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ジョブカンシリーズは、株式会社ジーサーティージャパンにより「ISO 27001」の認証
を取得した組織(株式会社Donuts ジョブカン事業部)が運営しています。
登録活動範囲：勤怠管理・経費精算/ワークフロー・採用管理・労務管理・給与計算・
医療に関するクラウドサービス提供業務

【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

株式会社 DONUTS   ジョブカン会計
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ジョブカンシリーズについて  -ジョブカンシリーズラインアップ -

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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ジョブカンシリーズについて  -受賞歴-

BOXIL SaaS AWARD 2021 Autumn 

「HR大賞」受賞

ジョブカン勤怠管理 ジョブカンワークフロー

ジョブカン経費精算

ジョブカン採用管理

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

※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。

ITトレンド2021年間ランキング 

「勤怠管理・就業管理」 第1位

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

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

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
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ジョブカンシリーズについて  -導入実績-

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。
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私たちが目指すもの

ジョブカン会計とは？

会計業務を軽快に、もっとスマートに

100名規模の企業のすべてのバックオフィス業務を1人で対応可能に
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会計業務で感じる日々の課題

よくある課題

従来の会計処理の方法で
は、働き方改革や税率変更

に対応できない

クラウドは集計スピードが遅
く、入力の操作感が慣れな

い

クラウド製品を色々試した
が、新しい方法に苦戦して

結局断念

世間ではペーパーレス化や働き方
改革を進める会社が増えている
が、社内では未だにサービス残業
が常識になっている。

いくつかのサービスを試してみたが、
操作画面のデザインや入力操作など
使い勝手が全く異なる。
自社に合うクラウド会計ソフトが全然
見つからない。

十分に使いこなすには時間と労力が
足りず、現場の経理部へのストレスが
溜まるばかり。
従来のアナログな方法の方がラクだと
感じるが、残業は続く。
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従来の慣れ親しんだ使いやすさのまま
クラウドの良さを発揮

サービスの特徴
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ジョブカン会計で解決できます。

無料アップデート
リモートワーク

デスクトップに近い
軽快な操作性

会計業務の効率化

・制度変更や法改正にも最新版へ
無料アップデートされて対応完了

・リモートワークをできる環境へと
変わり、希望の働き方へシフト

・操作画面が見慣れたデザイン
で、操作の仕方が直感的にわかる

・移行する時も他社会計ソフトより
ストレスなく、業務効率化をするこ
とができる

・当たり前だった業務フローをシン
プルで簡単な方法で減らせる

・経理担当者が一番使いやすい
ユーザー体験を実感

サービスの特徴
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入力

便利な機能

軽快な操作性

デスクトップ版に近い手慣れたデザインで直感的な操作が
可能！
基本的な操作はキーボードで簡潔、手入力が必要な場面で
もカンタン入力できます。

集計・決算まで自動反映

仕訳を記帳すると集計管理や決算書類まで入力内容が反
映されるため、転記する時間や労力、外部依頼をまるっと削
減できます。

外部連携で工数削減

ジョブカンシリーズや金融機関連携ができることによっ
て、必要な記帳はパソコン内で完結できるようになり
ます。

使いやすい操作のまま
クラウドで効率化

POINT

1

POINT

2

POINT

3
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使いやすい操作画面

便利な機能  -入力-

任意の時期に切り替え

Enterキーで、次の仕訳項目に移動 仕訳内容を
コピー＆ペースト

プレビュー税区分設定によって
クリックするだけ
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自分の選択箇所

