
【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

【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

株式会社 DONUTS   ジョブカン勤怠管理

ジョブカンシリーズは、情報セキュリティマネジメントシステム
に関する国際標準規格「ISO/IEC 27001:2013」の認証を一般財団
法人日本品質保証機構（JQA）より取得しております。
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※IT製品の比較・資料請求サイト『ITトレンド』に掲載されている約1,500

製品の中から、資料請求数をもとにランキング。

※SaaSマーケティングプラットフォーム『BOXIL SaaS』上に掲載されて

いる各サービスについて、口コミの投稿数、評価点数、およびマッチング

件数（資料請求数）から計3部門において大賞2サービス、部門別大賞14サ

ービス、部門賞45サービスを選出。BOXIL SaaS AWARD 2021 Autumn 

「HR大賞」受賞

ジョブカン勤怠管理

ITトレンド2021年間ランキング

「勤怠管理・就業管理」 第1位

ジョブカンワークフロー

ITトレンド2021年間ランキング

「ワークフローシステム」第1位

BOXIL SaaS AWARD 2021

「Collaboration部門」受賞

ジョブカン経費精算

ITトレンド2021上半期ランキング

「クラウド型経費精算システム」第1位

ITトレンド2021年間ランキング

「経費精算システム」第2位

ジョブカン採用管理

ITトレンド2020年間ランキング

「採用管理・選考管理システム」第1位

ITトレンド2021年間ランキング

「採用管理・選考管理システム」第1位

ジョブカン労務HR

ITトレンド2021上半期ランキング

「労務管理システム」第1位

ITトレンド2021年間ランキング

「人事システム」第2位

ジョブカン給与計算

ITトレンド2021上半期ランキング

「給与計算システム」第1位

ITトレンド2021年間ランキング

「給与計算システム」第1位

ジョブカンシリーズについて - 受賞歴 -
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※導入企業様一例、順不同

シリーズ累計導入実績は 150,000 社を突破。IT 製品比較サイトでも各サービスで、問合せ数 1 位を獲得しています。

会社規模・業種を問わず様々な企業様に導入いただいています。

ジョブカンシリーズについて - 導入実績 -
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内定者
データ

勤怠管理

給与計算

労務HR

ワークフロー / 経費精
算

従業員データ

交通費データ

勤怠データ

経費精算データ

給与データ

パッケージ

クラウド アウトソーシング

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。2010 年に提供を開始し、2022年現在は全

9サービスを展開しています。各サービス間の強い連携が特徴で、従業員の入社から退社までをサポートします。

クラウド クラウド クラウド クラウド クラウド クラウド クラウド

パッケージ

採用管理 労務HR

見積/ 請求
書

会計

BPO

仕訳データ

人事労務業務

経理業務

採用 入社手続 勤怠管理 給与計算 年末調整 退職手続

バックオフィスの業務全体をサポート

充実のシリーズラインナップ

仕訳データ

ジョブカンシリーズについて
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ジョブカン勤怠管理のご紹介
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毎月のシフト作成が大変

システム導入はハードルが高い手作業集計に時間がかかる

有休、残業申請の紙を廃止したい

・就業規則が複雑なので初期設定が大変そう

・様々な雇用形態のスタッフがいる

・初期費用が高そう

・使いこなせる自信がない

・まだExcelを使っている

・集計ミスをなくしたい

・有休残日数を自動管理したい

・給与計算ソフトと連動させたい

・必要人数や総時給を参照しながら作りたい

・従業員への告知が大変

・時間帯によって時給を変えたい

・日別でポジション毎にシフトを組みたい

・承認、却下を手軽に行いたい

・申請の確認漏れを防ぎたい

・複雑な承認フローに対応させたい

・過去の申請と承認結果を一覧で見たい

こんなお悩みはありませんか？
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・打刻情報はリアルタイムで反映
・100以上の項目から必要なデータ
だけをダウンロード（CSV, Excel）

