
すべての企業の成長基盤に。

〈 大阪オフィス 〉
〒556-0016
大阪府大阪市浪速区元町1-5－7
ナンバプラザビル

〈 高知オフィス 〉
〒780-0844
高知県高知市永国寺町1-43
ハイツ永国寺 2F

〈 新潟オフィス 〉
〒941-0068
新潟県糸魚川市本町9-3
第二黒姫ビル3F

〈 東京本社 〉
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 2-2-1
小田急サザンタワー 8F

運営会社 株式会社DONUTS

無料トライアル・お問い合わせ

https://all.jobcan.ne.jp
ジョブカン 検索 support@jobcan.jp



これひとつで全部解決！
No.1 バックオフィス支援
クラウド ERP サービス

ジョブカンは、バックオフィス業務を

効率化するクラウドERPサービスです。

ジョブカンひとつで経営に必要な情報を

一元管理でき、大幅な業務効率化、

コスト削減を実現します。

サービス・機能の組み合わせは自由自在。

お客さま一人ひとりにあったベストな

経営管理をご提案します。

目次 ジョブカン採用管理　…………………   P.03
ジョブカン勤怠管理   …………………  P.04
ジョブカン労務HR …………………　P.05
ジョブカン給与計算　…………………　P.07
ジョブカン年末調整　…………………　P.08
ジョブカンワークフロー　……………　P.09
ジョブカン経費精算　…………………　P.10
ジョブカン会計　………………………　P.11
ジョブカン見積 / 請求書　…………… P.12
ジョブカンApps ……………………　P.13
ジョブカンBPO　………………………　P.14
導入実績　………………………………　P.15
認定アドバイザーのご案内　…………　P.16
キャンペーンのご案内　………………　P.17
料金プラン　……………………………　P.18