複数人同時作業

同時編集者の
編集箇所
を把握ができる

ログイン状況を
チェック

税理士の先生をユーザー登録して、すぐに共有することも可能

便利な機能  -入力-
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選択したデータか
ら仕訳作成

連携先の金融
機関名を選択

明細データを
確認

データ取込
日時を確認

外部連携が可能

取引実施 仕訳帳に入力  元帳に転記  現金出納表 試算表の作成  

金融機関連携 ジョブカン会計で自動反映

便利な機能  -入力-
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集計・管理

便利な機能

自動集計機能

入力した仕訳から自動で各種集計を作成するので、帳簿
ごとに転記する時間や労力を削減できます。

財務状況の見える化

入力された仕訳データはすぐに管理帳簿に反映します。会
社の売上や経費などの財務状況をリアルタイムで把握する
ことが可能です。

内部統制機能

担当者ごとに設定可能な権限や各種履歴の閲覧、IPアドレ
スによるアクセス管理など、内部統制を実現する上で必要な
機能を提供。効果的な内部統制を実現できます。

POINT

1

経営状況を見える化
安心した経営情報の管理

POINT

1

POINT

2

POINT

3
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管理帳簿での自動集計機能

データは既に
反映済み

期間を選択できる

“勘定科目”で分類

「補助科目」で分類

不足分をすぐに
検索できる

元帳へ移動して
すぐに変更

便利な機能  -集計-
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管理者
・全ての機能を使用可能
・データ削除や権限付与が可能

取引入力者
・仕訳の入力
・本人が登録した仕訳の編集
・承認申請

会計担当者
・取引入力者が使える全機能
・仕訳の承認
・管理集計、決算の機能などの権限設定、
　データ削除以外の全ての操作

管理・承認・集計 決算記帳

内部統制 -権限管理機能-

社内の会計情報を閲覧・編集できる人材や範囲を設定可能
安心の情報管理を実現します

便利な機能  -管理-



17© 2022 DONUTS.

内部統制 -仕訳申請・承認-

便利な機能  -管理-

仕訳の承認状
態を表示

仕訳に対する承
認種別を選択

利用できる承認種別

承認済

差戻し

未承認

仕訳の入力を「申請→承認→入力」という業務フロー構築が可能
入力間違いや不正に対する予防を実現します

取引入力者権限の方から仕訳が登録され、承認権
限の方が何もしていない状態です。
“差戻し”か”承認済”のいずれかを選択いただきま
す。

入力が間違えていたりする場合に選択いただく種
別です。”差戻し”を行うと帳簿に反映されません。

正しく入力されている場合に選択いただく種別で
す。”承認済”になると入力されている内容が帳簿
に反映されます。
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≈ç

帳簿・書類

内部統制 -履歴管理-

便利な機能  -管理-

履歴管理対応機能

仕訳

固定資産

科目・部門

決算書

≈ç

ログイン

権限設定

セキュリティ設定

データ作成

操作

・履歴番号

・作業区分

・作業日時

・作業者

・変更内容

・操作対象 等

保存履歴内容

・更新日時

・操作種類

・操作対象

・詳細

・作業者

・IPアドレス 等

・・・

・・・

帳簿から操作内容まで様々な履歴を閲覧可能
操作ミスや不正に備えられます



19© 2022 DONUTS.

内部統制 -IPアドレス制限-

便利な機能  -管理-

接続元のIPアドレスを指定可能
指定したIPアドレス以外からの接続を遮断し、強固なセキュリティを実現します

アクセスを許可する
IPアドレスを入力

IPアドレス入力に関する備考を
入力。拠点などのメモ機能とし
て活用可能
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決算

便利な機能

会計期間や決算設定

基本設定や事業所設定から自動的に決算書のテンプレを
作成。会計業務へのハードルを低くし、貴重な人材を有益
な仕事へ配置しやすくなります。

ファイルの出力

PDF・CSVはもちろん、消費税申告書と消費税還付申告明細
書では国税電子申告・納税システム (e-Tax)書出が利用でき
ます。

経理業務の内製化

決算時期の膨大な会計データを転記・計算などをする手間
がなくなります。
その分、高かった人件費や外注費をコストカットできます。

POINT

1

POINT

2

POINT

3
決算処理まで社内で完結
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利用できる決算関係書類

財務三表

貸借対照表

損益計算書

C/F計算書

固定資産管理

株主資本等変動計算書

個別注記表

消費税申告書

消費税還付申告明細書

決算

PL / BSなどを
瞬時に切り替え 税表記の調整もカンタン 「千円・万円」に調整

既に入力された状態ですぐに確認できる

便利な機能  -決算-
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決算

決算書のページがプレビューですぐに確認できる 自社専用に希望の
記載項目を自由に設定

すぐにPDF出力

便利な機能  -決算-
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キャッシュ・フロー計算書

集計結果がプレビューですぐに確認できる 直接法・間接法の切り替え
がワンクリックで可能

すぐにPDF出力

便利な機能  -決算-
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豊富な機能で会計業務をサポートします

