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1. 本システムの構成 

1.1 システム構成 

本システム「SmartManagerVA」は下記の内容で構成されています。 

① Android アプリケーション「SmartManagerVA」 

Android タブレットやスマートフォンで動作する Android アプリケーションで 

主に指静脈による打刻や利用する指の誦脈登録等に利用します。 

従来のタイムカード打刻機の役割をします。 

 

② 統合管理ツール「ManagementConsole」 

Web サーバに実装して利用します。 

インターネットブラウザからアクセスする事で利用する事ができる統合管理ツール

です。SmartManagerVA をインストールした各タブレット等から送信されてきた

データを一括で管理する事が可能です。 

・利用ユーザの登録、管理 

・就業ルールグループの登録、管理 

・勤怠データの参照、編集、他の給与ソフトへ向けたデータ出力 

等が行えます。 
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●マスターパスワードについて 

本システムにはマスターパスワードが発行されます。 

このマスターパスワードは SmartManagerVA の設定や利用ユーザの指静脈の登録 

など、管理者権限を持つユーザの指静脈による認証が必要な場合に指静脈の代わりに 

マスターパスワードを入力する事で承認が行えます。 

ご利用開始時は管理者のユーザが未登録な為、マスターパスワードをつかって 

指静脈の登録を行いますが、管理者権限を持つユーザの指静脈を登録する事で 

以後は管理者権限を持つユーザが指静脈認証する事でマスターパスワードを 

入力した際と同様の認証が行える様になります。 

マスターパスワードは厳重に管理・保管をして下さい。 
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1.2 利用についてのお願い 

本システムでは打刻機として Android タブレット端末を利用しますが 

タブレット端末はサーバ機の様に常に動作をさせ続けて利用する事を前提にしている 

機械ではない為、数十日などの長時間動作させ続けると、システムが不安定ななる場合が 

ございます。 

この為、タブレット端末におきましては 24 時間に１回程度、端末の再起動を行って頂く 

事を推奨しております。 

もしシステムが不安定になった場合でもタブレット端末を再起動する事で従来の状態に 

復帰するケースもございます。 
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1.3 指静脈認証ユニットについて 

1.3.1  取扱いについて 

 指静脈認証ユニットは精密機械の為、落下や水濡れ等にご注意下さい。 

 専用スタンド等にて固定し利用する事を推奨致します。 

1.3.2  静脈撮影の方法 

 力を抜いて指を置くまで入れてください。（図 1.3.2-1 参照） 

指の先端がセンサーに触れると自動的に撮影が開始されます。 

撮影開始時は「ピッ」という電子音が鳴ります。 

 また撮影、認証が終了すると「ピピッ」と電子音が鳴ります。 

 ※開始から終了までは指を動かさないようにして下さい。 

 また、ユニットのランプはグリーン点灯時に利用が可能となります。 

 ランプが消灯している場合は撮影、認証が行えません。 

ランプを確認してから開始してください。 
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【図 1.3.2-1】 

 

【図 1.3.2-2】 

 

センサー部 
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1.3.3  ユニット接続時の注意点 

 指静脈認証ユニットは USB ケーブルにてタブレットと接続しますが 

 接続後初めて SmartManagerVA アプリを起動した場合や 

 接続されていてもタブレットの電源を入れて初めて 

SmartManagerVA アプリを起動した場合にドライバーからのデバイス接続確認 

メッセージが表示されます。（図 1.3.3-1） 

この場合は必ず「この USB デバイスにデフォルトで使用する」にチェックをつけ 

「OK」をタップして下さい。 

キャンセルをタップしてしまうと指静脈認証ユニットが動作しません。 

この場合はタブレットを再起動するか、SmartManagerVA を終了し 

USB ケーブルを一度抜き、再接続して下さい。 

 

【図 1.3.3-1】 
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2. 運用開始までの手順 

SmartManagerVA の運用開始までの基本的な手順をご説明します。 

① ManagementConsole にログインします。 

   ※初回のログインはユーザが存在していない為、システム管理者で 

ログインする必要があります。システム管理者は 

    ユーザ ID:admin 

    パスワード：admin 

    ログインが可能です。 

 

② SmartManagerVA 利用登録（部門の登録） 

部門の登録を行います。 

登録方法は【4.3.5 部門登録】を参考に行って下さい。 

 

③ SmartManagerVA 利用登録（就業グループの登録） 

就業グループの登録を行います。就業グループとは基本的な勤務体系や 

休憩時間、清算時間単位などを取り決めたグループとなり、ユーザは何れかの 

就業グループに所属する必要があります。 

登録方法は【4.8.2 就業グループ登録】を参考に行って下さい。 
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④ SmartManagerVA 利用登録（ユーザ情報の登録） 

SmartManagerVA の利用ユーザを登録します。 

登録は【4.3.2 ユーザ登録】を参考に入力して頂くか 

【4.11.2 社員情報取込み】にて一括登録を行います。 

  

⑤ SmartManagerVA をタブレットから起動し初期設定を行う。 

タブレットにインストールされているSmartManagerVAを起動し初期設定を 

行います。 

【3.1.1 初期設定画面】を参考に行って下さい。 

 