帳票自動作成

入退社手続き

給与 /賞与計算

書類自動作成

年末調整

Web明細

振込用FBデータ作成

マイナンバー

「ジョブカンERP」機能連携

ジョブカンBPO

ジョブカン勤怠管理

ジョブカン採用管理 ジョブカン労務HR ジョブカンWF

ジョブカン給与計算 ジョブカン経費精算

レポート作成 残業時間分析 データカスタマイズ 申請データ集計

組織図のカスタマイズ オリジナルアプリ作成予実管理

出勤管理

有休 / 残業管理

勤怠データ集計

承認経路作成

稟議書の作成

申請・承認

候補者管理

イベント・選考管理

求人管理

交通費精算

仕訳・FB データ作成

承認経路作成

ストレスチェック

タレントマネジメント

人事情報管理 年末調整 マイナンバー

シフト管理

出勤簿

工数管理

ジョブカン Apps

帳簿 ライブラリ 金融機関連携

データ連携 決算機能集計機能

ジョブカン会計（P.11）

見積書作成 請求書作成 帳票送受信

ステータス管理 入金処理レポート機能

ジョブカン見積 / 請求書（P.12）

（P.07） （P.10）

（P.09）（P.05）

（P.13）

（P.03）

（P.04）

（P.14）

ジョブカン共通 ID

ジョブカンのERPなら、スムーズな連携でバックオフィスを一元管理できます。



クラウド

進捗採用フロー アクションサマリー 採用ページ作成 メールサービス カレンダー連携

求人媒体連携 厳重セキュリティ 資料プレビュー レポート機能 拡張・開発中 拡張・開発中

多彩な打刻方法出勤管理 シフト作成・管理 工数管理休暇・申請管理

給与ソフト連携豊富な
オプション設定

多言語対応 働き方改革関連法
対応

クラウド

200以上の機能から「必要
なものだけ」を組み合わ
せてご利用いただけます。

クラウド勤怠システム

業界No.1！ジョブカン
勤怠管理

クラウドで完全ペーパーレスに！ 
就業規則に基づいて全データを自動計算できるので、複雑な集計作業や調整は不要です。

面倒な集計・管理を自動化！

リアルタイムで労働時間・残業時間を確認できます。
また36協定・時間外労働に対応した豊富な機能でリスクを回避し、管理監査者の負担
を減らします。

労働時間を可視化！Point

02

Point

03 休暇やシフトの申請も全てオンライン上で可能。
入力ミスや不正はアラート機能で事前に発見できます。

不正やミスを削減！

Point

01

ジョブカン採用管理 ジョブカン勤怠管理03

エージェントとのやりとりや日程調整、求人媒体更新、
候補者登録といった業務を自動化します。各種カレンダーとの連携機能も。

業務の自動化で効率化！

応募数や通過率、内定数が見える化します。
候補者情報を一元管理することで、スピーディーな選考実施が実現可能になります。

リアルタイムで進捗管理！

Indeed・Googleしごと検索と連携した採用サイトを作成でき、より応募者数の増加が
見込めます。

応募者の獲得数増！

Point

02

Point

03

Point

01

04

シンプルなUIで直感的に
使いやすいシステムです！

募集から内定までの
採用業務が
これひとつで効率化

ジョブカン採用管理の

便利な機能
ジョブカン勤怠管理の

便利な機能



クラウド

ジョブカン労務HR05 ジョブカン労務HR 06

書類自動作成 帳票の電子申請 進捗・タスク管理 情報の履歴管理 従業員入力依頼

アラート通知機能 マイナンバー管理 ストレスチェック 人材管理機能 拡張・開発中

情報収集から電子申請まで
スピーディーに完結します。

従業員情報を
一元管理！

ジョブカン労務HRの

便利な機能

人材管理機能

ジョブカン労務HR ピックアップ機能１

ジョブカン労務HR ピックアップ機能 2

ストレスチェック

個人情報、業務情報、扶養者情報など業務に必要な全ての従業員情報を
まとめて管理できます。情報の更新、検索もスムーズです。

従業員のスキルや経歴の収集・管理が可能です。社内人材の把握や社員のパフォーマンス向上に貢献します。

※人材管理機能画面イメージ

労働安全衛生法で、50名以上の労働者を抱える事業所で義務づけられているストレスチェック。
ジョブカン労務HRなら、安全・かんたんに運用できます。

 かんたんに調査票の
準備・配布・リマインド

ができる！

個人結果は
すぐに確認可能！

産業医と迅速に
連携できる！

従業員情報を一元管理！

個人情報は従業員がマイページから直接入力できます。 入力された情報をもとに
書類を自動作成！ 帳票の電子申請もワンクリックで完了します。

かんたん＆安全な情報収集、
電子申請が可能！

手続き一覧を作成できるので、進捗を一目で把握できます。
抜け漏れ、ミスのない手続きが可能です。

手続きの漏れや遅れを大幅に削減！

Point

02

Point

03

Point

01



クラウド

給与規定
グループ機能

計算式対応 給与・賞与自動計算 Web明細・
源泉徴収票 

帳票自動作成

通知メモ機能 マイナンバー管理 年末調整 適用事業所管理 拡張・開発中

源泉徴収

1
STEP

2
STEP

3
STEP

年末調整
従業員への記入依頼から帳票提出まで
WEB上で完結します !!

ジョブカン給与計算07 年末調整 08

労務・勤怠・給与データを
一括管理！

給与計算の業務コストを

圧倒的に削減

ジョブカン給与計算の

便利な機能

「ジョブカン労務HR」「ジョブカン勤怠管理」との連携で、最新の従業員情報・勤怠データを
そのまま給与計算に使用できます。

従業員情報・勤怠情報を一元管理！

雇用形態や役職によって、さまざまな手当や残業代のルールがある場合も
自動計算可能です。定額残業代の超過分も計算できます。

複数の給与規定を自由に設定可能！

介護保険料の徴収などは年齢に応じた自動計算が可能です。
退職時の社会保険料2か月徴収にも対応。各種料率は自動アップデートされます。

税率や各種保険料率は自動更新！

ジョブカンの年末調整ならかんたん3ステップ！

ジョブカンの年末調整でできること

かんたんなアンケート形式で
控除申告書を自動作成

1．かんたん・ミスが減るデータ収集

かんたんなアンケートでデータを収集できます。また扶養控除、基・配・所控除、保険等控除申告書はアンケートとジョブカン
のデータベースをもとに自動作成可能です。従業員の記入間違いや訂正の手間が大幅に削減します。

2．帳票もかんたん作成 & 提出

対応帳票数は業界最多レベルです！作成した帳票はジョブカン上に全て保存でき、いつでもダウンロードできます。

3．ジョブカンシリーズ連携

ジョブカン上の登録データを利用するので、従業員は最低限の情報を入力するだけで年末調整を行えます。
また、年末調整で更新されたデータは、ジョブカン労務HR・給与計算に反映することが可能です。
従業員の過不足額はジョブカン給与計算にワンクリックで反映できます。

