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株式会社 DONUTS   ジョブカン採用管理

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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ジョブカンシリーズについて
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ジョブカンシリーズについて

会計

パッケージ

クラウド アウトソーシングクラウド 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

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

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

採用管理 労務HR

見積/請求書

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

ワークフロー/経費精算

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。
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ITトレンド2021上半期ランキング

「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。

ジョブカンワークフロー

ITトレンド2021上半期ランキング

「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

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2020年間ランキング

「労務管理システム」第2位

ジョブカン勤怠管理

ITトレンド2021上半期ランキング

「勤怠管理・就業管理」 第1位
BOXIL SaaS AWARD 2021 
Autumn「HR大賞」受賞

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

BOXIL SaaS AWARD 2021

「Back Office部門」受賞

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2020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-



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 -

※導入企業様一例、順不同
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ジョブカン採用管理について
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人事部⾧事業部 採用担当者 経営陣

採用課題を解決する

時間を創出

候補者情報管理

選考日程調整

実施した施作の振り返り採用要件のすりあわせ 採用計画の策定

採用サイト作成

選考担当者設定

事務作業はジョブカンで！

人事部⾧

採用担当者 選考担当者

面接の日程調整…

候補者情報の転記…

自分の面接日時は？

候補者の履歴書は？

媒体の費用対効果は…？来期の採用計画は？

ジョブカン採用管理は採用に関する事務作業を徹底的に自動化し、よりインパクトのある業務に携わる

時間を創出します。理想の社員を採用するための企業のパートナーになることを目指します。

ジョブカン採用管理について1
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進捗把握・効果分析

一般的な採用業務のフロー

ジョブカン採用管理の役割

採用サイト作成 媒体・エージェントから

候補者情報を集約

Indeed

エージェント

求人媒体

スケジュール調整の

効率化、選考結果入力

経路別応募者数などの

レポート作成

ジョブカン採用管理について2

「ジョブカン採用管理」は、応募獲得から採用決定までの業務を “一元管理” するサービスです。

あらゆる経路からの候補者情報を自動で集約。日々の事務作業を効率化します。

選考の実施候補者の管理応募者の獲得



9© 2021 DONUTS.

1. シンプルで使いやすい

人事だけでなく面接担当者まで、初めて

システムを利用する方でも簡単に使える

シンプルな設計。

2. 業界最安値クラスの利用料金

月額8,500円から利用でき、1か月単位で

ご契約いただけます。

毎月の応募者数に応じた料金設定のため、

採用規模に合わせて無駄なくお使い

いただけます。

3. 豊富な連携機能

各種求人媒体や求人検索エンジン、

LINEやindeed、カレンダーなど様々な

外部サービスと連携。お使いのツールと

組み合わせて活用いただけます。

求人媒体

カレンダー
チャット
ツール

Indeed
Google  

しごと検索

・

LINE

ジョブカン採用管理の特徴
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中途
自動連携可能な求人媒体が15種以上

エージェント管理機能は、全国約 2000 社のエージェントが利用

新卒

昨年度以前の数値も参照でき年度比較が容易
1年以上の期間が必要なインターンからの採用や、通年採用にも 対

応

月額料金がその月の新規候補者登録数によって変動するため、

無駄がない

アルバイト・パート

全国拠点採用に対応。本部と店舗等の情報共有が簡単
重複エントリーがあればアラートが表示されるため、多拠点

でも候補者管理を効率的に行える

※アルバイト・パート向けの機能を随時拡充。LINE連携、動画面接を直近で実装。

雇用形態 おすすめ度 ジョブカン採用管理の強み

「採用活動を行う全ての企業のプラットフォーム」を目指して

推奨利用方法
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採用サイト作成
Indeed、Google しごと検索に自動掲載

Google しごと検索Indeed

応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

求人情報や画像を入力するだけで、簡単に自社の採用サイトを

作成・更新できます。トップページ・求人一覧・求人詳細・

エントリーフォームまで作成可能。エントリーフォームから

応募された候補者情報は自動でジョブカンに登録されます。

採用サイトで公開した求人情報はIndeed、Googleしごと検索、

に掲載できます。

成功報酬なども発生しないため、低コストでの応募者獲得が

可能で す。

機能ピックアップ -応募者の獲得
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採用の進捗を一目で把握 求人ごとの採用状況も可視化

応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

ダッシュボードに採用活動の進捗をリアルタイムで

表示。「次やるべきこと」「現在の採用状況」が

一目で わかります。

求人ごとの経路別応募者数や内定率をグラフで確認

できます。

機能ピックアップ -候補者の管理１
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基本情報だけでなく添付ファイルや
選考結果まで管理

システムからメール送付可能候補者情報を登録

エージェント 企業

基本情報

職歴、学歴

応募経路

その他添付ファイル

職務経歴書

添付
ファイル

履歴書

メール履歴

参考情報

過去の選考フロー

選考評価

etc.

