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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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人事労務バリューパックについて
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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でお得にご利用いただけます。従業員情報の管理、勤怠デー

タの収集から給与計算までシームレスな処理が可能です。

人
事
労
務
業
務 勤怠管理

給与計算 労務HR

従業員データ

勤怠データ

給与データ

労務HR

入社手続 勤怠管理 給与計算 年末調整 退職手続

人事労務バリューパックについて
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連携設定すれば後は給与計算時に情報更新するだけ！ ジョブカン給与計算で作成した書類（月額変更届等）

を、労務HRから電子申請も可能です。

１クリックで各サービスから情報取得可能

シリーズだからできる効率的な一元管理

各機能を使おうとするたびにログインIDやパスワードを思い出して…、

という手間がゼロ！

シングルサインオン機能実装で、ラクラクログインできます！

ログインIDやパスワードの面倒な管理不要
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業界トップのコストパフォーマンス

200円～/月
400円/月 400円/月

通常、ユーザー1名につき、1,000円～／月のところ…

シリーズなので機能被りもなく、オプション料金も発生せず、人事労務をまるごと

管理が可能です。お見積りをご希望の場合は、お気軽にお問合せくださいませ。

※ご利用いただく機能数で金額が異なります。

人事労務バリューパック特別価格

ユーザー1名につき 800円～/月

※勤怠管理１プランご利用の場合労務HR・給与計算がそれぞれ100円引き
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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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導入までの流れ -導入スケジュール例-

※ 従業員数250名、初めてのクラウド導入の場合 （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）

スタッフ設定

就労設定

休暇申請設定

事業所設定

従業員情報登録

1か月 2か月 3か月 本稼働開始

事業所設定

従業員情報登録

給与規定設定 勤怠データ

勤怠データテスト運用開始

テスト運用開始

テスト運用開始

１クリック情報連携

１クリック情報連携

※ジョブカン導入サポートを使えば、よりお手軽に運用開始できます。詳細はサポート窓口にお問合せください。
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ジョブカンシリーズについて
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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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※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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ジョブカン労務HRについて

ジョブカン労務HRは、入社から退職までのあらゆる従業員の管理を自動化・可視化するクラウド労務管理システムで

す。従業員との煩雑なやり取りがスムーズに完結し、従業員情報はクラウドで一元管理可能。社会保険・雇用保険の手

続きは帳票作成から提出までサポートします。
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ジョブカン労務HRについて -従業員の管理を自動化・可視化 １-

基本情報・業務情報・給与・通勤手当・口座・扶養・税区分・保険などの情報が収集可能です。

収集項目は自由に追加できるので、デフォルト項目のほかに、資格情報や、人事考課情報などもまとめて管理でき

ます。従業員にシステム上で入力依頼できるので、管理者は内容の最終チェックするだけでOK。入社時の書類の記

入漏れやミスのチェック、再提出も不要になり、管理者・従業員双方の工数を削減します。

人材管理機能では、人事労務担当者だけでなく、その他の従業員も、ジョブカン労務HR内の従業員情報を閲覧・検

索できます。確認できる項目は管理者側で制御可能です。顔写真つきで確認、経歴やスキルで検索ができるので、

「あの人は誰だっけ？」「次のチームリーダーは誰がいいか？」という場面で活用できます。

さらに、安否確認や出社確認、異動通知にも使える汎用性の高い従業員通知機能もご用意しております。

ジョブカン労務HRは、事業所情報と従業員情報をジョブカン給与計算とAPI連携可能です。従業員情報に変更があ

った場合に、それぞれのシステム情報を更新する必要がなくなります。

ジョブカン採用管理と連携し、内定者の候補者情報をジョブカン労務HRに取り込むこともできます。

従業員情報を簡単収集・管理

シリーズ連携

人材管理機能
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ジョブカン労務HRについて -従業員の管理を自動化・可視化 ２-

雇用形態や職種、役職、グループの異動履歴がいつでも閲覧できます。

未来の異動を先に登録することも可能です。未来の異動日を登録した場合、異動日当日になりますと自動的に人事

異動情報が切り替わります。

人事異動履歴の管理

マイナンバーは暗号化された状態で保管しますので、セキュリティー対策は万全です。マイナンバー一覧の操作履

歴は自動保存されるので、人為的な流出も抑止できます。また、マイナンバーは自社の従業員だけでなく、扶養対

象者や業務を委託している個人事業主の方のものも管理できます。メールだけでなくQRコードでの提供依頼も可能

なので、FAXや配送、郵送など主に紙でやりとりをしている取引先にも対応できます。

マイナンバー管理・収集
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ジョブカン労務HRについて -手続き・帳票作成を自動化 １-

