が可能です。



タイムカード見に行くのも
凄く手間なんですけど・・・・・・

今、誰が出勤してるのか教えてよ

TaskCal勤怠管理なら、出退勤勤状況もリアルタイムにわかります！

今、

誰が出勤してるの？

退勤したの？

現在の出勤者を表示

退勤者は赤色表示

外出者を表示

当日スケジュールから勤務予定者を表示



タイムカード入力するのも
凄く大変なんですけど・・・・・・

TaskCal勤怠管理なら、メジャーな給与システムと連動可能です！

給与システムと

連動するの？

CMC

従業員ﾏｽﾀ
部門ﾏｽﾀなど

勤怠集計情報
弁当・給食注文情報など



まだまだ、あります
便利機能 その1 残業警告、就労警告

“未登録”のカードや携帯電話の場合には、
ブザーと画面表示（赤色）でお知らせ。

ブザー

規定残業時間（週、月単位）を超過する
気配の有る場合
ブザーと画面表示（赤色）でお知らせ。

ブザー

残業時間帯の退社時には、
音と表示でお知らせ

ピンポーン



まだまだ、あります
便利機能 その２ 外国語表記対応

利用者の利用言語によって
自動的に表記切替されます。



まだまだ、あります
便利機能 その３ お知らせ機能

待ち受け画面に「お知らせ」
を表示できます。
標示期間も設定可能です。



出勤簿 記載

修正

<ﾎﾟｲﾝﾄ>

記載 毎日

勤怠集計

集計 〆付近

チェック

出勤簿

勤怠
報告書

ＰＣ入力

ﾁｪｯｸ 〆付近 転送 締め

勤怠
手当入力
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

ﾁｪｯｸ 締め

ＰＣ処理

出力 締め

勤怠
明細書

修正

出退勤 打刻 勤怠集計 給与転送

出勤簿

勤怠
報告書

給与処理

給与
明細書

・タイムカードの“打刻漏れ”や“多重打刻”は基本的に打刻者（従業員）の管理による ← 締め直前までに気づくことが困難 ← 業務の煩雑化

・勤務時間帯や勤務時間数により、残業時間計算がまちまち ← 業務の煩雑化

０．導入前 （給与計算のみ自動化）

打刻

ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ収集

実績入力

残業時間



出勤簿 記載

修正

<ﾎﾟｲﾝﾄ>

記載 毎日

勤怠集計

集計 いつでも

チェック

出勤簿

勤怠
報告書

ＰＣ入力

ﾁｪｯｸ いつでも 転送 締め

勤怠
手当入力
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

ﾁｪｯｸ 締め

ＰＣ処理

出力 締め

勤怠
明細書

修正

出退勤 打刻 勤怠集計

基本的には、
従業員の
“打刻忘れ”を
修正する。

給与転送

勤怠ﾃﾞｰﾀ

出勤簿

勤怠
報告書

給与処理

給与
明細書

・基本的には“打刻忘れ”の時のみ時刻の手入力が必要だが、データは自動集計される。 ← 計算作業は自動化。

・勤務時間帯や勤務時間数にﾙｰﾙが有れば、当直手当などの自動化も可能。

０． 導入でどう変わるのか？



０． CMC勤怠連携 ： 打刻機器

その他

・Windows端末に接続できる認証機器であれば打刻利用が可能(一部制限あり)

Felica、MIFAREなどのICカードが読取可能

・TOICA 、Suica、ICOCA、ﾏﾅｶなど鉄道系ICカード
・Edy 、nanacoなどの流通ﾏﾈｰ系ICカード

おサイフケータイ機能付きの携帯電話

iphoneにも対応できます。

携帯電話やICカードの利用で不正を防止（残業代など）

専用カードではないので、カードコスト削減

【標準機能】



０． CMC勤怠連携 ： 打刻待ち受け画面例

現在日時を表示

個人の出退勤状況を表示

ポイント！
・シンプルな操作画面

・操作ガイダンスを表示
・音声ガイダンス機能も搭載

【標準機能】



正しく打刻した場合の表示 →

０． CMC勤怠連携 ： 打刻画面 例

カードから従業員を
割出し、その方の

出勤・退勤パターンに
より打刻ボタンを
表示します。

待ち受け画面にて
カードをかざします

ポイント！
・ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰと変わらない操作性
・ｶｰﾄﾞｺｽﾄの削減
・不整合ﾜｰﾆﾝｸﾞ有り ←誤りに早く気付く事により修正が容易