エージェントとの情報共有を円滑に

エージェント自身がジョブカン上で求人を確認し、

最適な候補者をアップロード。

選考日程調整やメール送 受信を簡単に行えます。

応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

選考ステータス氏名、メールアドレス

応募経路やメールの履歴はもちろん、履歴書などの

ファイルも管理可能。現在の選考状況や評価まで候

補者情報を一元管理します。

機能ピックアップ -候補者の管理２
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スタンダードプラン

（～50名） 月額 ¥  5,000

料金プラン

RoboRoboリクルーティング連携

左記以外のメディアについては
提供元までご相談ください

バイトル
Paiza,
iroots,

etc.

エン転職
連携媒体

一覧

求人媒体との連携

マイナビ
転職/バイト

おうぼ
うける君,

タウンワーク

doda,

type
ビズリーチ

リクナビ
NEXT

Wantedly,

Green

連携媒体
一覧

外部連携

※ 本サービスは、RPAサービス累計導入社数1,000社以上の実績を持つ

国内最大手の「RPAホールディングスグループ」が提供します。

※契約体系など詳細につきましては別途ご相談ください。

応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

キミスカ

エントリープラン

プレミアムプラン

（～150名）

（～300名）

月額 ¥20,000

月額 ¥50,000

より多種類の求人媒体の情報をジョブカンに

取り込める有料オプションサービス「RoboRobo

リクルーティング」もご用意しています。

求人媒体から応募があった候補者情報を自動で登録。

手入力の手間を削減します。

情報を取り込むタイミングも選ぶことができます。
※ STANDARD プランでのみご利用いただける機能です。

※ 連携された求人媒体側の仕様変更、バージョンアップ、そのほか
連携上の制約等により、連携機能や動作に不具合が生じる可能性が
ございます。また、当該不具合が解消されることを保証するものでは
ありません。

NEW!

OfferBox

AMBI

NEW!

JobMedley,

Engage

機能ピックアップ -候補者の管理３
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求人媒体自動連携 活用効果

（求人媒体チェック1日30分、応募者情報の転記1名あたり5分、応募者情報確認1名あたり2分を前提に算出）

（削減費について、1時間あたりの時給を2,500円とした場合にて算出）

年間

330 時間

求人媒体自動連携

取込人数 150 名/月 （1,800 名/年）の場合

年間

60 時間

270時間削減
（約 82% 削減）

手動転記

年間で 67.5万円 を削減 （1ヶ月で 約6万円 を削減）

時間

求人媒体連携機能（候補者自動登録で削減される時間と費用）
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応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

カレンダー連携で
スケジュール調整を効率化

Google Office 365

サイボウズ
ガルーン

サイボウズ
Office

確定した日時を
お知らせ！

お使いのグループウェアのスケジュール機能

と連携。選考担当者の予定を確認しながら

面接日程を調整できるほか、

会議室・ 備品もまとめて予約可能です。

さらに、面接日時などが確定すれば、

それ を担当者に Slack やメールで通知します。

書類選考・面接フィードバックは
ジョブカンに入力するだけで完了

ジョブカン上の履歴書・経歴書データに

アクセス。書類選考・面接結果の記入も

全てオンラインで実施可能。

面接官の設定もジョブカン上で行えます。

さらに、「タイムライン」機能により
ジョブカン上で採用担当者と選考官にて

チャットを行うことも可能です。

機能ピックアップ -選考の実施１
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応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

動画面接機能で選考の精度を向上

動画面接に対応。

ジョブカン上で投稿フォームを作成でき、

候補者はスマホ・PCから動画をアップロード。

動画はジョブカン上に反映され、

書類選考と併せて精度の高い選考を可能にします。

アルバイト採用では本部で「動画面接」、

店舗で「対面面接」を実施することで

店舗担当者の負担も削減できます。

ジョブカン上から
応募者にLINEの送信が可能

お持ちの「LINE公式アカウント」と連携す

ることで、ジョブカン上で応募者とLINEの

やりとり（メッセージ送受信）が可能です。

日程調整や選考結果の連絡等にLINEを活用

いただくことで、応募者の反応率の向上と、

選考のスピードアップを実現します。

AIが自動で日程調整

確定した日時
を お知ら
せ！

ジョブカンAIが

Googleカレンダーの空き予定を参照。

面接官の空き予定を確認し、

候補者に対して自動で日程を提案します。

候補者は「日程調整フォーム」から

ボタン一つで選考の予約が可能。

面接官・採用担当者・候補者、

全員の満足度向上に寄与します。

Google

機能ピックアップ -選考の実施２



18© 2021 DONUTS.