・お好きな方法でお手軽打刻

1.打刻 2.出勤簿で確認 3.データダウンロード

▶打刻まるめ設定
所属、雇用形態ごとのまるめ設定が可能です。出勤、退勤、合計勤務時間それぞれを対象にできます。

▶打刻忘れ防止機能
シフトのみなし勤務（出勤打刻のみも可）、自動退出設定、自動休憩設定、打刻忘れ通知メール、打刻修正

▶残業設定
変形労働、フレックス、裁量労働、なども所属、雇用形態ごとに設定ができます。

▶対応給与ソフト
ジョブカン給与計算、freee、MFクラウド（API連携有）、給料王、給与奉行、弥生給与、PCA給与
＊CSVの抽出項目は自由に編集できるので、こちらに記載のないソフトも対応可能です。

豊富な機能：①出勤管理
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・スマホやPCから簡単申請 ・申請を元にシフト作成が可能

・複雑なパターンにも完全対応

・作成したシフトはお手軽公開

・スタッフページからいつでも確認

1.シフト申請 2.シフト作成 3.公開

▶人員の過不足判定
時間帯、仕事内容ごとの必要人数を設定、参照しながらシフトを作成できます。

▶予実管理
シフトに対して、実際の労働時間の比較ができます。

▶予算管理
予算を設定し、概算給与と比較しながらシフト作成可能です。時間帯ごとの手当、研修期間設定もできます。

豊富な機能：②シフト管理
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・スマホやPCから簡単申請
・各管理者へ自動通知
・ワンクリックで承認・却下

・承認・却下された情報はすぐ反映

1.申請 2.承認 3.反映

▶申請一覧
休暇、休日出勤、残業の申請一覧は条件ごとに抽出可能です。

▶承認フロー
所属、雇用形態ごとに設定可能です。
全員の承認が必要、上位承認者の判断が優先など4通りのフローで、最大5階層まで作成できます。

▶有休管理
入社年月日を登録することで、有休自動付与が可能です。入社日基準、一斉付与両方に対応しています。

▶特別休暇
慶弔休暇、誕生日休暇など企業様独自の休暇も30個まで設定可能です。

豊富な機能：③休暇・申請管理
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・管理者ページから登録 ・従業員が入力
・勤務時間と照合可能

・入力された工数はグラフ表示可能

1.プロジェクト・タスク登録 2.工数入力 3.集計・可視化

▶プロジェクト・タスク登録
所属、雇用形態、個人ごとに設定可能です。

▶CSVデータダウンロード
期間指定やグループ、スタッフ種別、個人ごとに工数集計のファイルを抽出可能です。

▶工数集計
タスクごとの工数合計や、スタッフ毎の工数が集計できます。

▶入力・確認
モバイルからの入力にも対応しております。入力した工数が円グラフで表示されます。

豊富な機能：④工数管理
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200以上のスイッチ切り替えで、ご要望を満たします。

スタッフ・グループ設定機能

集計機能

他にも便利な機能が多数ございます。

打刻管理機能

シフト作成 申請・承認機能

モバイル機能

パレットシフト
ラインシフト
シフトパターン作成
ポジション作成
シフト募集
シフト印刷
予実管理
シフト公開
シフト申請通知
確定シフト共有

勤務状況表示
グループ管理者設定
スタッフ種別設定
スタッフコード設定
スタッフ並び順設定
基本シフト設定
退職時カード・指静脈削除
スタッフページ項目編集
スタッフ用出勤簿項目編集
多言語対応

一括登録
グループ設定
メール配信
各種アラート
IP制限
入社日登録
休日設定
研修期間の設定
一斉メール配信
お知らせ配信

人数枠設定
夜勤シフト対応
申請シフトの反映
人員の過不足判定
シフト公開範囲設定
シフト作成時の予算設定
時間帯ごとの手当設定
一日に複数シフト申請機能
18歳未満深夜割り当て警告

