
 
1 

 
 
 

高度な勤怠管理 
クラウドサービス 

『勤給解決』のご紹介 

Ver7_130319 



 
2 

勤給解決は、勤怠管理ソフトとカメレオンコード認証システムをパッケージ化した勤怠管理システムで
す。また、勤怠管理ソフトはインターネットを経由して利用できるSaaS型で、システム導入にかかる初
期費用および運用費用を軽減できます。さらにはカメレオンコード認証システムは、コードの認証だけ
でなく、認証する人間の画像も保管する事が出来るため、成りすましでの打刻抑止につながります。 

「勤給解決」概要 

「勤給解決」システム概要 

拠点B 

カメレオンコード認証システム 

②本社管理 

本社側で勤怠情報をリアルタイム一元管理 
自動集計、給与システムと連動￥ 

③管理拠点 

拠点側で勤怠情報を管理 

拠点で出勤状況を管理、従業員登録など 

拠点Ａ 

Ｗｅｂブラウザによる打刻 

現場Ａ 

モバイル端末による打刻 

①打刻部署 

Internet 

インターネットで一元管理 

その他の打刻 

勤怠管理ソフト 
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時間軸 

コスト 

3年目 6年目 7年目 

月額 

利用料 

初期費用 

「勤給解決」は、月間利用料のみで総額予算が明確。制度変更への対応など
もアプリケーション利用料 (月額費用)のみため、追加費用増加・予算超過の
リスクなし。 

システム 
構築型 

時間軸 

コスト 

初年度 3年目 6年目 7年目 

追
加
開
発
＆ 

 
 
 

 
 

導
入
支
援
費
用 

シ
ス
テ
ム
構
築
費 

保守料 

要件の追加や変更に応じて
追加開発費用が発生。 

カットオーバーするまで、  
総額は不明確 

 

イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト 

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ 

イ
ン
フ
ラ
変
更 

内部制度（人事制度）
の変更時、追加開発費
用が必要 

パッケージ標準機能の  
バージョンアップ費用に 
加え、追加開発部分の 改
修・再開発費用が発生 

OS，DB変更の際は 有
償対応 

制度変更 

バージョンアップ時、制度改変時、インフラ変更時など、３～４年ごとに導
入時には想定できないコストが発生。特に、追加開発を実施した場合はシ
ステムが複雑化するためにコストが増加。 

初
期
費
用
（打
刻
リ
ー
ダ
ー
） 

外部機関フォーマットの   
仕様変更や、資格制度の  
変更に応じて追加費用発生 

システム構築型とSaaS型のコスト比較 

SaaS型 



 
4 

無償バージョンアップ 

システム 
機能レベル 

導入1年後 3年 6年 7年 

必要コスト 
（定額一定） 

環境変化に追随し、永続的に 
機能を成長させていく 

ランニング費用以外 
のコストは一切不要 

2年 4年 5年 

 定期的なバージョンアップにより、業務機能の追加はもちろん、OS・データベース・ 

 ブラウザといった基盤となる技術の変化に対応し、ユーザーに提供していきます。 

 システム陳腐化のリスクがなく、永続的に最新機能を備えたパッケージをご利用頂けます。 

常に最新ソフトの利用が可能 

http://www.iconfinder.net/icondetails/17465/80/?q=graph
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『勤給解決』の 
   管理機能概要のご紹介 
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日次勤務集計 ～ リアルタイム管理 

リアルタイムに出退勤の状況が日次に確認可能→誰がどの拠点に出勤/退勤時間が確認できる。 

所属別に確認可能 社員、パートなどの種別ごとに確認可能 

従業員グループ別に確認可能 

帳票のエクセル出力可能 認識画像を確認可能 

導入前は、タイムカードを収集しないと集計作業ができなかったが、
現在はリアルタイムで確認できる為、仕事の平準化ができる。 

A社様 

リアルタイムに各店舗の状況が把握で
きるようになった。 

締め日にならないと分からなかった勤怠の状況
がリアルタイムに把握できるようになった。 

B社様 
C社様 

共通 
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月別勤務集計 ～ リアルタイム管理 

リアルタイムに集計結果が週次/月次/任意の期間で確認可能 

所属別に確認可能 

社員、パートなどの種別ごとに確認可能 従業員グループ別に確認可能 

独自の警告ルールを設定可能、警告の一覧化 

帳票のエクセル出力可能 

＜導入企業様の声＞ 
（Ａ社様のコメント） 
 ・リアルタイムで正確な残業時間が確認出来る為、各従業員に適時残業時間の通知ができる。 
（Ｂ社様のコメント） 
 ・本社、店舗にてリアルタイムに残業時間が確認出来るようになった。 