応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

ジョブカン上から
Zoom予約が可能に

面接日程の調整と同時に、Zoomミーティングを作成し、

オンラインに活用することができます。

Googleカレンダーとの同期も可能なので、

面接日程とZoomミーティングURLをまとめて

担当者に共有すれば、より効率的なオンライン面接が

実現可能になります。

×
NEW!

リファラル採用にも対応

NEW!

求人ページのURLを知っている人だけが閲覧できる

限定公開求人の作成ができます。

URLを社内に共有して、

リファラル採用にご活用いただけます。

機能ピックアップ -選考の実施３
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応募者の獲得 候補者の管理 選考の実施 進捗把握・効果分析

応募者数や選考通過率を集計

求人別選考ステップレポート 経路別応募者数推移レポート

登録した候補者情報をもとに、求人・応募経路別の応募者数や

ステップ通過率といった統計データをグラフと表で確認できます。

実施した採用施策の振り返り・分析 に活用いただけます。

機能ピックアップ -進捗把握・効果分析
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内定承諾者情報を
ジョブカン労務HRに自動登録

手続きが
楽に！

入社手続き

年末調整

退社手続き

従業員への情報入力依頼

社会保険手続き

マイナンバー管理

内定承諾者の氏名、入社日、履歴書・職務経歴書などを

ワンクリックでジョブカン労務HRに同期。

入社準備の作業時間を削減します。

機能ピックアップ -ジョブカン他サービスとの連携
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導入事例のご紹介
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執行役員 / コーポレート本部⾧ 丸山様

ジョブカン採用管理を選んだ理由を教えてください

大きな理由は３つあります。
１点目は連携できる媒体が多かったことですね。現状、当社が掲載している求人について
は、全て連携しており、候補者を一元管理できるようになりました。ジョブカンから一括
で各求人媒体の候補者に連絡できるのでレスポンスが早くなりました！

２点目は、選考フローを求人ごとに自由に設定できるところです。弊社ではさまざまな職
種の求人を掲載するため、細かくフローを設定できるのは嬉しいですね。
また、選考フローが途中で変わった際、柔軟に対応できるところも魅力のひとつです。

３点目は費用面です。採用を強化する時期、しない時期がありますので、毎月の応募者数
に応じて、利用料金が変動するのは助かります。

導入後の効果を教えてください

導入前は、出社後、各媒体の管理画面を全て確認する必要がありましたが、導入後はジョ
ブカンの確認のみになりました。候補者への連絡についても、未対応フラグを活用した絞
り込みができるのでスムーズになりました。メールの予約送信機能も活用中です。
これまでは、後日送りたい案内メールについては、忘れないように紙にメモするなどして
管理していました。ジョブカンの導入後は、その日のうちに送信予約の設定ができるため、
漏れなく対応ができるようになりました。

業界最安値クラス（p.26）
毎月の応募者数に応じた料金設定のため、

採用規模に合わせて無駄なく
お使いいただけます

カレンダー連携機能（p.16）

面接官・会議室の予定を一目で 確認、
日程を登録

https://www.grop.co.jp/

1975年にダイレクトメッセージの発送代行から始まった当社は、設立より“人”をビジネスの主

軸として展開してきました。目の前の業務に真剣に取り組み、そこから学び得た知識や経験を

重ねながら積極的に新しい事業を生み出し、現在では人材派遣ビジネス、フルフィルメントサ

ービス、テレマーケティング事業など、幅広く事業展開をしています。多様なリソースを基に

あらゆる業務を、ワンストップで支援できるのがグロップの強みです。

株式会社グロップ

導入事例のご紹介１
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執行役員 / コーポレート本部⾧ 丸山様

ジョブカン採用管理を選んだ理由を教えてください

導入前に数社お話を伺い、使いやすさと料金がポイントとなりジョブカンを選びました。初
めてのシステム導入だったので、シンプルでわかりやすいデザインで操作が簡単なのはあり
がたかったです。
また、当月に新規登録した候補者によって決まる料金体系も無駄がなく魅力でした。
その他、カレンダー機能との連携やエージェントへの求人公開設定など、必要な機能が一通
りそろっているのがジョブカンでした。