休暇残日数管理
休日出勤申請一覧
休暇履歴閲覧・編集
スタッフ種別毎承認フロー設定
グループ毎承認フロー設定
休暇使用情報ダウンロード
休日出勤時の代振休自動付与
時間休の消化量算出設定
申請残業の合計量表示
有休取得管理

休暇タイプ設定
休暇付与
休暇使用
特別休の追加
休暇申請一覧
有休自動付与
入社日基準付与
有休一斉付与
残業申請一覧
連日残業申請

休日労働時間の抽出
勤務時間の自動集計
打刻データインポート
出勤簿一括ダウンロード
勤務データダウンロード
遅刻・早退の判定
所定労働時間設定
出勤簿複数カ月同時出力
有休特別休の労働時間加算
打刻データ一覧

指定時刻の抽出
研修時間の抽出
まるめ設定
集計メール通知
退出承認
締め日設定
残業一覧
打刻エラー一覧
36協定超過一覧
休憩不足一覧

休憩不足チェック
複数拠点での打刻管理
打刻情報一括登録
遅刻理由申請機能
交通系ICカードで打刻
打刻修正依頼自動メール
打刻漏れエラー表示
未打刻エラー表示
36協定超過通知
早出限度設定

未退出打刻一覧
打刻承認
未承認打刻一覧
打刻回数表示
遅刻・早退抽出
GPS打刻一覧
自動退出設定
自動休憩設定

シフト申請の一括削除
各月勤務状況確認
打刻忘れの打刻修正
おサイフケータイで打刻
有給残日数確認
モバイル打刻の承認必須化
打刻時備考添付
概算給与表示
打刻現地時間設定
ワンタイムパスワード設定

シフト申請
シフト募集通知
シフト確認
GPS打刻
休暇申請
残業申請
休日出勤申請
早出残業申請
上長にメール

機能一覧
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ジョブカンでは多彩な打刻方法・機器をご用意しています。
ご利用環境に合わせて、最適な打刻機器をご利用いただけます。

初期コストなしでの導入に Geofencing・GPS機能有！
指定エリアのみでの打刻も可能 ¥55,000（税抜）

Mifareにも対応！最速読み取り

WindowsPC用

¥3,000（税抜）
※ICカード（Felica）も400円/枚（税抜）で販売しております。

ピットタッチ・プロ2

¥93,000（税抜)

Mifareにも対応！販売数不動の1位

モバイル打刻PC・タブレット打刻

ICカード打刻（Felica）

打刻方法・打刻機器

指静脈認証
WindowsPCに接続！指を翳すだけ

検温付顔認証

初年度¥204,000（税抜）
次年度以降¥66,000（税抜）

生体認証

iOSアプリ（NFC打刻）
iPhoneを打刻機として使用！(iPad不可)

無料アプリ
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「ジョブカン経費精算」と併せてご利用いただくことで、
毎月の交通費精算をより楽に行うことができます。

Suica、Pasmoなどの
交通系ICカードで打刻します。

打刻したICカードの履歴情報が
経費精算に自動で飛びます。

精算したい交通費を選択すれば、
すぐに精算できます。

勤怠
管理

経費
精算

ジョブカン経費精算月額料金

＼ジョブカン勤怠管理とセット利用でオトク！／

月額400円 >>> 350円/1ユーザ

1.勤怠管理でICカード打刻 2.経費精算に自動連携 3.かんたんに交通費精算

交通費精算の自動連携機能
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ジョブカンシリーズ併用で
従業員情報含む業務の
連携が可能です。