⑥ 登録ユーザの指静脈情報を登録します。 

登録済みのユーザの指静脈情報の登録を行います。 

指静脈情報の登録は【3.4 指静脈登録画面】を参照し行って下さい。 

 

⑦ 勤怠管理運用を開始する 

登録した指静脈を利用して勤怠管理を行います。 
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⑧ 締日以降にデータ出力を行い、給与ソフトにデータ取込みを行う 

締日が過ぎたら【4.11.1 打刻データ出力】よりデータ出力を行います。 

このデータを既存の給与ソフト取込み、給与処理を行います。 
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3. 「SmartManagerVA」の機能 

3.1 起動画面 

 

【図 3.1-1】 

●機能概要 

SmartManagerVA アイコンをタップすると起動画面が立ち上がります 

しばらくするとメイン画面（打刻画面）に自動的に切り替わります。 

但し、初めての起動する場合など設定が必要な場合は設定画面が表示されます。 
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3.1.1  初期設定画面 

●機能概要 

SmartManagerVA アイコンをタッチすると起動画面が立ち上がりますが 

初期設定を行っていない場合（初めての起動の場合など）は設定画面が表示されます。 

初期設定を行わないと SmartManagerVA を利用する事ができません。 

●各部機能の説明 

 

【図 3.1.1-1】 

① 音を出力する 

チェックを付けると打刻時の SE（「おはようございます」等）やタッチ音が鳴ります。 

※この設定項目はどちらを選択しても起動に影響はありません。 

④ 

①  

③  

②  

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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② 管理者認証 

   チェックを付けると指静脈登録時に管理者の指認証を行うか、マスターパスワード 

を入力しないと登録を行う事が出来なくなります。 

不正に指静脈登録を行わせたくない場合にチェックを付けます。 

※この設定項目はどちらを選択しても起動に影響はありません。 

③ 背景設定 

背景のイメージを６つから選択できます。 

 

【図 3.1.1-2】 

変更した背景をタップして選択します。 

※この設定項目はどちらを選択しても起動に影響はありません。 
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④ スクリーンセーバー設定 

スクリーンセーバー起動時間を選択できます。 

 

【図 3.5-3】 

時間をタップして選択します。 

※この設定項目はどちらを選択しても起動に影響はありません。 

 

⑤ 接続サーバ URL 

打刻データを統合管理するサーバの URL を入力します。 

サービス開始時に指定された URL、または任意に設定した URL を入力します。 

⑥ 認証 ID 

オンライン認証に利用する認証 ID を設定します。 

サービス開始時に指定された認証 ID を入力します。 
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⑦ 端末名称 

端末を識別する為の端末名称（任意の値）を入力します。（例：東京事業所、TC01 等） 

複数の端末を利用する場合は他の端末と重複しない名称にする事をお勧めします。 

⑧ データ更新 

    サーバより最新ユーザデータを取得し、同期を行います。 

    ManagementConsole にてユーザデータの更新を行った場合などに行います。 

指静脈認証ユニットと通信を行い、ユーザデータを最新に更新します。 

※初期設定時は更新を行う必要はありません。 

 

●設定完了 

初期設定画面を終了する場合は端末のメニューから戻るボタンをタップしてください。 

入力項目が保存された後、メイン画面に戻ります。 

但し、入力した項目に不備がある場合（未入力、誤入力）はエラーメッセージが 

表示されます。入力内容を確認して下さい。 
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3.2 メイン画面 

●各部機能の説明 

 

【図 3.2-1】 

① メッセージ表示エリア 

打刻時に打刻ユーザ名称・打刻時刻（丸め時刻）・打刻回数が表示されます。 

② 現在時刻表示エリア 

現在の時刻が表示されます。 

③ 現在日付表示エリア 

現在の日付及び曜日が表示されます。 

 

① 

② 

③ 

⑥ 

④ 

⑤ 
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④ デバイス名称表示エリア 

設定画面にて入力した「端末名称」が表示されます。 

⑤ メッセージ表示エリア 

申請依頼がある場合などに打刻者に向けたメッセージが表示されます。 

⑥ メニュー表示ボタン 

タップする事でメニューを表示します。 
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●機能概要 

起動画面が終了するとメイン画面が表示されます。普段はこの画面が待ち受け画面として 

表示されます。この画面が表示されている状態で「出勤」「退勤」「入室」「退室」の 

打刻が行えます。指静脈ユニットに指を置く事により、前回の打刻履歴や現在時刻から 

自動的に「出勤」「退勤」「入室」「退室」が判断され打刻が行われます。 

 

※自動打刻の基本判定基準について 

・「出勤」と判断される場合の条件 

打刻当日に初めて打刻を行った場合 

・「退室」と判断される場合の条件 

打刻当日の前回の打刻が「入室」または「出勤」で打刻されており、且つ 

設定された所定内勤務時間の終了時刻以前に打刻を行った場合 

・「入室」と判断される場合の条件 

打刻当日の前回打刻が「退室」または「退勤」時に、打刻を行った場合 

・「退勤」と判断される場合の条件 

打刻当日の前回の打刻が「入室」または「出勤」で打刻されており、且つ 

設定された所定内勤務時間の終了時刻以降に打刻を行った場合 
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●メニュー項目の説明 