導入後の効果を教えてください

エージェントとのやり取りや情報の共有・進捗確認が楽になりました。
これまではエージェントと電話でのやり取りにかなりの時間を使っていました。今は要件
や会社制度などよく聞かれる内容は全てジョブカンに記載していますので、電話の回数が
格段に少なくなりました。エージェントによって求人の公開/非公開を選べる機能も便利で
すね。

また、情報共有漏れや連携ミスがなくなり、進捗状況の把握がスムーズになりました。例
えば、面接担当者が候補者の詳細を聞きたくても、採用担当が不在の場合があります。そ
んな時、自分でジョブカンにログインして応募者情報や送受信履歴などをすぐに確認でき
るので、お互いにストレスや手間を感じることなく採用活動を進められていると思います。

弊社は、基本的にほとんどの社員が４月１日に入社する仕組みです。前年４月に内定承諾
いただいた方は入社が約一年後ですよね。入社までに期間が空くため、継続的なコミュニ
ケーションを取ることが大切ですし、過去のやり取りの履歴を確認しながら進めていく必
要があります。大人数とのやりとりをジョブカンなしで行うことは相当な時間がかかりま
す。そういった点でも自社の採用活動を支えてくれているなと感じます。

候補者・選考管理機能（p.13）
応募経路やメールの履歴はもちろん、履歴

書などのファイルも管理可能。

エージェント管理機能（p.13）

エージェントに最新の求人を簡単に共有 候
補者紹介・選考もジョブカン上で完結

http://www.associe-international.co.jp/

1991年に創業し、東京都目黒区を中心に「この街で、いっしょに育てる。いっしょに育つ。」

という考えの元、保育園や一時預かり・子育てひろば、学童、児童館など一貫して保育事業を

行う当社。現在では社員数500名を超え、2020年度は新たに7つの認可保育園を開園予定。保育

士を中心とした職員の働く環境を整えるため、「9連休プロジェクト」や「振休取得率100%」

など環境整備にも力を入れています。

株式会社アソシエ・インターナショナル

導入事例のご紹介２
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ジョブカン採用管理を選んだ理由を教えてください

求人媒体に属さないシステムという点がポイントでした。例えば、ある求人媒体への掲載

を停止したとしても、これまで通りシステムを使用できる点が良かったです。

また、Indeedと連携しており無料で求人を掲載できる点も魅力でした。

導入後の効果を教えてください

期待していたIndeedへの求人掲載も効果が出てきています。有料の求人媒体と肩を並べる

程度の応募者数と内定率を実現しています。

貴社独自の活用法はありますか？

会社説明は電話で行うため、日程調整にイベント管理機能を使用しています。これまでは

メールで私から「日程調整依頼」を候補者に送り、「希望日時」を返信してもらい、「確

定日時」を返す……、と最低３回はメールでやり取りが行われていました。

イベント管理機能を使えば、私の対応可能日時を設定してメールを送付するだけで面接調

整を完了できるので業務の煩雑さが大幅に軽減されました。

求人サイト作成機能(p.11）

求人サイトを簡単作成 Google・Indeedに

無料掲載

イベント管理機能

複数日程から希望日を選択

https://www.travelex.co.jp

1976 年に英国ロンドンで創業されたTravelexは、世界30 カ国以上で国際送金・外貨 両替・支

払いサービスを提供しています。

トラベレックスジャパン株式会社

導入事例のご紹介３
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採用責任者 増井様

https://www.holmescloud.com/

経営を強くする契約マネジメントシステム「Holmes（ホームズ）」を開発・展開している

SaaS 企業。単に契約書を電子化するだけではなく、契約における業務フロー全 体を効率的

に管理・運用できるクラウドサービスを提供。

株式会社 Holmes

導入後の効果を教えてください

一番効果を実感できたのは日程調整にかかる時間の削減ですね。各候補者とのメールもジョ

ブカン採用管理上で受送信し、Googleカレンダーと連携したことで日時や会議室の指定な

ど、こまごました調整の必要がなくなりました。

作業を削減して創出した時間を採用広報やスカウトに使えるようになり、一か月10名程度

の応募が今では150名にまで増加しました。

オプション機能としてご利用いただいている求人媒体自動連携

機能（※）はいかがでしょうか

他の採用管理システムにはない、効率アップになる機能だと思います。今までは毎朝９時

～10時はビズリーチとWantedlyに応募された候補 者情報をジョブカン採用管理に転記する

単純作業をしていました。これが自動入力になるだけで一日の作業を１～２時間削減でき

ます。

※求人媒体自動連携機能では一部外部提供サービスを含みます

カレンダー連携機能（p.16）

面接官・会議室の予定を一目で 確認、
日程を登録

求人媒体自動連携機能（p.14）

候補者情報を自動反映

マイナビ
リクナビ
doda etc.