便利な機能

● 事業所設定 
● 勘定科目設定 
● 科目残高入力 
● 消費税設定 
● 部門設定 

● 売上帳 
● 仕入帳 
● 売掛帳
● 買掛帳

● 帳簿追加機能

● 振替伝票

● 仕訳日記帳

● 総勘定元帳 

● 経費帳

● 現金出納帳

● 預金出納帳

設定 

入力 
・ 

確認 

● 補助元帳

● 前年度帳簿参照入力

● 金融機関連携サービス

集計 
・ 

分析 

● 貸借対照表（月次集計・年間推移・前記比較）

● 損益計算書（月次集計・年間推移・前記比較）

● 製造原価報告書（月次集計・年間推移・前記比較）

● 残高推移表（日次・月次）

● 補助一覧表（日次集計・月次集計）

● 税区分集計表 

決算 

● 決算書

● 株主資本等変動計算書

● 個別注記表

● 固定資産管理

● キャッシュ・フロー計算書

その他 

● “弥生会計”データの取り込み

● “達人シリーズ ”各種のデータ書き出し

● “ツカエルシリーズ ”データの取り込み

● ライブラリ機能

● 帳簿各種の印刷、エクスポート

● 内部統制対応

※ 弥生会計は弥生株式会社の登録商標です。

※ 達人は株式会社NTTデータの登録商標です。
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・貸借対照表