共通 
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未確定勤務一覧 ～ リアルタイム管理 

＜導入企業の声＞ 
（Ａ社様のコメント） 
 ・遅刻/早退管理、打刻忘れ等の未確定勤務の判別が容易になり、業務の簡素化が可能になった 
（Ｂ社様のコメント） 
紙からWebになったので、打刻漏れ勤怠の状況が確認しやすくなった。 

＜各従業員は、自分のタイムカードから打刻忘れが一目で確認できる＞ 

黄色でハイライト 

＜機能＞ 
未確定勤務情報を抽出する 
＜メリット＞ 
・全データの中から未確定情報のみ抽出する為、照合の手間が省ける 
・未確定情報は編集できる為、締日前に作業が集中しない 

共通 
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警告基準の設定 

＜機能＞ 
・独自のパラメータの設定が可能 
＜メリット＞ 
・設定した基準に当てはまるとリアルタイムに表示されるため、状況把握、業務改善が早くできる 

＜導入企業様の声＞ 
 ・遅刻の多い従業員が月中で把握できるので、すぐに対応できるようになった。 
 ・変形労働を採用しているが、事前に、このままだと残業がつく従業員を把握できるので、それに対応する 
  ことで残業が減った。  
 ・基準を超える従業員がリアルタイムに表示されるため、働き過ぎ防止に役立っている。 

共通 
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予実機能・人件費概算出力機能 

・前月に作成したシフトと実打刻による労働時間の差異をリアルタイムに確認できる 
・時給単価を入力する事により、労働時間だけでなく人件費概算金額で確認できる 

日次、週次など途中経過でも人件費が簡単に把握でき、
人件費のコントロールがスムーズに行えるようになった。 

本部側で全店舗の人員を管理できるようになった事により、 

売上業績に対する諸費用に加え、課題であった人件費を掌握し、 

日々で当期予算の進捗率及び来期予算を立てる事が可能になった 

従来は労働時間を週間もしくは月次で管理していたが、日次管理が可能になった 。 

・翌月しか確認できなかった人件費が日次・週次で確認できる為、当月内での管理が可能になる 
・店舗ごとに予定・実績と比較閲覧できる為、店舗への指導がしやすい 

Ａ社様 

Ｂ社様 

Ｃ社様 

店舗 
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給与データ出力   

＜導入企業様の声＞ 
（Ａ社様のコメント） 
 ・給与データの出力項目が自由に選択できるようになった。 
（Ｂ社様のコメント） 
 ・給与データの出力ができるため、手入力によるミスがなくなった。 

＜機能＞ 
・現在利用している給与システムへｃｓｖ形式でのインポートが可能 
・給与システムに必要なデータ項目のレイアウトを自由に選択できる 
＜メリット＞ 
・給与システムへのデータ入力の手間が省け、入力間違いもなくなる 

共通 
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割り振る各種シ
フト・休暇を選
択し個人ごとに割
り当てます。 

個人別シフト管理～月次 

＜機能＞ 
・パターン化したシフトを個人別に割当てる事ができる 
＜メリット＞ 
・細かなシフトも簡単に作成できる。 
・割り当てたシフトの回数がカウントできる為シフトの平準化が可能 
 

＜導入企業の声＞ 
（Ａ社様のコメント） 
 ・シフト管理が非常に煩雑で大変だったが、管理が楽になった。 
（Ｂ社様のコメント） 
 ・勤怠・シフト・休暇の一元管理が可能になり、リアルタイムに閲覧できる様になった。 
（Ｃ社様のコメント） 
 ・勤怠・シフトの一元管理が可能になり、シフトと勤務実績のGAPの検証ができるようになった。 

店舗 
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個人別シフト管理～日次 

＜機能＞ 
日毎に時間帯別のシフト作成ができる。 
 
＜メリット＞ 
・細かなシフト管理が日次単位で可能になる 
・シフトパターンに登録がない急遽発生するシフトが作成できる 
・現場の状況と目標に応じたシフト作成ができる 
 
 

お客様が多い時間は人員を多く配置、逆にお客様
が少ない時間は人員を減らし無駄を省くといった柔
軟な対応をすることで適正な人員配置、運営を行
え、更に全体の人件費も軽減できた。 