勤怠から給与・労務の一元管理を実現
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・冗長化

複数の拠点でデータベースの冗長化を行っています。災害
時を含むハードウェアトラブルの際は自動フェイルオーバ
ー（自動切り換え）され、確実にデータを保護します。

・インフラの常時監視

ハードウェアは常時監視されており、トラブル時は速やか
に対応できます。

・TLSx1.2 SHA256 対応

最新の SSL 暗号に対応済みです。

インフラ

・ログイン制限機能

IP制限・ワンタイムパスワード機能により、不正なアクセ
スをブロックできます。

・ISO 27001 取得済み

ISO 27001に基づいた適正な個人情報管理を行います。

・脆弱性の診断を実施

脆弱性診断専門会社による検査を定期的に受けています。

・クレジットカード情報

クレジットカード情報は専門業者に移管し、弊社システム
内での管理は行いません。安心してお任せいただけます。

信頼性

セキュリティー対策
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料金・導入までの流れ
サポート体制
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▶無料お試しアカウントはメールアドレスのみで発行できます。

▶お試し期間中はジョブカンのすべての機能をお使いいただけます。

▶マニュアルやヘルプページを見ながら、ご自身で設定等を進めて
いただけます。

▶細かい設定や、運用のご相談といった導入サポートをお電話・
メール・チャットですべて無料で行っております。

▶トライアル中の設定を引き継いでご利用いただけます。
Web上で簡単にお申込みいただけます。

アカウント発行

30日間無料お試し

利用申し込み

導入までの流れ
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設定マニュアル、運用マニュアル共に
ネット上からダウンロード可能です。
運用マニュアルは、管理者用・従業員
用の2種類用意しております。

トライアル期間中は有料版と同じ

すべての機能をお使いいただけます。

トライアル中は、カードリーダー、
ICカードを無料レンタルできます。
（Web上で数分の簡単お申込み）

1.30日間無料お試し 2.打刻機器レンタル 3.設定・運用マニュアル

Tel:050-3155-5640    Mail:https://jobcan.zendesk.com/hc/ja/requests/new  
※サポート窓口受付時間：9:00〜12:00、13:00〜17:00 （土日祝日を除く）

ご契約後はもちろん、トライアル期間中も全てのサポートを無料で制限なく行っております。

メール
サポート

電話
サポート

チャット
サポート

ジョブカン運用安心のサポート体制

ヘルプページ
検索

充実した導入・運用サポート
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初期費用・サポート費用０円

必要な機能だけ使える優しい料金プラン

※上記は税抜価格です。
※毎月の登録ユーザ数がご請求対象となります。
※各プランは単体でもご利用いただけます。（1ユーザ当たり200円/月（税抜）～）
※月額最低利用料金は2,000円（税抜）となります。
※お支払方法は、クレジットカードまたは請求書払い（銀行振り込み、コンビニ払い）よりお選びいただけます。

シフト管理 休暇・申請管理出勤管理 工数管理
※単独利用不可

ご利用料金
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導入サポートプランのご紹介
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ベーシック プロフェッショナル

料金（税込） 418,000円 506,000円

期間 2か月 3か月

所要時間
※就業規則や勤怠のルールの複雑さによって、

所要時間は変動します。

• 設定代行前のオンラインミーティング：1.5時間×5回程度
• 操作方法レクチャー：1-3時間程度

オンラインサポート 〇 〇

電話サポート 〇 〇

メールサポート 〇 〇

導入・運用のご相談 〇 〇

基本設定方法レクチャー 〇 〇

基本情報の設定代行 〇 〇

設定後の操作方法レクチャー
※管理者操作、従業員操作、給与計算方法

〇 〇

運用後の微調整などアフターサポート ― 〇

ポイント
運用開始に必要な設定から運用方法のレクチャーま
で一通りサポートします。

ベーシックプランに設定完了後のサポートが加わる
フルサポートプランです。

オススメ

お客様の就業規則や勤怠管理方法などご要望に合わせて運用レクチャーや設定代行をいたします。

※サポート内容の、基本情報の設定代行は、設定に必要な情報を事前に共有いただきます。
※勤怠管理での設定や検証をしっかり行うには2か月程度必要となります。ジョブカン勤怠管理導入時に有料サポートをお申込みの場合は「ベーシックプラン」がおすすめです!
※上記プラン以外にオプションプランもございます。状況に応じてお選びください。
※料金は1サービスごとになります。複数サービスのサポートをご希望の場合は料金がサービス分かかります。
※従業員500名以上の場合は別途料金がかかります。営業までご相談ください。

