
まずは
無料で体験！
使い勝手をお試しください

大臣スマート
打刻サービス

PC、タブレット、スマートフォンをタイムレコーダーに！



クラウド (打刻データ)

Webタイムレコーダー タブレットアプリ
就業大臣
給与大臣

スマートフォンアプリ

社外での活用社内（共用端末）での活用

マイポータル

IC
QR

QR
写真

位置
情報

大臣スマート打刻サービスは、PC、タブレット、スマートフォンを使い、
クラウド上で打刻データを管理するサービスです。
直行直帰の多い外勤社員、建設現場や訪問介護の職員、派遣勤務や
テレワークでも正確な勤怠管理が行えます。
働き方改革の導入や、スムーズな集計でコスト削減にも役立ちます。

大臣スマート打刻サービス
PC、タブレット、スマートフォンを
タイムレコーダーに！

個人向け端末での活用

社内・複数人数

Webタイムレコーダー
● Windows PCおよびiPad/Android
  タブレットが利用可能
● 専用アプリのインストール不要
● QRコード打刻
※Webカメラ（USB）やインカメラ付きのノートPCが必要

社内・複数人数

タブレットアプリ（Android）
● ICカード打刻
● QRコード打刻
● インターネットに接続できない場所へ
　 持ち込んで使用可能

※FeliCa/MIFARE対応（NFCまたはPaSoRi）

※端末に記録した打刻データを次回インターネット接続時にアップロード

スマートフォンアプリ
● 個人/法人スマートフォンを利用可能
● 写真データを追加可能
● 位置情報を追加可能
※写真および位置情報は追加する／しないを設定可能

個人・外出先から

打刻 打刻方法を組み合わせてメリットを使い分け

Webタイムレコーダーとタブレットアプリでは、大きな画
面や打刻音などで打刻ミスを軽減。スマートフォンアプリ
では、写真や位置情報（住所）の付加が可能で、不正打刻
を防止できます。
大臣スマート打刻サービスでは、追加料金不要でPC／タ
ブレット／スマートフォンの組み合わせが可能です。必要
に応じてメリットを使い分けましょう。

日々の打刻のために、使いやすさを追求。
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日付 早出 出勤 標準出勤 外出 戻り 標準退勤 退勤 残業 休暇 コメント

7/26(金) 8:35 9:00 18:00 18:13

7/27(土)

7/28(日)

7/29(月)  有給休暇(終日)

 交通機関の遅延により遅刻しました。

 私用により打刻が遅れました。

7/30(火) 8:36 9:00 18:00 18:01

7/31(水) *8:39 9:00 18:00 18:11

8/1(木) 8:34 9:00 18:00 18:03

8/2(金) 9:25 9:00 18:00 18:07

8/3(土)

8/4(日)

8/5(月) 8:36 9:00 18:00 ───18:10

18:35

8/6(火) 8:34 9:00 18:00 18:10

8/7(水) 8:25 9:00 18:00 18:13

8/8(木) 8:30 9:00 18:00 18:05

8/9(金) 8:33 9:00 18:00 18:35

8/10(土)

8/11(日)

8/12(月) 8:27 9:00 18:00 18:07

8/13(火) 8:27 9:00 18:00 18:03

8/14(水) 8:32 9:00 18:00 18:12

8/15(木) *8:40 9:00 18:00 18:00

8/16(金) 8:36 9:00 18:00 18:11

8/17(土)

8/18(日)

8/19(月) 8:25 9:00 18:00 19:35

8/20(火) 8:28 9:00 18:00 18:01

8/21(水) 8:35 9:00 18:00 18:04

8:41 9:00 18:00 18:05

8:50 9:00 18:00 18:10

1時間30分

8/22(木)

8/23(金)

8/24(土)

8/25(日)

*は申請で作成された打刻です。取り消し線は申請で取り消された打刻です。

乖離の理由などをコメント
として表示できます。

決裁済みの申請が反映されています。
（打刻・休暇・残業）

NEW!