Ａ社様  

店舗 
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休暇管理の設定 

 ○管理者画面からの残日数一覧  ○タイムカードからの日数一覧 

・休暇項目を自由に設定でき、有休等の残数管理が可能（半休管理も可） 

・休暇の一元管理ができ、各自の休暇の残数がタイムカード上で確認出来る 

休暇（有休、公休）管理が楽になった。 

Ａ社様 

有給休暇の管理が楽になった。 

Ｂ社様 

オフィス 
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管理者の設定 

・管理対象所属と閲覧・編集権限の付与方法を管理者毎に設定できる  
  例：エリアマネージャー、店長 

・店長に権限を持たせる事により、従業員の勤怠管理を行う事ができる。 
・各管理者の編集履歴が参照でき本部にて監視ができる 

管理員の出退勤を事業所でリアルタイムに 

一元的に把握し、エリアリーダーの負担を削減。 

Ａ社様 

ブロック長がリアルタイムで各店舗の出勤状況
や労働時間が確認できるようになった。 

Ｂ社様 

店舗 
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スケジュール確認、申請機能 

＜機能＞ 
・打刻申請、スケジュール（シフト変更・休暇）申請、残業申請ができる 
・承認フローは5段階まで作成できる 
<メリット> 
・勤怠と申請が一元管理できる 
・申請時のコメントが記録できる 

打刻忘れなどの申請承認が一元管理出来る為、管
理が楽になった。 

Ａ社様 

携帯電話から申請できる様になり従業員は 

外出先でも申請できる様になった。 

Ｂ社様 

オフィス 
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『勤給解決』の 
   認識システム 「カメレオンコード」 
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【出退勤データを画像で保存】 なりすましを抑止！ 

撮影された画像からカメレオンコードを1秒以下で瞬時に認識します。 
面積比で画像の約1％以上コードがあれば認識が可能です。 

 ※使用する環境によって異なります。 

出退勤時の様子や、打刻
データを 
ブラウザから確認すること
が可能！ 

出退勤時にカメレオン
コードをカメラにかざし
認証を行うことで、出
退勤時の画像保存が
可能！ 

週次や月次単位で出退
勤時の画像を確認できる
ので、なりすまし不正行
為の抑止が可能！ 
 

画像取得による 
確認機能 

＜画像表例＞ 

1ヶ月分の出退勤時の画像が同時に確認できるので、なり済まし
行為が一目了然！ また、スピード認識で打刻渋滞解消！ 
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カメレオンコード発行方法 

『勤給解決』 
印刷アプリケーション 

名刺カードを使って 
自社で発行！ 

タックシールを使って 
自社で発行！ 

ラベルを使って 
自社で発行！ 

プラスチックカードを 
使って発行！ 

携帯画面を 
使って発行！ 

コード発行はすべて市販機プリンターで可能なので発行方法は自由に選べる！ICカードのように

これまで外部に依頼しなければできなかった発行作業が自社でできるためコストも安くスピー

ディーに作業が行えます。携帯画面を使えばコスト０での発行も可能です。 
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カメレオンコードのメリット比較 

青字のメリットを
実現 

赤字のデメリット
を解消 

◆ 不正打刻の抑止 
◆ スピード認識で打刻渋滞を解決 
◆ カード携帯が不要 ※携帯電話画面での使用の場合 
◆ 100％認証できる・業種、季節等関係なし 
◆ 推奨人数制限無し 
◆ シールタイプ・カード・携帯画面と様々な選択可能 
◆ カード（ＩＤ）コストが安い・0円～10円（携帯画面0円） 

分類 種類 メリット デメリット 

 
 
 
 
生体認証 

指紋 
不正打刻ができない 
カード携帯が不要  （管理が簡単）※ 

業種、季節により認証しずらい人がいる  
推奨人数がある 場合がある 
打刻に時間がかかり渋滞する場合がある 

指静脈 
不正打刻ができない 
カード携帯が不要  （管理が簡単）※ 

業種により認証しずらい人がいる（指紋認証より良い） 
打刻に時間がかかり渋滞する場合がある 

ＩＣカード 

フェリカ 
100％認証できる 
推奨人数に制限がない 
公共機関が発行するカード（パスモ/スイカ等）が使える 

貸し借りにより不正打刻の可能性あり 
カードの管理が必要（発行、紛失による再発行等） 
フェリカ白カードの単価が高い 

ＩＣタグ 

100％認証できる 
推奨人数に制限がない 
フェリカに比べてカード単価が安い   
シールタイプとカードタイプの選択が可能 

貸し借りにより不正打刻の可能性あり 
カードの管理が必要  （発行、紛失による再発行等） 
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打刻端末 