導入サポート - 設定代行プラン -
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※あくまで目安ですので、正確な導入スケジュールについてはご相談ください。

お申込み 1-3か月 4か月〜

STEP 1
お問い合わせ・相談

お申込み

お客様のご要望に適した
プランをご案内いたしま
す。

お申込書確認後、サポー
トスタートです。

STEP 2
事前ヒアリング

ヒアリングシートに貴社
の就業規定や承認フロー
をご入力いただきます。

STEP 3
ベーシックプラン

運用イメージに沿った相
談や登録設定を行います。

給与計算にもつながるよ
うに安心の2か月サポー
トです！

STEP 4
プロフェッショナル

プラン

運用開始後の微調整が行
えるよう3か月のサポー
ト期間を設けたプランで
す。

STEP 5
運用開始

時間数の事前検証や管理
者説明会、アフターサポ
ートも対応可能です。

操作方法のレクチャーをご希望の場合は
ベーシックプランがオススメです！

しっかり検証したい場合は
プロフェッショナルプランがオススメです！

導入サポート スケジュールイメージ - 設定代行プラン -
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1時間サポート 1か月サポート 2か月サポート

料金（税込） 33,000円 99,000円 253,000円

所要時間 1時間 3時間／1か月 10時間／2か月

オンラインサポート 〇 〇 〇

電話サポート 〇 〇 〇

メールサポート 〇 〇 〇

内容
• 導入・運用のご相談
• 設定確認

• 導入・運用のご相談

※原則的にいただいたご質問に回答す
るサポートを行います。
※初期設定をご希望の場合は2か月サ
ポートをご検討ください。

• 初期設定を行ううえで必要な
設定レクチャー

• 導入・運用のご相談

※情報設定はご自身で行っていただき
ます。設定代行をご希望の場合はベー
シックプラン以上をご検討ください。

ポイント
設定後の内容確認のみなど、ピンポイ
ントで確認したい場合にご利用いただ
けるプランです。

運用方法や操作方法についてレクチャ
ーするプランです。

初期設定を行ううえで必要な設定のレ
クチャーや運用時に発生した疑問に回
答するプランです。

オススメ

お客様の就業規則や勤怠管理方法などご要望に合わせて運用レクチャーや初期設定レクチャーをいたします。

※上記プラン以外にオプションプランもございます。状況に応じてお選びください。
※時間が足りない場合は、¥16,500（税込）/時間で延長も可能です。
※料金は1サービスごとになります。複数サービスのサポートをご希望の場合は料金がサービス分かかります。
※従業員500名以上の場合は別途料金がかかります。営業までご相談ください。

導入サポート - レクチャープラン -
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※あくまで目安ですので、正確な導入スケジュールについてはご相談ください。

お申込み〜1か月 2か月 3か月

STEP 1
お問い合わせ・相談

お申込み

お客様のご要望に適した
プランをご案内いたしま
す。

お申込書確認後、サポー
トスタートです。

STEP 2
事前ヒアリング

ヒアリングシートに貴社
の就業規定や承認フロー
をご入力いただきます。

STEP 3
1か月・2か月
サポート開始

オンラインまたはご来社
によるサポートを開始い
たします。1時間サポー
トの場合はピンポイント
で設定をご案内いたしま
す。

STEP 4
サポート期間

導入に向け、詳細設定を
行う過程で、ご不明な点
を電話またはメールでの
サポートを行います。

STEP 5
運用開始

アフターサポートなどで
運用開始後でも引き続き
専任担当がフォロー可能
です。

すでに運用中のご相談は
1か月プランがオススメです！

一からの初期設定は
2か月プランでご案内いたします！

導入サポート スケジュールイメージ - 設定代行プラン -
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事前検証サポート