対応手続き… 入社・退社・扶養変更・住所変更・氏名変更・産休

事業所/従業員情報をもとに各種手続きの必要書類を自動作成します。

また、e-Govと連携しているため、役所に行かなくても帳票の電子申請が可能です。

必要書類の自動作成・提出

印刷・捺印が必要な書類はワンクリックで従業員に依頼できます。

従業員はマイページからファイルをダウンロード・印刷し、アップロードで提出まで簡単にできます。

ファイル共有機能

対応帳票… 扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書・総括表・給与支払報告書・源泉徴収票・

源泉徴収簿・法定調書合計表

従業員が短いアンケートに答えるだけで、年末調整に必要なデータ収集は完了です。各種控除申告書も自動作成し、

システム上で捺印依頼が可能です。

年末調整機能
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ジョブカン労務HRについて -手続き・帳票作成を自動化 ２-

各手続きのTODOリスト、進捗管理画面が自動で作成されます。

労務経験に不安があっても安心のタスク管理サポート、さらに手続き案内機能もついています。従業員への依頼状

況も一覧で確認できるため、対応の抜け漏れを把握できます。

TODOリスト・進捗管理機能

常用労働者が50名以上の事業所では義務化されているストレスチェックが実施できます。

調査票の配布・結果通知・産業医など実施者との連携がペーパーレスに行えます。集団分析も対応。

ストレスチェック機能

「労働条件通知書」や「雇用契約書」などの書類を、ジョブカン労務HR上の事業所・従業員情報が自動で反映され

た形で簡単に作成できます。

WordやExcel形式の書類をコピー＆ペーストするだけで簡単にテンプレートの作成も可能です。

書類作成機能
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ジョブカン勤怠管理について

ジョブカン勤怠管理は、全国 8万社以上で利用いただいている業界No.１*クラウド勤怠管理システムです。

出勤管理、シフト管理、有休管理、残業管理まで勤怠管理業務に必要な全ての機能を備えており、タイムカードと比べ

てコストや業務時間を大幅に削減します。シンプルな管理から、自社運用に合わせた複雑なカスタマイズまで対応可能。

* 1,000万人以上が利用するIT製品の比較・資料請求サイト『ITトレンド』の、「勤怠管理・就業管理」部門にて、年間資料請求数１位を獲得(2015～21年) 。
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ジョブカン勤怠管理について -出勤管理-

打刻方法… 従業員用マイページからの打刻／ICカード打刻／GPS機能付きのモバイル打刻／指静脈認証打刻／LINE

打刻・Slack打刻／顔認証打刻など

打刻方法の選択肢が豊富。事業所、従業員ごとに打刻方法の使い分けも可能です。

打刻

従業員の勤務状況をリアルタイムで反映される出勤簿で確認できます。

出勤簿項目もカスタマイズが可能です。

出勤簿で確認

打刻されたデータが全て自動で集計されます。労働時間も自動で集計され、総労働時間はもちろん、残業時間、深

夜労働時間、休日労働時間なども確認可能です。出勤時間・退勤時間の切り上げ・切り捨ても設定できます。

集計した勤怠データは、お使いの給与ソフトに合わせてフォーマットを決めてCSV形式でダウンロードできます。ジ

ョブカン給与計算なら1クリックで連携！

データダウンロード

※ その他、200以上の機能スイッチ切り替えで理想の運用を実現できます！
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ジョブカン勤怠管理について -工数管理・シフト管理-

各スタッフのプロジェクトやタスクを登録・管理できます。 スタッフやタスクごとの工数集計やデータ出力・分析

も可能です。

工数管理

シフト申請

従業員は、スマホやPCからお手軽に申請可能が可能です。

シフト作成

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。曜日毎に必要な人数とシフトパターンを設定して、

条件に合ったシフト表を自動作成できる機能もございます。

従業員へ公開

作成したシフトは公開され従業員はマイページからいつでも確認可能。

シフト管理
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ジョブカン勤怠管理について -休暇・申請管理-