 

【図 3.2-6】 

① 勤務履歴一覧表示 

勤務履歴一覧表示画面に移動します。 

② 指静脈登録 

指静脈登録画面に移動します。 

③ 設定 

設定画面に移動します。 

※設定画面を表示するには管理権限ユーザの指認証を行うかマスターパスワードを 

入力する必要があります。 

①  

②  

③  

④ 

⑤  
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管理者認証ダイアログ（【図 3.2-7】画面）が表示されたら管理権限ユーザが指認証を 

行って下さい。 

 

 

【図 3.2-7】 

 

④ About 

About 画面（本アプリケーション「SmartManagerVA」の情報を表示画面）に移動し

ます。 

⑤ 終了 

SmartManagerVA を終了します。 
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3.3 勤務履歴一覧表示画面 

●各部機能の説明 

 

【図 3.3-1】 

●各部機能の説明 

① 登録者名表示エリア 

指認証したユーザの名称が表示されます。 

② 打刻履歴表示エリア 

指認証したユーザの当日分の打刻履歴が表示されます。 

③ メニュー表示ボタン 

タップする事でメニューを表示します。 

② 

①  ③ 
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●機能概要 

指認証を行う事で認証ユーザ当日分の打刻履歴が表示され（図 3.3-2）参照が可能です。

 

【図 3.3-2】 
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●メニュー項目の説明 

 

【図 3.3-3】 

① 戻る 

勤務履歴一覧画面を終了しメイン画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

①  
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3.4 指静脈登録画面 

●各部機能の説明 

 

【図 3.4-1】 

① ユーザ絞り込み選択タブ 

各タブをタップする事でユーザ一覧表示の絞り込みを行う事ができます。 

ＡＬＬ・・・すべてのユーザを表示します。 

ア・・・・・氏名が「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」から始まるユーザを表示します。 

カ・・・・・氏名が「カ」、「キ」、「ク」、「ケ」、「コ」から始まるユーザを表示します。 

（以下省略） 

Ａ・・・・・氏名がアルファベットの「Ａ」～「Ｚ」から始まるユーザを表示します。 

② 

①  



 

27 

 

記号・・・・氏名が記号から始まるユーザを表示します。 

②  ユーザ一覧表示エリア 

① で選択されたユーザの一覧が表示されます。 

氏名をタップする事でユーザが選択されユーザ毎の詳細画面（【図 3.4-3】）が表示され

ます。 

 

●機能概要 

統括管理ツール（ManagementConsole）にて登録したユーザの指静脈を登録する為の 

画面です。一覧表からユーザを検索、選択した後、指静脈の撮影を行い登録を行います。 

●指静脈登録の手順 

1.ユーザ一覧から指静脈を登録するユーザを検索してタップします。 

 

    【図 3.4-2】 
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2.選択ユーザの詳細が表示されます。（図 3.4-3） 

 

    【図 3.4-3】 

3.認証機に指を置きます。撮影が完了すると、登録部位選択画面（図 3.4-4）に移動します。 

 

【図 3.4-4】 

4.「未設定」と表示さている部分にタップすると、指のリストが表示されます。（図 3.4-5） 

「右： 人差し指」、「右： 中指」、「右： 薬指」、「右： 小指」 

「左： 人差し指」、「左： 中指」、「左： 薬指」、「左： 小指」 

 からタップして選択します。 
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【図 3.4-5】 

 

5.指の選択が終わったら「登録」ボタンをタップします。（図 3.4-6） 

  指静脈の登録をやめる、または指静脈の撮影からやり直す場合は「やり直し」を 

  タップします。 

 

【図 3.4-6】 
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※設定画面で「管理者認証」の項目がオンに設定されている場合は管理者登録されている 

ユーザが指認証を行うか、マスターパスワードを入力する必要がある為、 

「管理者認証」のダイアログが表示されたら管理者が指認証を行って下さい。（図 3.4-7） 

 

【図 3.4-7】 

 

6.登録が正常に完了すると成功のメッセージが表示されます。（図 3.4-8） 

 

【図 3.4-8】 
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●指静脈の登録について 

指静脈は１ユーザに付き２本まで登録が可能です。 

２本目の指を登録する場合は上記手順 3~６を繰り返してください。 

●メニュー項目の説明 

 

【図 3.4-9】 

① 戻る 0 

ユーザ一覧画面に戻ります。 

 

 

 

①  
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3.5 設定画面 

●各部機能の説明 

 

【図 3.5-1】 

① 音を出力する 

チェックを付けると打刻時の SE（「おはようございます」等）やタッチ音が鳴ります。 

② 管理者認証 

   チェックを付けると指静脈登録時に管理者の指認証を行うか、マスターパスワード 

を入力しないと登録を行う事が出来なくなります。 

不正に指静脈登録を行わせたくない場合にチェックを付けます。 

 