アフターサポート

管理者説明会

55,000円（税込）

過去1か月分事例での事前検証サポートオプションです。現状の給
与計算方法との差分検証等をサポートいたします。

55,000円（税込）

運用開始後に発生した課題についての相談と微調整のサポートを
行います。

88,000円（税込）

勤怠管理の承認フロー等設定に応じた操作について管理者向けの
説明会を行います。

※事前検証サポートおよび、アフターサポートの所要時間は3時間を目安としています。¥16,500（税込）/時間で延長も可能です。
※ジョブカン勤怠管理 導入サポートプランのお申し込みが必要です。オプション単体でのお申し込みはできません。
※詳細なオプション内容はヘルプページ（https://bit.ly/3MLDLct）をご確認ください。

導入サポート - オプションプラン -

https://bit.ly/3MLDLct
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その他
キャンペーン情報など
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ジョブカン全サービス

乗り換えキャンペーン

①他社サービスの契約満期まで
ジョブカンのサービス利用料が無料！

②他社サービスの契約満期後の3か月間、
ジョブカンのサービス利用料が無料！

ジョブカン全サービス

起業支援プログラムキャンペーン

起業3年未満のお客様は
ジョブカンリーズを1年間無償で提供！
バックオフィスを効率化し、生産性をUP！

ジョブカンBPO

バックオフィスまるごとお任せ
キャンペーン

バックオフィス業務をまるっと
アウトソーシング！ BPO運用開始まで
ジョブカン全サービス無料で提供！

詳しくは

他にも、地域限定割引や特定の業種のお客様にお得な割引キャンペーンを実施中！
詳しくは以下の、お問合せ窓口にて、お尋ねください！

電話番号

受付時間
9:00~12:00、13:00~17:00

土日祝日を除く

050-3155-5640

ジョブカンのお得なキャンペーン情報



© 2022 DONUTS.
28

ジョブカン勤怠管理×Appsで
業務の課題をまとめて解決！

通常30日間の無料期間が
今なら事前登録で60日間無料

〈３つの特長〉
①豊富なアプリが使い放題
②オリジナルアプリの作成が簡単
③ジョブカン連携でさらに便利に

2022年リリース予定
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ジョブカンでは、全国の社労士・税理士等の士業の事務所1900以上に

ジョブカン認定アドバイザーとしてご登録いただいております。

システム導入に併せて、勤怠等の管理に関して

法的な観点より的確なアドバイスのできる専門家をご紹介しております。

✓ 就業規則指導

✓ 人事・労務相談

✓ 社会保険・労働保険手続き代行

✓ 労務監査

✓ 給与計算

✓ 助成金申請

ご相談内容

ご相談案内窓口

jobcan-adviser@donuts.ne.jp

是非お気軽に
ご相談くださいませ。

ジョブカン認定アドバイザー担当

社労士・税理士へご相談
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国内拠点

社名
株式会社DONUTS [登記名 株式会社Donuts]
（英文名 Donuts Co. Ltd.）

主な役員 代表取締役：西村 啓成、取締役：根岸 心 設立 2007年2月5日

資本金 7,777 万円 決算期 3月

海外拠点
タイ（Donuts Bangkok Co., Ltd.）、
韓国（Donuts Korea Co., Ltd.） ウェブサイト https://www.donuts.ne.jp/

東京本社、新潟オフィス、京都オフィス、大阪オフィス、高知オフィス、福岡オフィス

事業内容 クラウドサービス事業、医療事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、出版メディア事業

売上高

（2021 年3 月期）

社員数

（正・契約社員）
（2021年6月時点）

134.4億円

創業

（2021年2月時点）

15年目 598名

運営会社 株式会社DONUTSについて

https://www.donuts.ne.jp/