・損益計算書

・製造原価報告書

・株主資本等変動計算書

帳票 管理 決算

・売上帳

・仕入帳

・売掛帳

・買掛帳

・経費帳

・総勘定元帳

・補助元帳

・固定資産管理

ジョブカン会計で対応状況

電子帳簿保存法に対応

電子帳簿書類の保存

主に会計システムで作成する書類保存義務について規定

・仕訳帳、売上帳などの国税関係帳簿

・貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類

・自己が発行した見積書控や請求書控などの

　取引関係書類

仕訳帳、売上帳、貸借対照表や損益計算書などの

各種会計書類をデータ保存

仕訳履歴等も会計ソフト内で確認が可能

"優良な電子帳簿の要件"に対応しています

国税関係書類

・現金出納表

・預金出納表

* 優良電子帳簿として保存し、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようと

する場合は、国税の法定申告期限までに所轄税務署長等に対して届出書を提

出する必要があります。
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・メール添付

・ Web送受信

・インターネット

・ FAX

・ EDI

・電子契約

　など

国税関係帳簿

・仕訳帳

・総勘定元帳

・出納帳

・補助簿

・その他必要な書類

国税関係書類

決算関係書類 取引関係書類 電子取引

・貸借対照表

・損益計算書

・棚卸表

・その他決算書類

・請求書

・領収書

・契約書

・注文書

　など

・請求書（控）

・領収書（控）

・契約書（控）

・注文書（控）

　など

ジョブカンシリーズでは法改正でも問題なし

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応

ワークフロー / 経費精算

見積/ 請求書

会計
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ジョブカンシリーズとの連携

連携方法
CSVファイルのエクスポート及びインポート（ APIでの連携も実装予定 ）

ワークフロー / 経費精算

見積/ 請求書

仕訳データ売上データ
入金データ

仕訳データ
を連携

会計 給与計算

給与データ
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ご利用の流れ

30日間無料トライアル

すべての機能を無料で30日間

お試しすることができます

※Google chrome対応となります。  
　Google chrome以外のブラウザでは動作保証致しかねます。

簡単ステップで
アカウント発行＆運用開始

即日無料アカウント発行可能！

有料アカウントへの移行もスピーディーに

変更することができます
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勤怠管理

5ユーザーまで料金プラン内ですべての機能を同時に利用可能

6ユーザー目から 200〜500円/人

ワークフロー

6ユーザー目から 300円/人

経費精算

6ユーザー目から400/人

労務HR

6ユーザー目から400円/人

給与計算

6ユーザー目から400/人 採用管理

候補者30名の管理まで無料で利用可能 *機能制限あり

30名以上の場合のプラン変更

上記は税抜き価格です

2,500 円/月

初期費用・サポート費用

0

5,000 円/月

スタートアップ

50,000 円/月

ビジネス

＋

エンタープライズ

料金プラン

円

見積/請求書

通常、月額基本料金2,000円で4ユーザーまで利用可能
5ユーザーから1名あたり500円

会計と同時契約で月額基本料金1,500円/4ユーザー

30日間無料お試し期間あり

3ユーザーまで利用可能

30日間無料お試し期間あり

5ユーザーまで利用可能

権限管理機能/仕訳承認/履歴管理

30日間無料お試し期間あり

無制限で利用可能

権限管理機能/仕訳承認/履歴管理/内部統制

ジョブカンはリリース以来、一度も値上げしていません。
常に安心価格をご提供しています。
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2,500 円/月

3ユーザーまで利用可能

5,000 円/月

5ユーザーまで利用可能

50,000 円/月

ユーザー無制限

エンタープライズビジネススタートアップ

料金シミュレーション（従業員 5名の場合）

勤怠管理（プラン3）

ワークフロー

経費精算

労務HR

給与計算

見積/請求書

＋

ご利用料金 ユーザー数 ジョブカン会計と併用で

300円

500円

300円

300円

400円

400円 5

5

5

5

5

5

-2,000円 0円

-5,000円 0円

-5,000円 0円

-1,500円 0円

-1,500円 0円

-500円 2,000円

＊上記は税抜価格です。
＊労務HR、給与計算は勤怠管理と同時契約の場合の料金です。
＊経費精算/WFは、最低利用料 5,000円を反映しています。
＊見積/請求書は、会計と同時契約の場合に月額基本料金が   500円引きの 1,500円となります。

合計　4,500円/月

×

×

×

×

×

×
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料金シミュレーション（従業員 50名の場合）

2,500 円/月

3ユーザーまで利用可能

5,000 円/月

5ユーザーまで利用可能

50,000 円/月

ユーザー無制限

エンタープライズビジネススタートアップ

勤怠管理（プラン3）

ワークフロー

経費精算

労務HR

給与計算

見積/請求書

＋

ご利用料金 ユーザー数 ジョブカン会計と併用で

300円

500円

300円

300円

400円

400円 50

50

50

50

50

5

-2,000円 18,000円

-2,000円 18,000円

-1,500円 13,500円

-1,500円 13,500円

-1,500円 13,500円

-500円 2,000円

＊上記は税抜価格です。
＊労務HR、給与計算は勤怠管理と同時契約の場合の料金です。
＊見積/請求書は、会計と同時契約の場合に月額基本料金が   500円引きの 1,500円となります。

合計　83,500円/月

×

×

×

×

×

×
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料金シミュレーション（従業員 300名の場合）

勤怠管理（プラン4）

ワークフロー

経費精算

労務HR

給与計算

採用管理

＋

ご利用料金 ユーザー数 ジョブカン会計と併用で

300円

8,500円

300円

300円

400円

500円 300

300

300

300

300

-2,500円 147,500円

-2,000円 118,000円

-1,500円 88,500円

-1,500円 88,500円

-1,500円 88,500円

8,500円

＊上記は税抜価格です。
＊労務HR、給与計算は勤怠管理と同時契約の場合の料金です。
＊見積/請求書は、会計と同時契約の場合に月額基本料金が   500円引きの 1,500円となります。

合計　594,000円/月

×

×

×

×

×

見積/請求書 500円 10 -500円 4,500円×

（ライトプラン）

2,500 円/月

3ユーザーまで利用可能

5,000 円/月

5ユーザーまで利用可能

50,000 円/月

ユーザー無制限

エンタープライズビジネススタートアップ
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ジョブカン会計への仕訳データ移行をサポート

仕訳データ移行サポートプラン

サポートプラン費用

100,000円 / 1事業年度分

上記は税抜き価格です

サポート対象の移行元会計ソフト

弥生会計 勘定奉行クラウド

マネーフォワード

クラウド会計

ｆｒｅｅｅ会計

上記以外でも対応できる場合がございますので

お問い合わせください

今お使いの会計ソフトからのスムーズな移行を実現します

サポートプランお問い合わせ先

TEL：050-3116-3635（受付時間） 10:00〜12:00、13:00〜17:00 (土日祝除く)