控除申告書＆給与データから
源泉徴収票を自動作成

還付・徴収から役所提出用書類まで
ワンクリックで実現

Point

02

Point

03

Point

01



全ての申請書を
運用

見やすい申請書一覧 複雑な承認経路に
対応

スマホでも申請・承認 承認&コメント

入力内容を自動で
制御

多彩な通知機能 豊富な検索項目 英語対応 拡張・開発中

クラウド

乗換案内連携 定期区間控除 IC カード読み取り 入力内容の自動制御 ワークフローとの
連携

会計ソフトとの
連携

FBデータの
自動作成

外貨レート対応 英語対応 拡張・開発中

クラウド

ジョブカンワークフロー09 ジョブカン経費精算 10

脱ハンコ・ペーパーレスを
実現します！！

申請・承認にかかる時間を

約1/3に削減

ジョブカンワークフローの

便利な機能

書類の保管場所は必要なし！
コストカットにつながるうえ、検索参照がスムーズに行えます。

クラウドで完全ペーパーレスに！

どこからでも申請・承認が行えるので、会社の意思決定が高速化！
申請内容や承認状況は一目で確認できます。

場所を問わず申請・承認可能！

複雑な承認ルートや申請のルールも設定できます。
ミスや漏れがあればアラートを出し、申請・承認の内部統制を図れます。

不正やミスを削減！

大幅な効率化を実現します!

経費精算にかかる工数やミスを

約1/10に削減

ジョブカン経費精算の

便利な機能

乗換案内連携や入力ルールの設定などの機能で、申請時の入力をサポートします。
ミスを削減し、スムーズな申請が可能です。

申請者の手間やミスを削減！

申請内容をもとに仕訳データ・FBデータを自動作成します。
会計や振込にかかる手間を最小限にします。

経理処理を自動化！

外出先や移動中にスマートフォンから申請・承認を行えます。
レシートや領収書を撮影し、そのまま申請書添付も可能です。

スマホでかんたん申請・承認！

Point

02

Point

03

Point

01

Point

02

Point

03

Point

01



クラウド パッケージ

複数名で
管理可能

書類の送受信 申請 /承認
ワークフロー

ステータス管理

合計請求書 税率の自動計算 ユーザー権限 レポート作成 拡張・開発中

クラウド パッケージ

豊富な
テンプレート

帳簿の作成 仕訳・記帳 レポート・集計 税率対応 権限管理

試算表から
総勘定元帳へ

金融機関連携
サービス

決算書の作成 データ連携 拡張・開発中

ジョブカン会計 ジョブカン見積 / 請求書11 12

パッケージソフトの操作性
をそのままに実現！

クラウドならではの
スピード感・
スムーズさ

ジョブカン会計の

便利な機能

キーボードでの入力、エンターキーで次の項目へ。
基本的な操作は、キーボードで行えます。

軽快な操作性！

試算表メニューにて、月次・期間、年間推移、前年比較の確認が可能。
帳簿を複数展開し切り替えながら利用ができます。

タブ表示機能でかんたん比較！

法改正にも素早く対応し無料でアップデート版をご提供します。
また、クラウド上に自動で情報を保存しますのでパソコンが壊れてしまっても
データを守れます。

無料でアップデート・データ保管！

きれいな請求書・見積書を
かんたんにクラウド上で
作成・管理できます。

すべての請求業務に

ジョブカン見積/ 請求書の

便利な機能

幅広くご利用いただけるテンプレートをご用意しています。
色の変更、ロゴや会社印の挿入も可能です。

請求書をかんたんデザイン！

書類の検索はもちろん、作成・送付・受注状況などステータスの確認も可能です。
また操作画面から直接、見積書・請求書の送受信もできます。

クラウドでデータ管理！

会計ソフトの連携で入力工数を大幅に削減。
試算表反映までスムーズに行えます。

会計ソフト連携！

Point

02

Point

03

Point

01

Point

02

Point

03

Point

01

スピードと
クオリティを！



リリース予定

人事労務パック 人事評価管理 社員名簿 営業支援（SFA）
パック

拠点別予算・
実績管理パック

受注・売上管理 契約書管理 顧客サポートパック 業務振返り管理 拡張・開発中

就業管理 月例給与・賞与 年末調整 住民税手続き 社会保険手続き

入退社手続き 身上申請対応 従業員問合せ
対応

マイナンバー管理 その他

etc.