従業員は、スマホやPCから簡単に休暇申請することができ、承認状況も確認できます。有給休暇・振替休暇・代替

休暇のほか、独自に定めた特別休暇も管理できます。

残業申請は、申請がなければ打刻時にエラーが発生し、打刻できない設定も可能。早出残業にも対応しています。

休暇・残業申請

申請された休暇は、管理者へ自動通知、ワンクリックで承認完了できます。

承認フローも所属・雇用形態ごとに設定することができ、複数の管理者による承認や順番まで柔軟に設定可能です。

管理者承認

「働き方改革関連法」にも対応しており、年次有給休暇の５日取得と時間外労働の管理をサポートします。休日の、

付与・残日数の管理や、年次有給休暇管理簿もシステム上で自動作成・ダウンロードが可能です。有休については、

有休自動付与機能を使えばシステムに自動で有給休暇を付与させることが可能です。

休暇管理

※ その他、200以上の機能スイッチ切り替えで理想の運用を実現できます！
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ジョブカン給与計算について

ジョブカン給与計算は、複雑な給与規定にも対応できる給与計算システムです。

「ジョブカンシリーズの連携」「雇用形態に合わせた給与規定」「支給控除の計算式作成」「保険料・税率の自動アッ

プデート」で給与計算業務を効率化します。

毎月の給与計算も人事労務バリューパックなら３ステップだけで完結します。
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CSVアップロードや、給与明細の配布作業は不要になります。

ジョブカン労務HRと連携

従業員情報を１クリックで更新できます。

ジョブカン勤怠管理と連携

勤務データを１クリックで連携できます。

給与確定 → Web明細公開

明細書の印刷や配布、保管の手間・リスクなどが大幅削減できます。従業員への公開日時も設定可能です。

人事労務バリューパックで３ステップ給与計算

ジョブカン給与計算について

給与・賞与、毎月の社会保険料や所得税を自動で計算

各種保険料率は自動でアップデートできます。

複数の給与規定に対応可能

社内の細かい給与規定も、給与規定グループ機能で設定可能です。支給・控除項目は、四則計算や括弧を使用して、

計算式を設定できます。割増単価に算入する項目や単数処理も細かく設定可能。

自動で正確な給与計算・賞与計算
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支給・控除等一覧表／給与・賞与振込一覧表／住民税一覧表賃金台帳金台帳／月額変更届／算定基礎届

賞与支払届／労働保険の年度更新／源泉徴収票

複雑なルールで作成が面倒な帳票も、自動で作成されます。

役所提出や確認用書類の自動出力（対応帳票は随時更新）

ジョブカン給与計算について
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採用業務から経理業務まで、スムーズな連携でバックオフィスを一元管理できます。働き方改革関連法や電子帳簿保

存法、インボイス制度に完全対応しており、消費税増税や法改正が行われる際にも随時対応いたします。

※ 2021年8月リリース ※ 2022年4月リリース リリース予定

アウトソーシングサービス

その他ジョブカンシリーズについて
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導入事例のご紹介
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以前の管理方法を教えてください。

ジョブカン導入以前は、別のシステムを使っていました。就業規則に合ったものを事前に

作ってもらったので最初は問題なかったのですが、就業規則の変更によりシステム変更が

必要になる場合は追加料金が必要でした。また給与と勤怠システムは統一されていなかっ

たので、連携にも手間がかかっていました。

『ジョブカン』を選んだ決め手を教えてください。

当時は全5社で検討しました。特に勤怠に関しては多くの社員が使うので社員が使いやすい

か、カスタマイズ性に優れているかどうか、就業規則が変更した際にも対応可能か、他シ

ステムとの連携が可能かどうかを中心に探しました。

当社は人事労務バリューパックでの導入ですが、これらの「連携性」が大きな理由です。

他社システムですと、マイナンバーや社会保険との連携が弱いなど、管理側の負担が大き

くなります。ジョブカンだと、それらすべての労務業務を3システムの連携でできるという

ところがとてもよかったです。

導入後の状況を教えてください。

自分の携帯で打刻修正や休暇申請までできるようになったことで、漏れなく個人で対応で

きるようになりました。36協定に基づいて、勤務時間の超過が自動で通知されるのも便利

です。

また、給与がWEB明細に切り替わったことは、かなり大きいです。200人分の給与明細を印

刷して、封に入れて車で持っていって郵送して……といった負担がなくなって、5-6時間か

かっていた業務が5分くらいで終わるようになりました。

https://jobcan.ne.jp/cases/toyocon_kintai/

株式会社トヨコンは、1963年に創業しました。以来50余年にわたり、包装設計や梱包、

資材、物流管理システム、輸送などをそれぞれ専門的に担うグループ内各社と連携するこ

とで、総合的な物流サービスを提供してきました。

株式会社トヨコン

卸売 (梱包資材) 約200名

導入事例…卸売／約200名

https://jobcan.ne.jp/cases/toyocon_kintai/
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https://jobcan.ne.jp/cases/yukuhashi/