MAIL：jbcac-cx@ac.jobcan.ne.jp

まずは気軽にお問い合わせください！
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ジョブカンシリーズで培われた信頼の無料サポート

サポート内容

ジョブカンシリーズで培われた信頼の無料サポート

メールサポート チャットサポート 電話サポート

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。

ご不明点がございましたら、企業様の

管理画面からすぐにチャットサポートに

相談できます。

お電話のサポートもご用意しておりま

す。
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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

セキュリティ対策

・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



36© 2022 DONUTS.

キャンペーン情報
認定アドバイザー制度
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キャンペーン情報

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

050-3116-3635 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
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認定アドバイザー制度について

ジョブカンでは、全国 2000以上の社労士・税理士等の士業事務所の皆さまに ジョブカン認定アドバイザー としてご活躍いただ

いております。システム導入に併せて、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

・助成金申請など、幅広くご相談いただけます。

※紹介料は無料です。

ご相談案内窓口

jobcan-adviser@donuts.ne.jp ジョブカン認定アドバイザー担当
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認定アドバイザーの声　～手作業やミスが減り効率化～

ジョブカンを顧問先に導入して、貴社業務が効率化された等の変化

がありましたら教えて下さい。

毎月給与データを確認する際に、データをエクスポートしてもらったものを受け渡ししていましたが、ク

ラウド化したことにより、適時データを取り出すことができ、かつ分析用に加工したデータを出力され

ることによりコンサル業務に活用できるようになりました。

顧問先様のジョブカン導入前の状況、導入後の変化を教えて下さ

い。

あるお客様は、タイムカードをエクセルで集計し、そのデータを給与システムへ手入力していらっしゃ

いました。 間違いも多く、労働環境の変化や増員に対応できなくなっていらっしゃったのですが、ジョ

ブカンを導入されて打刻から給与計算まで、手入力作業がなくなり間違いもなくなり、効率化につな

がった、という意見をいただいております。

また、社長様が経理業務を全般的に行っており、貴重な時間を割いて経理業務を行っていた企業様

がいらっしゃいましたが、ジョブカンを導入されて経理に割く時間が圧倒的に減ったため、時間を営業

活動などの他の業務に時間を使うことができるようになった、というご意見をいただきました。

https://www.tax-brain.jp/
昔は税理士法人制度がなかったため、まずは個人事務所からのスタートでした。当時は会計

専用機、いわゆる「オフコン」が主流だったのですが、パソコンが主役の世の中になると考え、

開業の際はパソコン主体で事務所を始めました。そして、現在では若いスタッフさん達が中心

に、いち早く様々なクラウドサービスを取り入れ、お客様のサポートに活用しております。

業務内容としては、会社の損益の把握や税務の相談などはもちろん、経営に関するあらゆる

相談やその窓口として、お客様の様々なニーズに応えています。

税理士法人タックスブレーン

https://www.tax-brain.jp/
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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。

新サービス情報  -ジョブカンApps- 【2022年リリース予定】

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。

Appsの特徴

豊富なアプリが
使い放題

ジョブカンシリーズ
との連携

アプリのカスタマイズ
や作成も可能

脱表計算ソフトで
作業を効率化

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。

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。

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。

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。
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株式会社DONUTS 会社概要

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 http://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 社員数 創業 

http://www.donuts.ne.jp/
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お問い合わせ

導入を検討の方

公式サイト https://ac.jobcan.ne.jp/

機能や設定で
お困りの方

お問い合わせ対応
050-3116-3635（受付時間） 10:00〜12:00、13:00〜17:00 (土日祝除く)

info@ac.jobcan.ne.jp
追って、営業担当よりご連絡いたします。

無料
セミナー 定期的にオンラインセミナーを開催中です。

https://ac.jobcan.ne.jp/
https://jobcan-ac.zendesk.com/hc/ja/requests/new
https://ac.jobcan.ne.jp/seminar/