導入企業様の声
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料金プラン・導入までの流れ



27© 2021 DONUTS.

※候補者データの保持期間は、無料プランは 30 日間、有料プランは 10 年間です。

※求人数は、無料プラン・有料プラン共に制限はございません。

※10 年以上のデータ保持期間をご希望の場合、または候補者数が 1,000 名以上見込まれる場合は別途ご相談ください。

※価格は税抜表記です。

STANDARDプラン
求人媒体自動連携機能あり

30,000 円/月

無料プラン
求人媒体自動連携機能なし

0 円/月

候補者登録数上限30 名/ 月
機能制限あり

LITEプラン
求人媒体自動連携機能なし

8,500 円/月

30,000 円/月

～50 名/月

～150 名/月

～300 名/月 70,000 円/月

120,000 円/月～1,000 名/月

1か月に新規登録した候補者数で、その月の料金を決定します。

初期費用・サポート費用は 0 円、月額料金のみでお使いいただけます。

料金プラン

新規候補者登録数
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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。

▶毎週開催のオンラインセミナーでは機能概要をデモを交えて確認できます。

▶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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サポート体制・セキュリティ
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ご契約後はもちろん、無料お試し期間中も全てのサポートを無料で、制限なく行っています。

充実したサポート体制で、運用上の不明点をすぐに解消します。
細かな不明点を解消しながら導入準備を行うことができます。

機能に関するご要望も開発を検討させていただきますので、何でもお気軽にご連絡ください

メールサポート
画面のスクリーンショット等添付 して

ご相談いただけます。

アドレス：support@ats.jobcan.ne.jp

受付 時間：平日10:00~19:00

チャットサポート
サポート担当がリアルタイムで対応し

ます。

受付時間：平日10:00~12:00,13:00~17:00

電話サポート
お電話のサポートもご用意してお りま

す。

電話番号：050-3161-4962
受付時間：平日10:00~12:00,13:00~17:00

サポートの内容



・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。

信頼性

セキュリティー対策

・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。
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キャンペーン情報
その他
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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ヶ月間、
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 10:00~12:00、13:00~17:00
土日祝日を除く

050-3161-4962 人事労務バリューパック

ジョブカン勤怠管理・労務HR・給与計算の
3サービスをセットで導入すると、
労務HRと給与計算がそれぞれ100円引きに

ジョブカン勤怠・労務・給与

キャンペーン情報
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事前登録で、リリース後、すべての機能を
60日間無料でお使いいただけます。

ジョブカンAppsは、広範な業務領域や企業独自のルールに対応したビジネスアプリを作成・使用できるサービスです。

「ToDo」や「備品管理」、「契約書管理」など、業界・職種を問わず仕事で活用できるアプリを搭載しています。

また、オリジナルアプリの作成も可能です。

業界や職種を問わず使
える便利なアプリを、
いくつでも自由にご利
用可能です。

豊富なアプリが
使い放題

ジョブカン上のデータの
カスタマイズや、集計・
分析等の活用が可能です。

ジョブカンシリーズとの
連携

ドラッグ＆ドロップでかん
たんに作成できるので、専
門知識は必要ありません。

アプリのカスタマイズや
作成も可能

ルックアップ・CSV取込
により、Excelなどでの
面倒な作業をなくせます。

脱表計算ソフトで
作業を効率化

Appsの特徴

新サービス情報-ジョブカンApps【2022年リリース予定】



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

（単体、2022年3月期）

社員数

（2022年4月時点）
※単体／派遣社員、業務

委託除く

179.3億円

創業

（2022年2月時点）

16年目 756名

運営会社 株式会社DONUTSについて
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導入を検討の方

公式サイト https://ats.jobcan.ne.jp/

機能や設定で
お困りの方

下記メールアドレスにご一報ください。営業担当よりご連絡いたします。
info@ats.jobcan.ne.jp

無料
セミナー

https://ats.jobcan.ne.jp/seminar/
オンラインセミナーやセミナー動画を配信中です。

https://jobcan-ats.zendesk.com/hc/ja/requests/new
050-3161-4962 （平日10:00～17:00）

お問い合わせ