カメレオンコードでＷｉｎｄｏｗｓＰＣ＋ＷｅｂＣａｍやｉＰａｄを使って打刻！ 

ＷＥＢブラウザを使って打刻！ 
携帯を使って打刻！ 

※ご注意点 
ＩＰａｄをご利用される場合にアプリに不具合が生じた場合にアップデート版の提供がアップルストアの審査にて
１～２週間お待ちいただく場合がございます。一時的にＷｅｂブラウザ打刻にてご対応いただく場合がございま
すので予めご了承ください。 
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『勤給解決』の価格と推奨スペック 
              導入イメージ 
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項目 内容 金額 

初期費用 

初回アカウント開設費用(1契約) 
(認識システム設定費用1台分付) 55,000円 

追加認識システム設置費用(1認識) 33,000円 

月額費用 
システム利用料(月額：1人１ＩＤ) 
※認証画像2カ月保存 
※打刻データ36ヶ月保存 

300円 

料金 

『勤給解決』料金＆システムイメージ 

管理機能 

インターネット インターネット 

インターネット セキュリティ 

チャレンジ&レスポンス方式 
128ビットSSLによる暗号化 

セキュリティ・災害対策 

物理的にも安全性が確保され
たデータセンターに設置 

携帯端末 PC＆ＷＥＢカメラ 

・シフト管理、予実管理 
・勤務情報編集・閲覧 
・各種承認フロー、データ出力 

・打刻 ・申請 

  

システムの安定 
データベースの2重化 
Webサーバのクラスタリング 
サービスのライフチェック 

エラーログ監視 
エマージェンシーコール 

リアルタイム自動集計機能 
・設定に基づいた自動集計 
・シフト管理 
・あらゆる業種・業態の計算ロジックに対応 

カラープリンター 

コード発行 

携帯電話画面表示 
可能 

http://www.iconfinder.net/icondetails/8853/128/?q=notebook
http://www.iconfinder.net/icondetails/8853/128/?q=notebook
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ＯＳ Windows XP、Vista、７（32bit、64bit）、８ 

ＣＰＵ Core 2 Duo 2.0GHz以上 

メモリ ２GB以上 

ブラウザ Microsoft Internet IE8以上 

解像度 １０２４×７６８ピクセル以上 

インターネット回線 ADSL常時接続以上（光ファイバー常時接続回線を推奨） 

ＬＡＮ環境 10MbpsのLAN環境 

推奨Ｗｅｂカメラ 
＜Logicool製Webカメラ＞      

Webcam C210、 HD Webcam C270、HD Webcam C310、Webcam Pro 9000 

推奨スペック ※必ずお読みください 

「勤給解決」で使用する「カメレオンコード」は画像解析の技術になりますので、 
下記の推奨スペック以下の環境でご利用になられた場合の、 

動作保証、不具合等のサポートは致しかねますので、予めご了承願います。 

■ＷｉｎｄｏｗｓＰＣ 

推奨ＯＳ ＩＯＳ5.0以上 

対応機種 ＩＰａｄ2、ｉＰａｄ（第３世代）、iPad mini※ｉPad１はINカメラがないためご利用いただけません。 

ネットワーク WiFiネットワークでの接続を推奨いたします。 

■ｉＰａｄ 

推奨 
スペック 
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要件定義 基本設計 詳細設計 プログラム開発    テスト 
 

運用開始 

テスト後にしか機能が確認できないため、 
NGの場合、開発の戻りが大きい。 

仕様凍結 

仕様凍結後の変更の場合、開発期間及び追加コストが発生するリスクが大きいた
め法制度変更や社内制度変更の対応が難しく、担当 SEのスキルに依存する。 

トライアル３０日間 テスト 

データ移行 

データ移行 

トライアル実機での画面確認により業務を 
イメージしながら作業できるため、 

開発の戻りがなく安心しての導入が可能。 

要件定義の量によって、導入期間が延期となるリスクがある。 

テスト 

◆ 一般的な勤怠システム 

勤給解決 

安心の導入 

 バージョンアップ開発は全社対応 (運用開始以降も随時対応のため仕様凍結の必要が無い) 

バッファー期間 
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株式会社シフト 

〒162-0842 

東京都新宿区市谷砂土原2-7 TK第一ビル1F 
TEL：03-5227-4266 / FAX：03-5225-1891 
http://www.shift-2005.co.jp 
info@shift-2005.co.jp 
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