
【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   ジョブカン労務HR
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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。

ジョブカンシリーズについて

  

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 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 -受賞歴-

※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 1,700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

「人事システム」第2位

ジョブカン労務HR

ITトレンド2022年間ランキング 

「労務管理システム」第2位

ジョブカン経費精算

ITトレンド2022年間ランキング

「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

ジョブカンワークフロー

ITトレンド2022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

ジョブカン給与計算

ITトレンド2022年間ランキング

「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

ジョブカン会計

ITトレンド2022年間ランキング

「クラウド型会計ソフト」第1位

ジョブカン見積/請求書

ITトレンド2022年間ランキング

「帳票クラウドサービス」第4位

ジョブカン採用管理

ITトレンド2022年間ランキング

「採用管理・選考管理システム」第2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

ジョブカン勤怠管理

ITトレンド2022年間ランキング 

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



ジョブカンは、あらゆる企業規模・業態に対応する「クラウドバックオフィスシステム」 を目指します。

ジョブカンシリーズについて-ジョブカンが目指すもの-
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ジョブカン労務HRのご紹介
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・紙管理からの移行や初期設定が不安

・使いこなせる自信がない

・初期費用が高そう

システム導入をスムーズに 
行いたい…！

手続きにかかる時間を 
短縮したい…！

・必要提出書類が多すぎる

・書類の記載・転記ミスをなくしたい

・手続きの進捗が把握できない

従業員のデータを１つに 
まとめて管理したい…！

・Excelや紙管理で情報が不透明

・最新の情報はどれ…？

・ペーパーレス化して一元管理したい

従業員とのやり取りを
もっとスムーズにしたい！

・入社時の情報収集が大変

・住所や扶養変更の更新作業がメンドウ

・紙書類だとやり取りが遅い！
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「ジョブカン労務HR」が、お悩みを解決します！

こんなお悩みありませんか？
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ジョブカン労務HRとは？

労務に関する様々な手続きを

『ペーパーレス』に。

帳票の自動作成や
手続き毎の進捗・TODO管理機能で 

社会保険手続きもサポートします。 電
子申請の利用も簡単に。

※対応手続は順次追加予定

従業員情報や書類 

労務手続き

従業員とのやりとりを

システム上でスムーズに。

入社時の情報収集や、

住所・氏名変更の際の更新も

従業員が直接情報登録。
PCからでも、スマホからでも。 情

報の収集・管理が

スムーズ＆スピーディに行えます。

また、従業員間でお互いの経歴・スキル な
どの情報を確認することも可能です。



入社から退職まであらゆる労務周りの手続きをスムーズに。

もちろん、マイナンバー、年末調整も管理できます。

いつでもどこでも簡単に手続きの入力・確認が可能。

書類の準備やファイリング、ソフトへの転記も必要ありません。

STEP1 　　　　　　　　STEP2 　　　　　　　STEP3

従業員が
フォームに入力

パソコンでもスマホでもOK。 大
量の紙面やペンの用意は

必要ありません

提出が必要な帳票は
自動で作成

届いた情報は、自動で  人
事マスタに保存されます

管理者が
データ入力を依頼

従業員のメールアドレスに 
入力用フォームが届きます

そのまま 
電子申請

労務手続きをスムーズに
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入社時の情報入力は

従業員に直接依頼！

依頼を受け取った従業員は
メールに記載のURLから入力するだけ。

申請から承認までの、差戻のやり取りも  
すべてシステム上で完結します。

住所や扶養変更の際は 
従業員の方から

情報更新や手続きの申請が可能！

申請が完了すれば
情報マスターの従業員データも更新反映！
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管理者側の情報管理の工数を削減します。