⑤ 

① 

③ 

② 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

④ 
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③ 背景設定 

背景のイメージを６つから選択できます。 

 

【図 3.5-2】 

変更した背景をタップして選択します。 

④ スクリーンセーバー設定 

スクリーンセーバー起動時間を選択できます。 

 

【図 3.5-3】 

時間をタップして選択します。 
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⑤ 接続サーバ URL 

打刻データを統合管理するサーバの URL を入力します。 

サービス開始時に指定された URL、または任意に設定した URL を入力します。 

⑥ 認証 ID 

オンライン認証に利用する認証 ID を設定します。 

サービス開始時に指定された認証 ID を入力します。 

⑦ 端末名称 

端末を識別する為の端末名称（任意の値）を入力します。（例：東京事業所、TC01 等） 

複数の端末を利用する場合は他の端末と重複しない名称にする事をお勧めします。 

⑧ データ更新 

    サーバより最新ユーザデータを取得し、同期を行います。 

    ManagementConsole にてユーザデータの更新を行った場合などに行います。 

指静脈認証ユニットと通信を行い、ユーザデータを最新に更新します。 

※ManagementConsole にてバックアップデータからのリストアを行った場合は 

    必ず「データ更新」を実行してください。行わないとユーザデータ等に 

差異が出る場合があります。 
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●設定完了 

初期設定画面を終了する場合は端末のメニューから戻るボタンをタップしてください。 

入力項目が保存された後、メイン画面に戻ります。 

但し、入力した項目に不備がある場合（未入力、誤入力）はエラーメッセージが 

表示されます。入力内容を確認して下さい。 

 

●機能概要 

本アプリの各種設定を行う画面となります。本アプリを利用するにあたって必ず必要な 

設定項目がある為、SmartManagerVA を初めて起動した際は起動画面が表示されたあと自

動的に設定画面が表示されます。 

 

※スクリーンセーバーについて 

スクリーンセーバーが起動すると【図 3.5-4】のような画面になります。 

画面をタップすると復帰します。 

スクリーンセーバー起動中は指静脈ユニットが停止する為、打刻する事ができません 

画面をタップしてアプリケーションのメイン画面を表示してから打刻を行ってください。 

ディスプレイと指認証ユニットを保護する為、可能な範囲で短い時間に設定する事を 

推奨いたします。 
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【図 3.5-4】 
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●メニュー項目の説明 

 

【図 3.5-5】 

① 戻る 

設定画面を終了しメイン画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

① 
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3.6 About 画面 

●各部機能の説明 

 

【図 3.6-1】 

① 本製品のバージョン表示エリア 

本アプリ SmartManagerVA のバージョンが表示されます。 

② 製造企業 URL 

製造メーカー企業の URL が表示されます。 

③ メニュー表示ボタン 

タップする事でメニューを表示します。 

 

①  

②  

③  
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●機能概要 

本アプリの情報を表示します。表示される情報は本アプリ SmartManagerVA のバージョ

ン及び製造メーカーの URL が表示されます。 

 

●メニュー項目の説明 

 

【図 3.6-2】 

① 戻る 

About 画面を終了しメイン画面に戻ります。 

 

① 
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3.7 共通動作 

3.7.1 メニューボタン（メニュー起動） 

メニューボタンを押すことでメニューが起動します。 

 

【図 3.7.1-1】 Android4.x 系の例 

3.7.2 戻るボタン（前画面に戻る） 

  戻るボタンを押すことで現在の画面を終了し前の画面に戻ります 

  メイン画面で戻るボタンを押すと「SmartManagerVA を終了しますか」 

  とメッセージが表示され、「はい」をタップすると SmartManagerVA が 

終了します。 

 

 

【図 3.7.2-1】 Android4.x 系の例 

戻るボタン 

【拡大】

 

メニューボタン 
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3.8 認証 ID 再設定 

●各部機能の説明 

 

【図 3.11-1】 

●機能概要 

本システムではアプリの起動時や設定画面にて認証 ID を入力時など入力認証 ID にて 

オンライン認証を行っています。 

この時に入力の認証 ID が利用可能ライセンス数を超えている場合（同一の認証 ID を入力

している端末の台数が申込み時に契約している台数を超えた場合）はこの端末での使用が

できない為、他の端末に割り当てられている認証 ID を利用してこの端末で利用するように

再設定を行えます。 

 

 

① 

② 
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① 割り当て端末一覧 

 既に割り当てが行われている端末の名称が一覧表示されます。 

 表示される端末名は「設定」画面にて入力している「端末名称」となります。 

 認証 ID の割り当てを解除したい端末をタップして選択（◎）にします。 

② 割り当ての実行 

 「実行」ボタンを押して割り当て端末の変更を行います。 

 

※選択した端末は認証 ID の割り当てが解除されます。この為、選択した端末で

SmartManagerVA を起動する事は出来なくなります。 

他の認証 ID を入力するか、ライセンス数の追加手続きを取るようにしてください。 
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4. 管理 Web システム「ManagementConsole」の機能 