管理 働き方改革対応の客観的記録と適正な管理を実現

打刻データはクラウド上にアップロードされ、インターネットに接続されている環境であればどこからでも確認が可能です。
正確な出退時刻をクラウド上に保管。客観的な記録、適正な管理を実現します。

管理者は、各利用者の打刻状況の確認や利用者ごとの集計が可能で、出勤簿の作成も行えます。
管理者機能

出勤簿の作成・ダウンロード

利用者も自身の打刻履歴を確認できるほか、
マイポータルでは打刻漏れの表示や、打刻・
休暇・残業を申請できます。
打刻に関するコメントの登録も行えます。

利用者機能

1か月ごとの社員の打刻・申請状況を一目で
確認できる出勤簿（PDF）の作成が可能です。
出勤簿は、労働基準法※1や厚生労働省のガイ
ドライン※2でも規定されている、労務管理上
の重要な書類です。

※1 労働基準法 第百九条 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、
解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存
しなければならない。」のうち、［労働関係に関する重要な書類］に該当。
※2 厚生労働省 「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措
置に関するガイドライン」（平成29年1月20日通達）

標準出勤（退勤）時刻と実際の
出勤（退勤）打刻時刻の乖離を
確認できます。

勤務確認（社員別）画面

勤務確認（日別）画面

左から：
・マイ履歴画面
・マイ履歴画面（スマートフォン表示）
・打刻履歴画面（スマートフォンアプリ）



社員A
（利用者）

社員B
（上長）

管理者
（総務など）

※近日搭載予定の機能です。

残業申請 承認 承認

通知

申請 マイポータルで打刻・休暇・残業を申請

本サービスのマイポータルにログインすることで、打刻および履
歴表示だけでなく、休暇と残業の申請も可能です。
時間や場所に縛られず、承認処理・進捗確認をリアルタイムで行
えます。
申請の決裁完了時や承認処理が発生した時は通知やメールで
お知らせ。紙では実現できない、効率的な申請業務をサポート
します。

クラウドの利点を活かした申請・承認機能。

マイポータルトップ画面

マイ申請画面

承認処理画面

連携 大臣シリーズと連携! 自動計算で効率化

本サービス対応バージョンの就業大臣／給与大臣へ打
刻データや申請データを取り込み、勤怠データを作成。
集計の手間を省き、業務効率を大幅にアップできます。
また、社員や所属などのマスターデータも大臣シリーズ
からアップロード可能。データ作成を省力化します。

打刻情報のデータ化で、
タイムカードの転記や入力作業が不要に。

就業大臣

申請結果や承認が必要な場合はマイポータルか
らの通知を行います。
メールで通知を受信することも可能です。

通知機能

管理者は、全社員の申請内容や、承認フローの進捗確認が可能。
勤怠締め処理前に打刻漏れや承認漏れをチェックし、的確な指示を出
せるようになります。一括承認も行えます。

管理者は全員の申請状況を閲覧可能

打刻・休暇・残業の3種類の申請を作成でき、承認ワークフローも最大5
ステップまで指定可能。備考/コメント欄の追加、必須入力設定といっ
た細かな調整も行えます。

ニーズに合わせて細かな設定が可能

CSV形式データの読み込み／書き出しに対応し、大臣シリーズ
以外の就業管理・給与計算システムとの連携も行えます。

他システムとの連携も可能

1

決定通知 1

通知 1



働き方改革への対応が困難

正確な出退勤時刻を客観的に記録。従業員・部下の出退勤状況をリアルタイムに把握。

厚生労働省のガイドラインには「使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」と明記されています。
自己申告での運用であっても、実態調査のための客観的な記録（入退場記録やパソコンの使用時間等）は必要です。

解消

エクセルや紙の台帳で
打刻管理する際の
「4つのリスク」を解消！

労働時間の適正な把握ができない

多彩な打刻手段をご用意。同一の利用料金で利用方法を組み合わせ。
外勤・派遣・テレワークの労働者などが、レコーダーが設置された場所に戻って行う打刻では、実態にそぐわず適正とはいえません。