従業員とのやり取りをスムーズに



データ管理を自動化

データを最新の状態に維持できる

労務手続きとマスタが連動しているので、 従
業員情報を最新に保てます。

欲しいデータにすぐアクセスできる

社員台帳の作成、従業員の詳細検索など、
データ参照のための機能も整備。

クラウドサーバで急な高負荷にも対応

AWSを使用しており、増強や負荷分散の対応を 柔
軟に行いますので、入社時期や年末調整時など ア

クセスが集中する時期も心配ありません。

すべての情報を一元管理

会社独自の情報も収集できる

カスタマイズ項目を使って、会社独自に  管理
したい項目もまとめて保管できます。

履歴の管理もできる

過去の人事情報や労務手続きの記録など、
情報変更の履歴も閲覧可能です。

厳重なセキュリティで機密情報を管理

ISO 27001認証の情報保護システムとSSLを 用
いた暗号化通信、その他対策により、大切な 企業
情報・従業員の個人情報をお守りします。

従業員情報もしっかり管理
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「わかりやすさ」にこだわった 親し

みのあるサービス画面

はじめての方や従業員の方でも迷わないサービス画面で、  
スムーズな導入・運用を実現します。

ジョブカンシリーズで培われた 信
頼のサポート

下記サポートを無料でご利用いただけます。
機能に関するご要望も開発を検討させていただきます。

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@lms.jobcan.ne.jp
受付時間：平日 10:00~17:00

チャットサポート

サービス画面からかんたんにチャット
形式でご相談いただけます。

受付時間：平日 10:00~17:00

電話サポート

ご状況をお伺いしながら、柔軟に対応  
いたします。

TEL：050-3204-4943

受付時間：平日 10:00~17:00

導入時も安心のUIとサポート
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機能詳細
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機能一覧 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機能一覧

業界屈指の高機能。

かゆいところに手の届く便利な機能を多数ご用意しています。

管理者機能
✓ 入社の手続
✓ 退職の手続
✓ 扶養の変更
✓ 住所の変更

✓ 氏名の変更

✓ 産休の手続
✓ 年末調整
✓ ストレスチェック

✓ 手続の進捗管理
✓ 自動帳票作成
✓ 電子申請対応
✓ Todoリスト
✓ 操作履歴
✓ ユーザー権限
✓ 事業所管理者権限
✓ 書類作成機能

✓ マイナンバー収集・管理
✓ 人事情報履歴管理
✓ 従業員情報項目カスタマイズ
✓ メモ機能
✓ 従業員情報CSVダウンロード
✓ 従業員情報CSVインポート
✓ 従業員への情報入力依頼

ユーザ機能
✓ 入社の手続
✓ 扶養の変更
✓ 住所の変更

✓ 氏名の変更

✓ 産休の手続
✓ 年末調整

✓ 手続の進捗管理
✓ 手続の承認・差し戻し通知
✓ 手続の取消
✓ ファイル添付
✓ ストレスチェック

✓ マイナンバーの提出
✓ 従業員情報閲覧

✓ 従業員情報編集

✓ 従業員一覧・検索（人材管理）

✓ 従業員通知（人材管理）



手続名 対応帳票（協会けんぽ加入の場合） 対応帳票（ITS健保加入の場合）

入社の手続

・健康保険  厚生年金  保険被保険者資格取得届
・健康保険  被扶養者（異動）届
・健康保険  被保険者資格証明書交付申請書

・被保険者資格取得届
・被扶養者（異動）届
・被扶養者現況表

・国民年金第3号被保険者届 ・雇用保険  被保険者資格取得届
・厚生年金保険  被保険者ローマ字氏名届 ・外国人雇用状況届出書
・国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届 ・給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

退職の手続

・健康保険  厚生年金保険  資格喪失届
・健康保険  被保険者証回収不能・滅失届

・被保険者資格喪失届
・健康保険  被保険者証回収不能届
・健康保険  被保険者証滅失届

・雇用保険  被保険者資格喪失届
・外国人雇用状況届出書
・雇用保険  被保険者離職証明書

住所の変更 ・健康保険  厚生年金保険  被保険者住所変更届 ・住所変更届

扶養の変更

・健康保険  被扶養者（異動）届
・健康保険  被保険者資格証明書交付申請書
・健康保険被保険者証回収不能・滅失届

・被扶養者（異動）届
・被扶養者現況表
・健康保険  被保険者証滅失届

・国民年金第3号被保険者届
・国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届
・給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