矛盾が有る打刻をした場合の表示 →

【標準機能】



０． CMC勤怠連携 ： 打刻画面 ワーニング（打刻漏れ）

ポイント！

カスタマイズ可能 ： L

締めを待たずに翌営業日には打刻の異常発見が可能。

打刻漏れが有った場合に警告を出します。

10/10 08：00 出勤

10/10 19：30 退勤

おはようござ
います

お疲れ様で
した

10/11 19：35 退勤 ブザー

10/10 08：11 出勤 を押し忘れた、、、、、、、

色とブザーで
お知らせ

【標準機能】

残業時間帯の退社時には、
音と表示でお知らせ

ピンポーン



０． CMC勤怠連携 ： 集計画面

①集計年月、社員を選択

②「確認」ﾎﾞﾀﾝを押して集計開始

③打刻結果を表示 ④打刻の修正も行えます。

⑤予め登録しておいた勤務ﾊﾟ
ﾀｰﾝに従って残業計算などが
自動化されます。

カスタマイズ可能 ： M

ポイント！
・給与システムでは 、残業時間×単価 しか行えない。
・根拠となる “残業時間”の算出が行える

【標準機能】

・レイアウト変更も可能です。



０．勤怠連携 ： 連携イメージ

①打刻 ②データ収集・集計
各拠点で打刻を行います。

データ収集

いつでも好きな時に、本部端末から全データを収集出来ます。

各拠点での操作（データ送信）不要！

①集計ボタンを押す → 各拠点データを自動取得（拠点での操作不要）→ 各拠点データ取得完了

【標準機能】

ポイント！

・集計したい時に、リアルタイムにデータを取得。



Ⅴ．運用事例 ： 直行・直帰者の管理

効果

・申請書からの転記業務がなくなり省力化に貢献。

・直行・直帰者を特別扱いする事なく、同一管理とした事により、社内従事者からの

不満の声が無くなった。

直行・直帰者や外部勤務者が多く、 タイムカードなどの打刻システムでは運用できなかった。

その為、従業員本人による申請をもって就業（出勤・退勤）管理を行っていた。

◎Ｗｅｂ打刻を導入し、直行・直帰者の管理も実現させた

ｶｰﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ

直行
直帰者

社屋での打刻

CMC

正確な記録の為 【ｵﾌﾟｼｮﾝ】



Ⅴ．運用事例 ： 他

残業の平均化

個人別残業時間を比較し、特定従業員に業務の偏りがないように残業実施
→ 健康上の配慮 及び 支払賃金の平滑化

日報連動
Web打刻と日報を連動

（従業員）日報入力の省力化が図れる（行先、開始時間など）

（管理者）精度の高い日報を得られる。実績連携により生産性比較が可能。

まとめ

「誰」が、「いつ」、「どう働いたのか」という情報が有れば

給与計算を行う以外にも、有効利用することが出来ます。
集計業務が省力化され時短された分、予定管理業務などを開始することに

よって予実管理などもおこなえるでしょう。

メール連動

出勤予定者が出勤していない場合に、本人および管理者にメール送信
→ 代替え処理などが迅速に行える。

業種・業態・規模を問わず問題解決やご提案が可能です。



Ⅴ．運用事例 ：

作業予定

予め出勤者の勤務形態を登録しておく事が可能です。
→ 代替え処理などが迅速に行える。

【ｵﾌﾟｼｮﾝ利用】 作業予定登録

カードをかざした方の予定
がボタンに表示されます
ので誤登録を防止出来ま
す。o

ポイント！
・一人、一日３勤まで設定可能



Ⅴ．運用事例 ：

作業実績

今、“誰が”、“どの場所に”、“何の仕事（担当）”で出勤

【ｵﾌﾟｼｮﾝ利用】 作業予定・場所登録

しているかが、ひと目でわかります。