解消

不正・改ざんを防げない

スマートフォンを利用して、打刻と同時に写真や位置情報を記録。
打刻の修正や打刻漏れの報告には、申請・承認が必要な仕組みを利用可能。

出勤簿への代理ハンコや、出退勤時刻を変更して記入するなどの不正・改ざんを容易に行える体制では正しい記録とはいえません。

解消

勤怠計算にかかるコストが増大

打刻漏れはエラー表示し、本人が申請できる機能で勤怠管理の手間を軽減。
大臣シリーズでの自動計算により作業時間を短縮、入力ミスも防止します。

打刻漏れのチェック作業に時間がかかると、その後の勤怠計算にも大きな影響を与えます。
また、勤怠計算自体も手作業による集計では、正確にミスなく短時間で行うのは困難で、時間的・人的コストが増大します。

解消

働き方改革への対応が困難1
労働時間の適正な把握ができない2
不正・改ざんを防げない3
勤怠計算にかかるコストが増大4

2
リスク

3
リスク

4
リスク

1
リスク



大臣スマート打刻サービス

※動作環境の最新情報は、応研ホームページでご確認ください。

働き方改革をサポートする人事労務管理向け大臣シリーズ

複雑なシフト管理、スケジュール管理、休暇管理にも対応する最新の就業管理
ソフト。給与大臣と連携し、就業管理／勤怠管理業務を強力にサポートします。
最新の労働基準法にも対応し、日常の適正な労務管理に最適なシステムです。

就業大臣NX 就業・勤怠管理システム

給与計算業務において最も煩わしい手当の計算をあらかじめ計算式を登録す
ることで、より正確・スピーディーに業務を行えます。設定は四則演算だけでは
なく関数を使用したり、表を登録しておき計算式内で使用することも可能です。

給与大臣NX 給与計算システム

組織によって様々に変化する人材管理。それらのニーズにも柔軟に対応できる
高い拡張性を実現。人材活用のための豊富な帳票群や『給与大臣』とのシーム
レスな情報連携、人事考課（オプション）など充実の機能を備えています。

人事大臣NX 人事管理システム

動作環境 マイポータル
・Windows PC（Chrome、 Edge）
・macOS（macOS 10.13以降、 Safari）
・Androidスマートフォン／タブレット（Chrome）
・iPhone／iPad（iOS 11.4以降、 Safari）

・就業大臣NXクラウド
・給与大臣NXクラウド
・就業大臣NX Ver.3以降
・給与大臣NX Ver.3以降

Webタイムレコーダー
・iPad（iOS 11.4以降、 Safari）
・Androidタブレット（Chrome）
・Windows PC（Chrome、 Edge）

タブレットアプリ
　・Android 5.0.1以降
スマートフォンアプリ
　・Android 4.1.1以降
　・iOS 9以降

アプリ 大臣シリーズ

このパンフレットは環境に配慮した用紙と植物油インクを使用しています。　2021.4

※大臣スマート打刻サービス、大臣シリーズの各製品名は応研株式会社の登録商標または商標です。 ※Android、Google Chromeは、Google LLCの商標です。 ※Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です。
※IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ※macOS、iPad、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※その他の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。
※掲載内容・仕様および画面は予告なく変更することがあります。 ※掲載の価格・料金は税込です。

東京本社
福岡本社

〒151-0053  東京都渋谷区代々木2-27-12  応研新宿ビル
〒810-0001  福岡市中央区天神4-2-34  応研ビル

TEL.03-3299-0789
TEL.092-715-2789

大臣スマート打刻

www.ohken.co.jp

電話受付 平日10：00～12：00/13：00～16：00
0120-991-751

お客様専用ご相談窓口

支店・営業所 札幌｜仙台｜東京｜金沢｜名古屋｜大阪｜広島｜四国｜福岡

月額 220円／人料金
※10人単位、年単位でのお申し込みとなります。 詳しくはお問い合わせください。