氏名の変更

・健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更（訂正）届 被保険者氏名変更（訂正）届

・厚生年金保険  被保険者ローマ字氏名届
・雇用保険  被保険者氏名変更届

産休の手続
・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更届
・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者終了届

年末調整
・扶養控除等申告書 ・基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額控除申告書
・源泉徴収票 ・法定調書合計表（転記用データ）
・保険料控除申告書 ・総括表・給与支払報告書

15© 2021 DONUTS.

対応書類（参考例）



入社から退職まわりに発生する帳票が自動で作成できる機能です。 確
認後、電子申請まで一気通貫でご利用いただけます。

※書類ごとにデータダウンロードや印刷も可能です。

産休の手続きのようにスケジュール管理が複雑な業務も、
時系列ToDoリストの自動作成で抜けもれない対応をサポートします。

※実際に出力される帳票から抜粋
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電子申請予定の帳票は一覧で管理できます。

申請状況に応じて、「申請中」「完了」などのステータスが

切り替わるため、受理されたかどうかも一目で確認できます。

帳票の記入欄には、ジョブカン労務 HR上の

従業員情報をもとに自動で入力が行われます。

帳票の自動作成～電子申請



従業員情報は、貴社の管理項目に合わせてカスタマイズが可能です。

各項目ごとに閲覧・編集権限を設定することで、より柔軟に情報を管理できます

また、異動履歴一覧（雇用形態や職種、役職、所属グループ）もご活用いただけます。

従業員情報管理

17© 2021 DONUTS.

※人事異動履歴含む



年末調整機能

従業員はPC・スマホからアンケート回答するだけ！
複雑な申告書記入に関する工数０へ！
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回答状況もステータスで簡単管理。 
再入力依頼も1クリックで可能。
リマインドも簡単です。

過不足税額の計算や
Web源泉徴収票の作成・配布まで
ジョブカン労務HRがサポート。



ストレスチェック機能

ジョブカン労務HRなら、労働者数50名以上の事業所で義務化されている スト
レスチェックも、調査票の配布～収集⇒結果確認⇒産業医連携

まですべてシステム上で対応可能です。

回答状況の確認や、受験リマインドも簡単  に
できます。集団分析結果もすぐ確認。
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人材管理機能１

人事労務担当者だけでなく、全社的に従業員情報が活用できる機能です。
顔写真付きの従業員検索・一覧画面や社員の経歴／スキルが確認できる個別ページ

など、様々な情報を一覧で可視化できます。  個
人ページのURLをコピーしてユーザー間で  す

ぐに情報共有することも可能です。
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人材管理機能２

安否確認や出社確認など様々な目的で利用できる汎用性の高い従業員通知機能も。
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通知に対する従業員の返答は最大４つで設定可能。 
従業員の返答状況も一覧ですぐに確認できます。  結
果はCSVファイルで出力も可能。



【書類作成機能】

➣ 対象の従業員、テンプレートを選択するだけで書類が完成。

➣ ジョブカン労務HR上の事業所・従業員情報を書類に自動反映。

➣ 「労働条件通知書」や「雇用契約書」等、サンプルテンプレートのご用意も。

➣ 作成した書類は、書類毎・従業員毎に保管可能。

© 2021 DONUTS.

➣ 作成した書類の確認、合意締結までWEB上で完結。

➣ 従業員はPCやスマホで内容を確認し
　 署名ボタンをクリックするだけで合意が可能です。

➣ 署名依頼の進捗状況の確認も可能。
　 

書類作成・電子契約機能

22

  NEW！ 【電子契約機能】



ジョブカン給与計算と連携でさらに便利

「ジョブカン労務HR」と「ジョブカン給与計算」は従業員情報を相互に連携できるので、 ワンクリッ

クするだけで、最新の人事マスタを給与計算でも使えるようになります。

23© 2021 DONUTS.