地域の皆さんが快適な生活を送ることができるよう、お一人お一人の身体のお悩みや痛

みなどの症状に寄り添い、原因を追求し治療してまいります。また、当院のリハビリテー

ションは、理学療法に力を入れており、理学療法士が患者さんの症状に合わせて最適な治

療と予防のためのリハビリプログラムを提供いたします。少しでも長く元気で動けるため

の身体づくりをスタッフ一同でお手伝いいたします。

行橋整形外科

『ジョブカン』を選んだ決め手を教えてください。

病院開業のタイミングでジョブカンを導入しました。職員14名の入社準備のための労務情

報収集を、複合機など事務機器が整備されていない中でどう進めるかが課題だったからで

す。また、私は前職も総務を担当していたのですが、勤怠・労務・給与情報は紙とエクセ

ルで管理しており、とても大変でした。そのため今回の職場では、勤怠・労務・給与をシ

ステム化したい思いが強かったです。

いくつか比較したのですが、勤怠・労務・給与のシステムを一つのシリーズでまとめられ

るのはジョブカンだけでした。何社かのサービスを組み合わせて使うことも考えたのです

が、コストが高くなる上、機能が重複することがわかったため一社にまとめようと思いま

した。

また、少人数の使用でも契約できる点も導入の決め手になりました。

導入後の状況を教えてください。

開業前は特に社会保険加入手続きの準備が大変だろうなと予想していました。でも、ジョ

ブカンがあったおかげで、職員に雇用保険番号、マイナンバー等を入力してもらい、免許

証などを撮影して送ってもらうだけで無事準備を進めることができました。

勤怠については有給休暇と残業の管理が正確にできるようになりましたし、給与は勤怠情

報が連携されるためほとんど作業が必要ありません。

紙だらけの業務は本当に大変です。今は無駄な紙運用を全て省くことができており快適に

仕事ができています。３つのシステムが連携されているところがやはりスムーズに業務を

進める上で便利だなと感じます。

約20名医療・福祉

導入事例…医療・福祉／約20名

https://jobcan.ne.jp/cases/yukuhashi/
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サポート体制・セキュリティー
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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

※サポート窓口：050-3204-4943（平日10:00～17:00）

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

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。

ヘルプページ
検索

サポート体制
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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 / 

JIS Q 27001:2014」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。

冗長化

災害時を含むハードウェアトラブルに備え、複数の拠点でデー

タベースの冗長化を行っております。

サービスの常時監視

サービスに係るリソースは常時監視されております。

通信の暗号化

TLSx1.2 SHA256に対応しております。

データの暗号化

個人情報が含まれるデータは暗号化したディスクに保存。

パスワードなど機密性の高い項目はハッシュ化し保存してお

ります。

認証取得

脆弱性診断

定期的に第三者機関によるアプリケーションの脆弱性検査を実

施して発見時においては適宜対応しております。

サービス障害対応

自社開発・自社運用を行なっているため、サービス障害に対し

て迅速に対応・調査できます。

データサーバー拠点

弊社ご提供のクラウドサービスは日本国内のリージョンを利用

しております。

不正アクセス対策の実装

WAF/IDSの導入により外部からの不正なアクセスに対して防御

策を講じております。

ログイン方法

通常のログインに加えて、シングルサインオン（SSO）に対応

しております。また通常のログインについてはアプリ（Google 

Authenticator）あるいはメールを用いた2要素認証を設定する

ことが可能です。

セキュリティー
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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

（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

https://www.donuts.ne.jp/
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お問い合わせ

導入を
ご検討の方

公式サイト https://all.jobcan.ne.jp/valuepack/

https://all.jobcan.ne.jp/valuepack/request/
追って、営業担当よりご連絡いたします。

無料
セミナー

https://coubic.com/jobcan/434792
毎週月曜開催

https://all.jobcan.ne.jp/valuepack/?utm_source=offline&utm_medium=sales&utm_campaign=materials
https://all.jobcan.ne.jp/valuepack/request/?utm_source=offline&utm_medium=sales&utm_campaign=materials
https://coubic.com/jobcan/434792