アウトソーシングサービス

ジョブカン上のデータの
カスタマイズや分析等も
可能！

脱表計算ソフトで
作業を効率化！

ジョブカンApps で

使えるアプリの
テンプレート（一例）

アプリの項目をドラッグ&ドロップで簡単に追加・削除可能です。
プログラミングの知識がなくても、かんたんにカスタマイズができます。

アプリの作成・編集

Excelなど表計算ソフトのデータの取り込み、一括更新・追加ができます。
アプリ同士のデータ連携も可能です。

データ (CSV) の取り込み・出力

連携により、残業時間・有休使用 / 付与日数などのレポート化、
申請データ（備品購入・稟議書など）の集計などが可能です。

ジョブカンシリーズとの連携

課題抽出から運用まで、
すべてお任せください。

最短3か月で
ノンコア業務を
アウトソーシング

ジョブカンBPOで

ご相談いただける
業務（一例）

給与計算のアウトソーシングによりルーティン作業を削減でき、
利益を生み出す創造的業務に人的・金銭的資源を集中できます。

コア業務に注力できる

給与関係の法制度は、頻繁に改定が行われます。
アウトソーシングなら専門家にすべて任せられるのでミスなく安心です。

法令改正に対応できる

給与計算は業務量や業務に関する知識が属人化しやすくなります。
アウトソーシングすれば、属人化の解消・担当者の負担軽減が可能です。

給与計算業務の属人化が防げる

ジョブカンApps ジョブカンBPO13 14
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導入実績 認定アドバイザー制度15 16

導入実績シリーズ累計 社以上150,000 「ジョブカン認定アドバイザー」

ジョブカン認定アドバイザーの声

ジョブカン認定アドバイザーに登録したい　社労士・税理士・会計士の方

ジョブカン認定アドバイザーとは、お客様の声を幅広く拾い、
一緒に『働き方の改善』に向けてサポートいただける士業の方向けの制度です。
2016 年のサポート制度開始から、すでに 2000 以上の事業所にご登録いただいてお
ります。認定アドバイザーが受けられる様々な特典やサービスもございます。
ぜひお問い合わせください。

相談したい人も、される人も。双方をジョブカンが繋ぐサポートシステム

「ジョブカン認定アドバイザー」とは、ジョブカンを熟知した
社会保険労務士・税理士・会計士などの士業の皆さまです。

専門家に相談したい方と士業の皆さまを、ジョブカンを通して
おつなぎします。
※紹介料は必要ありません。

「ジョブカン認定アドバイザー」とは

一般社団法人ウエルフルジャパン

森本 貴代  様

ジョブカンは初期設定や運用管理がとてもシンプルでありつつ、機能は申
し分ないことに加えて、料金がリーズナブル。また、御担当者がとても丁
寧で、困ったことにすぐ対応してくれるため、安心してお勧めできます。

ソビア社会保険労務士事務所
創業者 兼顧問 /
ホワイト財団 代表理事

五味田 匡功  様
働き方が急速に変化していく中、人事労務管理においても変化が求められ、
IT システムの導入が必須となります。クライアント様との業務をクラウド
化（IT システム導入）することで、業務効率化・コスト削減等の大きなメリッ
トが得られます。企業のホワイト化に適応するためにも推奨できるサービ
スです。

社会保険労務士法人
星名事務所

星名 真喜子  様
働き方改革に向け、労働時間・休暇管理に役立つ機能が豊富に用意されて
います。集計項目も柔軟に設定できるので、給与計算とスムーズに連携で
きて、お客様・社労士事務所双方にメリットが大きいシステムです。

社会保険労務士法人
みらいパートナーズ

三浦 修  様

適切な労働時間管理とコンプライアンスが重視されている今、従業員の勤
怠管理の重要性が非常に高まっています。 勤怠管理システムの導入で、労
働時間、残業や休日出勤、休暇の管理まで行え、さらに、勤怠管理システ
ムと給与計算システム、経費精算システムなどと連携できるため、管理の
一元化が達成でき大変ご好評をいただいております。

https://jobcan.ne.jp/adviser/introductionジョブカン認定アドバイザー 検索

受賞歴

ITトレンド 2021
年間ランキング

第 1位
ITトレンド
Good Product

受賞

BOXIL
SaaS AWARD 2021

受賞

ITトレンド 2020
年間ランキング

第 1位
BOXIL

SaaS AWARD 2020

受賞
「勤怠管理・就業管理」、「ワー
クフロ―」、「採用管理・選考
管理システム」、「給与計算シ
ステム」カテゴリ

「ジョブカン勤怠管理 (勤怠管
理・就業管理部門カテゴリ )」、
「ジョブカンワークフロー
(ワークフローカテゴリ )」、
「ジョブカン労務HR(マイナ
ンバー管理システム・労務管
理システム・年末調整支援シ
ステムカテゴリ )」