「ジョブカン給与計算」と合わせて使うことで、上記の機能やWEB給与明細に加え、

年末調整時の還付・徴収や役所提出用書類の出力までジョブカン上で完結できます。

労務HR



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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テレワーク時も便利な機能



料金・導入までの流れ・ 
サポート体制
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Ⓒ2019　Donuts Co.,Ltd.  許可無く複製・転載および第三者への開示を禁じます。 28

１

２

３

アカウント作成

ホームページから無料アカウントを  
1分で発行できます。 
https://lms.jobcan.ne.jp/
または「ジョブカン労務HR」で検索。

初期設定・テスト運用※

30日間は電子契約機能を除く

すべて機能をお試しいただけます。

期間内に初期設定を行い、 テ
スト運用ができます。

お申し込み（有料プランご希望の方）

お申し込み希望の場合、アカウントに

ログイン後、ダッシュボードに表示される 
青いボタンからお申し込みいただけます。

★ ジョブカンのアカウントをお持ちでない方は
「無料で試してみる」をクリック！
★ 既にジョブカンをご利用中の方は
ジョブカンダッシュボードの「お試し可能なアプ
リ」＞「無料体験版を使用する」からお進みくだ
さい。

　　　【電子契約機能の注意事項】
※ トライアル期間中は電子契約機能は
　 利用できません。
※ 電子契約機能は「有料プラン」で
 　ご利用中の場合のみ利用いただけます。

まずは無料でお試し 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ご利用料金 

初期費用・サポート料金 

０円 

※ 価格はすべて税抜きです。
※ 請求書払いとクレジットカード払いに対応しております。
※ 月額最低利用料金は 2,000円(税抜)となります。
※ 電子契約は1送信ごとに「単価×送信先従業員数」の料金が発生いたします。
　 詳細はこちらのヘルプページをご確認ください。

電子契約 利用料金 

200円/1送信 

ジョブカン労務HR 月額利用料金  

400円/1ユーザ 

ジョブカンシリーズ*をご利用の場合は 

特別料金/1ユーザ 
　　　　　　お気軽にお問い合わせくださいませ。Tel ： 050-3204-4943 

　　*ジョブカン勤怠管理、ワークフロー、経費精算、採用管理、給与計算 

https://jobcan-lms.zendesk.com/hc/ja/articles/115001900731-%E5%90%84%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9-%E6%96%99%E9%87%91%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B
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導入サポートプランについて

※ ジョブカン労務HR・給与計算の２サービスの導入をサポートするプランです。　※ いずれか１サービスのみでお申込いただいた場合も、料金は変わりません。
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レクチャーサポートは、お客様のご要望に合わせて 設定や運用のレクチャー をするサポートとなります。基本的に設定はご自身で
行っていただきます。