SmartManagerVA にて打刻したデータや利用ユーザの管理は ManagementConsole を 

利用して行います。ManagementConsole は Web ブラウザから指定された URL に 

アクセスして利用します。 

アドレスは http://〇〇〇〇〇/smart-manager/login.php 等の形式となります。 

（〇〇〇〇〇の部分には固有のドメイン名や IP アドレスが入ります） 

またサポートされるブラウザは 

・Internet Explorer 10 / Internet Explorer 11 

・Google Chrome （バージョン 31 以降を推奨） 

・Fire Fox（バージョン 26 以降を推奨） 

・Safari（バージョン 6 以降を推奨） 

となります。 

 

 

 

 

 

 

http://〇〇〇〇〇/smart-manager/login.php
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4.0 共通機能の操作 

●機能概要 

ManagementConsole ではいくつかの表示機能を共通で利用しています。 

それら機能の利用方法の解説となります。 

 

4.0.1 メニュー操作 

●機能概要 

ManagementConsole にログイン後、上部に表示されるメニューはマウスカーソルを 

メニュー項目に乗せる事でサブメニューが下にスライドして現れます。 

（サブメニュー有の項目のみ） 

 

【図 4.0.1-1】メニューバー通常時 

 

【図 4.0.1-2】メニューバーオンカーソル時（勤務実績参照） 
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4.0.2 表の操作 

●機能概要 

ManagementConsole では表による表示が行われます。 

この表には幾つかの標準機能があります。 

 

 

 

【図 4.0.2-1】一覧表の例 

① ヘッダエリアー 

項目名の先頭が△▽の２つの三角がついている場合はその項目を基準に並べ変えを 

行う事が可能です。 

【図 4.0.2-2】ソート可能なヘッダの例 

一度クリックをするとクリックした項目を昇順で並べ替えます。この時ヘッダ項目には 

「▲」が表示されます。 

【図 4.0.2-3】昇順選択時のヘッダの例 

①

0 

② 
③ 
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更にもう一度クリックをするとクリックした項目を降順で並べ替えます。 

この時ヘッダ項目には「▼」が表示されます。 

【図 4.0.2-4】降順選択時のヘッダの例 

 

② 表示件数エリア 

１ページに表示する件数を変更できます。 

コンボボックスをより１ページに表示したい件数を選択すると表示件数が変更 

されます。 

 

【図 4.0.2-5】ヘージ表示数の例 
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③ 改ページ操作エリア 

一覧表の改ページを行います。 

 

【図 4.0.2-6】改ページ操作ボタン 

 

・・・・・１番最初のページに移動します。 

・・・・・次のページに移動します。 

・・・・・前のページに移動します。 

・・・・・１番最後のページに移動します。 

・・・左側は現在のページ数、右側はトータルページ数を示します。 
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4.1 ログイン画面 

●機能概要 

登録したユーザ ID にて管理メニューにログインを行う画面です。通知されたユーザ ID、

パスワードを入力しログインを行います。ユーザ ID 及びパスワードに間違いがある場合は

警告されログインが行えません。成功するとメニュー画面が表示されます。 

 

●各部機能の説明 

 

【図 4.1-1】 

① 社員番号 入力エリア 

社員番号を入力します。 

 

①  

② 

③  



 

49 

 

② パスワード入力エリア 

入力したユーザ ID に設定されているパスワードを入力します。 

③ ログインボタン 

入力したユーザ ID、パスワードにてログインを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※システム管理者について 

本システムはシステム管理者ユーザがあらかじめ用意されています。 

システム管理者ユーザは 

ユーザ ID：admin 

初期パスワード：admin 

でログインする事ができます。 

システム管理者は管理者権限をもっており、他のユーザの権限を変えるなどが可能で

す。 

但し、ユーザとして打刻する事や、指静脈の登録はできません。 

また、システム管理者を削除する事もできません。 

また、システム管理者のパスワードは定期的に変更する事をお勧め致します。 



 

50 

 

4.2 メニュー画面 

●機能概要 

ログイン後、各メニューを開始する為のメニュー画面となります。 

ログインしたユーザの権限（管理者・一般）でメニューの内容が異なります。 

マウスをオンカーソルする事で各項目が下にスライドし詳細メニューが標示されます。 

 

●各部機能の説明（管理者の場合） 

 

【図 4.2-1】メニュー画面（管理者） 

 

 

 

① ③ ⑤ ⑥ 

 

② 
④ 

⑦ 
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① ユーザ情報管理 

・ユーザ一覧・・・・・登録済みのユーザの一覧を表示します。 

・ユーザ登録・・・・・ユーザの新規登録を行います。 

・部門一覧・・・・・・登録済みの部門の一覧を表示します。 

・部門登録・・・・・・部門の新規登録を行います。 

② 打刻履歴・・・・ログインしているユーザの打刻履歴を表示します。 

③ 勤務実績参照 

・日別実績一覧・・・・登録済みの全てのユーザの日別の実績一覧を表示します。 

・週別実績一覧・・・・登録済みの全てのユーザの週別の実績一覧を表示します。 

・月別実績一覧・・・・登録済みの全てのユーザの月別の実績一覧を表示します。 

④ 就業情報管理 

・日別予定管理・・・・日別予定管理を表示します。 

・月別予定管理・・・・月別予定管理を表示します。 

・就業グループ一覧・・登録済みの就業グループの一覧を表示します。 

・就業グループ登録・・新しい就業グループを登録します。 

・シフトパターン一覧・登録済みのシフトパターンの一覧を表示します。 

・シフトパターン登録・新しいシフトパターンを登録します。 
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⑤ 承認申請（VA は非対応となります） 