「勤怠管理・就業管理」、「ワー
クフロ―」、「クラウド型経費
精算システム」、「採用管理・
選考管理システム」、「給与計
算システム」カテゴリ

「ジョブカン勤怠管理 (HRカ
テゴリ )」、「ジョブカン経費
精算 (Back Office部門 )」

「ジョブカンワークフロー
(Collaboration部門 )」、「ジョ
ブカン経費精算 (Back Office
部門 )」
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ジョブカン起業支援プログラム

キャンペーン ジョブカンシリーズ 料金プラン
初期費用・サポート費用 0円

※料金詳細はお問い合わせもしくは各サービス公式サイトをご覧ください。 ※複数サービス同時ご利用でお得な特別価格をご案内します。 
※いずれのサービスも最低利用料金を設定しています。
※ お電話でのお問い合わせ受付時間は、【勤怠管理】平日9:00～17:00 【その他サービス】平日10:00～17:00 となります。

設立 3年未満の企業が対象の無料プログラム

法人格を持つ設立 3年未満の企業はジョブカンシリーズ（勤怠管理・
ワークフロー・経費精算・採用管理・給与計算・労務HR・会計・
見積 /請求書）を1年間無料で利用できます。ベンチャー・スタート
アップ企業の拡大とスムーズな運営を支援します。

人事労務バリューパック
ジョブカン 勤怠・労務・給与をまるごと管理

人事・労務部門に必須な 3つのジョブカンサービスをパックにしまし
た。従業員情報の管理、勤怠データの収集から給与計算の処理まで一
気通貫で行うことができます。セット割で定価よりもお得にご利用い
ただけます。

月額料金：800円～/1ユーザーあたり
※勤怠管理1プラン利用の場合
労務HR・給与計算がそれぞれ100円引き

H R

乗り換えキャンペーン
他社サービスから乗り換えていただく場合、現在利用中のサービスの
契約満了 3か月後まで、ジョブカンを無料でお使いいただけます。

HPよりお問い合わせくださいBPO

300 円/月

400 円/月

400 円/月  

400 円/月  

勤怠管理 200 円/月～

月額料金（1ユーザー） お問い合わせ

〈 サポートメール 〉 support@jobcan.jp

050-3155-5640〈 サポートダイヤル 〉

ワークフロー

経費精算

労務HR

給与計算

500 円/月～  見積 / 請求書

700 円/月  〈 サポートメール 〉 support@apps.jobcan.ne.jpApps

〈 サポートメール 〉 support@wf.jobcan.jp

050-3160-0303〈 サポートダイヤル 〉

〈 サポートメール 〉 support@wf.jobcan.jp

050-3160-0303〈 サポートダイヤル 〉

〈 サポートメール 〉 support@lms.jobcan.ne.jp

050-3204-4943〈 サポートダイヤル 〉

〈 サポートメール 〉 support@payroll.jobcan.ne.jp

050-3201-4837〈 サポートダイヤル 〉

〈 サポートメール 〉 support@in.jobcan.ne.jp

050-3204-1292〈 サポートダイヤル 〉

他社

https://bpo.jobcan.ne.jp

月額料金ユーザー数上限 お問い合わせ

2,500円/月  
会計

～3 名

5,000円/月  ～5 名

50,000円/月  上限なし
〈 サポートメール 〉 support@ac.jobcan.ne.jp

050-3116-3635〈 サポートダイヤル 〉

※151名以上も利用可能。別プランもご用意しています。

月額料金（LITEプラン）新規候補者登録数/月 お問い合わせ

8,500円/月～  
採用管理

～50 名

30,000円/月～  〈 サポートメール 〉 support@ats.jobcan.ne.jp

050-3161-4962〈 サポートダイヤル 〉

51～150 名

公式HPは
こちら