※ジョブカン労務HR・給与計算の２サービスの導入をサポートするプランです。
（いずれか１サービスのみでお申込いただいた場合も、料金は変わりません）

1時間サポート 1か月サポート 3か月サポート 6か月サポート

料金（税込） 33,000円 99,000円 253,000円 418,000円

期間 1時間 3時間/1か月 9時間/3か月 18時間/6か月

オンラインサポート 〇 〇 〇 〇

電話サポート ― 〇 〇 〇

メールサポート ― 〇 〇 〇

導入・運用のご相談 〇 〇 〇 〇

設定確認 〇 〇 〇 〇

基本設定・運用方法レク
チャー

― 〇 〇 〇

運用開始後の微調整な
ど

アフターサポート
― ― 〇 〇

ポイント
設定内容の確認のみ行いたい方
向けのプランです

基本の設定概要や運用方法を
レクチャーします

給与計算結果で生じた誤差の設定
調整等をサポートします

長期期間で導入後、安定運用
するまでサポートします

オススメ

【労務HR＋給与計算】 導入サポート －レクチャープラン－

※ 給与計算は設定・検証をしっかり行うには3か月程度必要となります。ジョブカン給与計算導入時にレクチャーサポートをお申込みの場合は「3か月サポートプラン」がおすすめです！
※ レクチャー方法はオンライン又は来社（対面）が選べます。
※ 時間が足りない場合は、¥16,500/時間で延長も可能です。
※ 詳細なサポート内容はヘルプページ（https://bit.ly/3Ht2EbV）をご確認ください。

https://bit.ly/3Ht2EbV


© 2022 DONUTS. 32

【労務HR＋給与計算】 導入サポート スケジュールイメージ －レクチャープラン－

※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 2-3か月 4-6か月

 

STEP 1
相談・お申込み・
事前ヒアリング

お客様のご要望に適したプ
ランをご案内いたします。

ヒアリングシートに貴社の就
業規定をご入力いただきま
す。

 

STEP 2
初回設定
レクチャー

初回は3時間のオンラインor
来社でのレクチャーを行いま
す。
説明をしながらお客様に操
作いただき、初期設定を一
通り完了させます。

 

STEP 3
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 4
検証期間

給与計算の検証で生じた誤
差の調査および設定微調整
のサポートを行います。

 

STEP 5
運用開始

検証が完了したら運用ス
タート！
運用中に出てきた設定微調
整や使い方のサポートを行
います。

導入をお急ぎの場合は
1か月サポートがオススメです！

しっかり検証したい場合は
3か月サポートがオススメです！

運用開始後の相談を
専任の者に担当してほしい場合は
6か月サポートがオススメです！
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お客様の就業規則や支給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。

※ジョブカン労務HR・給与計算の２サービスの導入をサポートするプランです。
（いずれか１サービスのみでお申込いただいた場合も、料金は変わりません）

ライト ベーシック プロフェッショナル

料金（税込） 308,000円 418,000円 506,000円

期間 1か月 2か月 3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

導入・運用のご相談 ― 〇 〇

基本情報の設定代行 〇 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、給与計算方法等

― 〇 〇

勤怠管理との連携に必要な操
作レクチャー

― ― 〇

ポイント 導入をお急ぎの方向けのプランです
導入代行から操作方法レクチャーまで
一通りサポートします

ベーシックプランにアフターサポートが加わ
るフルサポートプランです

オススメ

【労務HR＋給与計算】 導入サポート －設定代行プラン－

※ 給与計算での設定・検証をしっかり行うには3か月程度必要となります。ジョブカン給与計算導入時に設定代行プランをお申込みの場合は、アフターサポート期間が長い「プロフェッショナルプラン」がおす
すめです！
※ 従業員250名以上の場合は、追加料金が発生します。料金に関しましては、ご相談ください。
※ 従業員情報は原則、指定のフォーマットにご入力いただきます。当社でデータの入力から行う場合は別途料金が発生いたします。
※ 詳細なサポート内容はヘルプページ（https://bit.ly/3Ht2EbV）をご確認ください。

https://bit.ly/3Ht2EbV
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【労務HR＋給与計算】 導入サポート スケジュールイメージ －設定代行プラン－

※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 2-3か月 4-6か月

 

STEP 1
相談・お申込み・
事前ヒアリング

お客様のご要望に適したプ
ランをご案内いたします。

ヒアリングシートに貴社の就
業規定をご入力いただきま
す。

 

STEP 2
ライトサポート

入力代行にて設定時間短縮
のサポートを行います。  

STEP 3
ベーシックサポート

運用イメージに沿った相談
や登録設定を行います。  

STEP 4
プロフェッショナル

サポート

給与計算の検証で生じた誤
差の調査および設定微調整
のサポートも行います。

 