・申請登録・・・・・各種申請の一覧表示と承認/否認の決定を行います。 

⑥ その他 

・打刻データ出力・・打刻データをＣＳＶファイルにてダウンロードします。 

・社員情報取込み・・利用ユーザのデータをアップロードして一括登録します。 

・バックアップ・・・バックアップファイルを生成しダウンロードします。 

・リストア・・・・・バックアップファイルをアップロードし復元します。 

⑦ ログアウト・・・ログアウトしてログイン画面に戻ります。 
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●各部機能の説明（一般ユーザの場合） 

 

【図 4.2-2】メニュー画面（一般ユーザ） 

① ユーザ情報管理 

・登録情報編集・・・・ログインしているユーザ情報の編集を行います。 

② 打刻履歴・・・・ログインしているユーザの打刻履歴を表示します。 

③ 就業情報管理 

・月別予定管理・・・・月別予定管理を表示します。 

④ 承認申請（VA は非対応となります） 

・申請登録・・・・・ログインユーザの申請の一覧表示と現在の状態を表示します。 

⑤ ログアウト・・・ログアウトしてログイン画面に戻ります。 

 

①  ② ③ ④ 

⑤ 
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4.3 ユーザ情報管理 

●機能概要 

本システムを利用するユーザのメンテナンスを行う機能となります。 

ユーザや部門の新規登録、既存ユーザの編集、削除が行えます。 

この機能は管理者のみ利用が可能です。（※一般ユーザは自分のユーザ情報の編集のみ可能） 

4.3.1 ユーザ一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.3.1-1】ユーザ一覧画面 

 

 

①  

②  

③  ④ 
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◆本システムの登録ユーザの一覧が表示される画面です。 

① 選択条件 

・日付選択・・・・表示したい日付を選択します。クリックするとカレンダーが表示 

されるので希望の日をカレンダーからクリックして選択します。 

・部門・・・・・・対象とする部門を選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべての部門を表示する場合は「すべて」を選択します。 

・就業グループ・・対象とする就業グループを選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべてのグループを表示する場合は「すべて」を選択します。 

・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを検索結果に含む場合は☑にします。 

「検索」ボタンを押すと一覧が下部に表示されます。 

② 一覧表示エリア 

検索結果のユーザの一覧が表示されます。 

（※初期表示は全ユーザが表示されます。） 

③ 編集 

任意のユーザの「編集」項をクリックすると選択ユーザ情報の編集画面を開きます。 

④ 削除 

任意のユーザの「削除」項をクリックするとそのユーザ情報の削除画面を開きます。 
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4.3.2 ユーザ登録 

●各部機能の説明 

 

【図 4.3.2-1】ユーザ登録画面 

◆ユーザの新規登録を行う画面です。 

① 入力項目 [(*)は必須項目] 

・社員番号(*) ・・・・社員番号（ユーザ番号）を入力します。（半角英数） 

・名前(*) ・・・・・・ユーザ名称を入力します。 

・名前(カナ)(*) ・・・ユーザ名称のカナを入力します。 

・パスワード(*) ・・・パスワードを入力します。（半角英数） 

①  

②  
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・パスワード確認(*) ・確認用として上記パスワードと同じ内容を入力します。 

・メールアドレス・・・メールアドレスを入力します。（半角英数） 

・電話番号・・・・・・電話番号を入力します。（半角数字） 

・部門・・・・・・・・部門を選択します。 

・管理者・・・・・・・このユーザを管理者として登録する場合は☑します。 

・就業グループ・・・・所属する就業グループを選択します。 

・労働時間の監視機能・週単位での労働時間監視による報告メールの受信設定を 

行います。但し、選択した就業グループの「週間労働時間の 

監視」が有効になっている場合のみ設定が可能です。 

監視報告メールを受け取らない場合は「無効」に◎を 

監視報告メールを受け取る場合は「有効」に◎を、且つ 

報告メールの発信回数を設定します。 

「１回」・・初めて警告の時間に達した時のみメール受信 

「毎回」・・警告の時間に達した毎回メール受信 

※「１回」に設定した場合は１回報告メールを受信すると 

自動で「労働時間の監視機能」が「無効」に変更されます。 

 再度報告メールを受けたい場合は再度「有効」に設定をし 

「報告回数」を設定して下さい。 
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② 入力項目確認ボタン・・・入力チェックを行い、入力項目確認画面を表示します。 

 

【図 4.3.2-2】ユーザ登録確認画面 

  表示された内容を確認し「確定」ボタンを押すと登録が完了します。 

  「戻る」ボタンを押すと入力画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

「戻る」ボタン 

「確定」ボタン 
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4.3.3 ユーザ情報編集 

●各部機能の説明 

 

【図 4.3.3-1】ユーザ情報編集画面 

 

 

② 

① 

③ 



 

60 

 

◆登録済みユーザ情報の変更を行う画面です。 

① 入力項目 [(*)は必須項目] 

・社員番号(*) ・・・・社員番号（ユーザ番号）を入力します。（半角英数） 

・名前(*) ・・・・・・ユーザ名称を入力します。 

・名前(カナ)(*) ・・・ユーザ名称のカナを入力します。 

・既存パスワード(*) ・現在使用しているパスワードを入力します。このパスワードが 

適正でない場合、編集を行う事ができません。 

・新しいパスワード・・変更するパスワードを入力します。（半角英数） 

・パスワード確認・・・変更パスワードの確認用として上記と同じ内容を入力します。 

・メールアドレス・・・メールアドレスを入力します。（半角英数） 

・電話番号・・・・・・電話番号を入力します。（半角数字） 

・所属・・・・・・・・所属を入力します。 

・管理者・・・・・・・このユーザを管理者として登録する場合は☑します。 

・就業グループ・・・・所属する就業グループを選択します。 

・労働時間の監視機能・週単位での労働時間監視による報告メールの受信設定を 

行います。但し、選択した就業グループの「週間労働時間の 

監視」が有効になっている場合のみ設定が可能です。 

監視報告メールを受け取らない場合は「無効」に◎を 
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監視報告メールを受け取る場合は「有効」に◎を、且つ 

報告メールの発信回数を設定します。 

「１回」・・初めて警告の時間に達した時のみメール受信 

「毎回」・・警告の時間に達した毎回メール受信 

※「１回」に設定した場合は１回報告メールを受信すると 

自動で「労働時間の監視機能」が「無効」に変更されます。 

 再度報告メールを受けたい場合は再度「有効」に設定をし 

「報告回数」を設定して下さい。 

 

② 登録指静脈表示エリア 

登録している指静脈の部位が表示されます。「削除」にチェックする事で指静脈の 

登録を削除する事ができます。 

 

③ 入力項目確認ボタン・・・入力チェックを行い、入力項目確認画面を表示します。 
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【図 4.3.3-2】ユーザ情報編集確認画面 

  表示された内容を確認し「確定」ボタンを押すと更新が完了します。 

  「戻る」ボタンを押すと入力画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「戻る」ボタン 

「確定」ボタン 
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4.3.4 部門一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.3.4-1】部門一覧画面 

 

◆本システムの登録部門の一覧が表示される画面です。 

① 部門一覧表示エリア 

登録された部門の一覧が表示されます。 

・大部門・・・・・大部門に設定されている部門はここに名称が表示されます。 

・中部門・・・・・中部門に設定されている部門はここに名称が表示されます。 

① 

③ 

② 



 

64 

 

・小部門・・・・・小部門に設定されている部門はここに名称が表示されます。 

・部門名(カナ)・・部門名のカナが表示されます。 

・所属先部門・・・部門が所属する上位の部門がある場合は上位の部門名が 

表示されます。（小部門の場合は中部門、中部門の場合は大部門） 

② 編集 

任意の部門の「編集」項をクリックすると部門情報の編集画面を開きます。 

③ 削除 

任意の部門の「削除」項をクリックするとその部門の削除画面を開きます。 

 

※大部門・中部門・小部門について 

本システムの部門は大中小の三階層に登録が行えます。 

部門を作成する際に上位に当たる部門を「所属先部門」として指定する事で、 

新規に登録する部門が中部門、指定された「所属先部門」が大部門として登録されます。 

指定された「所属先部門」が既に「所属先部門」を登録している場合は 

新規に登録する部門が小部門、指定された「所属先部門」が中部門として登録されます。 

但し、最大で大中小の 3 階層までの登録となります。 
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4.3.4.1 部門編集 

●各部機能の説明 

 

【図 4.3.4.1-1】部門編集画面 

◆登録済み部門情報の変更を行う画面です。 

① 入力項目 [(*)は必須項目] 

・部門名(*) ・・・・・部門名を入力します。 

・部門名（カナ）(*) ・部門名のフリガナを入力します。 

・所属先部門・・・・・上位部門に所属する場合は登録済みの部門から選択します。 

② 入力内容確認ボタン 

     ・「入力内容確認」ボタンを押すと部門編集確認画面を開きます。【図 4.3.4.1-2】 

 

② 

① 
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【図 4.3.4.1-2】部門編集確認画面 

  表示された内容を確認し「確定」ボタンを押すと登録が完了します。 

  「戻る」ボタンを押すと入力画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「戻る」ボタン 

「確定」ボタン 
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4.3.4.2 部門削除 

●各部機能の説明 

 

【図 4.3.4.2-1】部門削除画面 

 表示された内容を確認し「確定」ボタンを押すと削除を実行します。 

 「戻る」ボタンを押すと入力画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

「戻る」ボタン 

「確定」ボタン 
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4.3.5 部門登録 

●各部機能の説明 

 