STEP 5
運用開始

検証が完了したら運用ス
タート！
運用中に出てきた設定微調
整や使い方のサポートを行
います。

導入をお急ぎの場合は
ライトサポートがオススメです！

操作方法のレクチャーをご希望の場合は
ベーシックサポートがオススメです！

しっかり検証したい場合は
プロフェッショナルサポートが
オススメです！



© 2022 DONUTS. 35

【労務HR＋給与計算】 導入サポート －オプションプラン－

延長サポート

給与検証サポート

88,000円（税込）

運用軌道に乗るまで、もう少し運用相談や設定内容の確認をご希望
の場合にオススメです。※設定代行は含まれません。

110,000円（税込）

直近1か月分の確定済みの給与情報との差分を確認します。差分が
発生した場合は設定の確認および変更に関するレクチャーを行いま
す。

※ ジョブカン労務HR・給与計算の２サービスの導入をサポートするプランです。いずれか１サービスのみでお申込いただいた場合も、料金は変わりません。
※ 延長サポートの所要時間は3時間を目安としています。¥16,500/時間で延長も可能です。
※ オンライン、電話、メールでのサポートを行います。
※ 延長サポートはジョブカン労務HR・給与計算の導入サポート（レクチャープランまたは設定代行プランいずれか）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/3Ht2EbV）をご確認ください。

https://bit.ly/3Ht2EbV
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お客様のお悩み

今までの運用を考慮した設定方法や
利用方法をレクチャーしてほしいで
す。設定後の内容が合っているかも
確認してほしい。

弊社からのご提案

1か月サポートプラン  or ライトプラン

専任担当者が、1か月間電話・メールでサポートいたします。
設定代行をご希望の場合は、ライトプランをご利用ください。

設定～給与計算スタートまで、スムー
ズに進めたいので専任担当者にサ
ポートしてほしい。給与計算結果の
検証も一緒にしてほしい。

3か月サポートプラン  or ベーシックプラン
+給与検証サポ―ト

専任担当者が電話・メールに加えてオンラインでもサポートいたし
ます。
設定代行をご要望の場合は、ベーシックプラン（＋検証1か月）で
給与検証も合わせてサポートいたします。

ジョブカンを機に初めてシステム導入
をいたします。
知識がなく不安なので充実したサ
ポートを受けたい！

6ヶ月サポートプラン  or プロフェッショナルプラン
+給与検証サポ―ト

専任担当者が、貴社にあった設定や運用方法を6か月間サポート
いたしますので、ジョブカンを習得するまで安心してご利用いただ
けます。設定代行をご要望の場合は、プロフェッショナルプラン（＋
検証1か月）で設定代行+レクチャー+給与検証も合わせてフルサ
ポートいたします。

※ 詳細なサポート内容はヘルプページ（https://bit.ly/3aVTrMW）をご確認ください。

お客様の困ったにお応えできるよう、人事労務アドバイザーがお客様にあったプランをご提案いたします！！

【労務HR＋給与計算】 導入サポート －お悩みに合ったプランをご提案－

https://bit.ly/3aVTrMW


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！

電話番号

© 2021 DONUTS.

受付時間

　  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！

050-3204-4943

土日祝日を除く

10:00～17:00

ジョブカンのお得なキャンペーン情報
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セキュリティ対策



通常30日間の無料期間が  
今なら事前登録で60日間無料

ジョブカン勤怠管理×Appsで 
業務の課題をまとめて解決！  

 
〈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  

2023年リリース予定 

36



✓ 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

32© 2021 DONUTS.

社労士・税理士へご相談

ジョブカンでは、全国の社労士・税理士等の士業の事務所1300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。

ご相談内容

37
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　運営会社  株式会社DONUTSについて

38

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

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


機能や設定でお困りの方
→ジョブカン労務HRサポート窓口をご利用ください。

導入・契約をご検討中の方
→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。

お問い合わせ先

39© 2021 DONUTS.

ジョブカン労務HR サポート窓口