【図 4.3.5-1】部門登録画面 

◆登録済み部門情報の新規登録を行う画面です。 

① 入力項目 [(*)は必須項目] 

・部門名(*) ・・・・・部門名を入力します。 

・部門名（カナ）(*) ・部門名のフリガナを入力します。 

・所属先部門・・・・・上位部門に所属する場合は登録済みの部門から選択します。 

② 入力内容確認ボタン 

     ・「入力内容確認」ボタンを押すと部門登録確認画面を開きます。【図 4.3.5-2】 

 

② 

① 
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【図 4.3.5-2】部門登録確認画面 

  表示された内容を確認し「確定」ボタンを押すと登録が完了します。 

  「戻る」ボタンを押すと入力画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「戻る」ボタン 

「確定」ボタン 



 

70 

 

4.4 打刻履歴 

●機能概要 

ログインユーザの打刻の履歴を参照できます。 

 

●各部機能の説明 

 

【図 4.4-1】打刻履歴画面 

◆選択した年月の 1 ヶ月分の打刻履歴を一覧表示・参照する画面です。 

 

①  

②  
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① 履歴表示期間の選択 

・表示する打刻履歴を月単位で選択します。 

「表示月」からコンボボックスから表示したい年月を選択し「検索」を押すと 

一覧が下部に表示されます。 

また、対象のユーザの就業グループとその詳細が表示されます。 

・氏名・・・・・対象のログインユーザの名称です。 

・勤怠月・・・・・・表示対象とする履歴の年月の選択を行います。 

・期間・・・・・・・一覧表示している履歴の対象期間が表示されます。 

・就業グループ名・・対象ユーザが所属している就業グループ名が表示されます。 

・勤務時間・・・・・現在の就業グループの標準勤務時間帯が表示されます。 

・休憩時間・・・・・現在の就業グループの標準の休憩時間帯が表示されます。 

② 一覧表示エリア 

① で選択した期間の打刻履歴が一覧表示されます。 

・日付・・・・・・・月・日・曜日が表示されます。クリックするとその日の 

      打刻情報を表示する打刻情報画面【4.4-3】が表示されます。 

・出勤時間・・・・・出勤打刻の時刻が表示されます。 

・退室時間・・・・・退勤打刻の時刻が表示されます。 

・実働時間・・・・・・出勤打刻から退勤打刻時刻までの実働時間が表示されます。 
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  ・有効労働時間・・・実働時間内で就業グループの標準労働時間にあたる時間が 

     表示されます。 

・所定内休憩時間・・実働時間内で就業グループの標準休憩時間にあたる時間が 

     表示されます。 

 ・所定外休憩時間・・残業前休憩、深夜残業休憩時間、中抜け時間などの 

     合算時間が表示されます。 

◆表示部のカラーについて 

打刻データの内容により表示ボックスの色が変化します。 

・打刻が不完全な場合 

  出勤打刻がされているのに退勤打刻がされていない場合はグリーンになります。 

・ManagementConsole からデータを編集した場合 

  ManagementConsole を利用して打刻データの追加・編集等をした場合、編集した 

  項目のボックスがイエローになります。 

 

【図 4.4-2】打刻履歴画面 
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【図 4.4-3】打刻情報画面 
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4.5 勤務実績参照 

●機能概要 

本システム利用ユーザの打刻の履歴を日別、週別、月別にて参照できます。 

また、各ユーザの現在の出勤状態の一覧がリアルタイム参照できます。 

この機能は管理者のみ利用が可能です。 

 

4.5.1 日別実績一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.5.1-1】日別実績一覧画面 

◆選択した日の日別勤務時間を一覧表示・参照する画面です。 

①  

② 
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② 選択条件 

・日付選択・・・・表示したい日付を選択します。クリックするとカレンダーが表示 

されるので希望の日をカレンダーからクリックして選択します。 

・部門・・・・・・対象とする部門を選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべての部門を表示する場合は「すべて」を選択します。 

・就業グループ・・対象とする就業グループを選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべてのグループを表示する場合は「すべて」を選択します。 

・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを検索結果に含む場合は☑にします。 

「検索」ボタンを押すと一覧が下部に表示されます。 

 

③ 一覧表示エリア 

① にて選択した日付の日別実績一覧を表示します。 

・社員番号・・・・・社員番号が表示されます。社員番号をクリックすると 

     選択したユーザの打刻情報表示画面【図 4.5.1-2】が 

表示されます。 

・氏名・・・・・・・氏名（ユーザ名）が表示されます。 

・出勤時間・・・・・出勤打刻の時刻が表示されます。 

・退勤時間・・・・・退勤打刻の時刻が表示されます。 
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・所定内勤務時間・・実働時間内で就業グループの標準労働時間にあたる時間が 

     表示されます。 

・残業時間・・・・・残業時間の合計時間が表示されます。 

・深夜勤務時間・・・勤務時間内で深夜時間帯にあたる時間の勤務時間が 

    表示されます。 

・所定内休憩時間・・実働時間内で就業グループの標準休憩時間帯にあたる 

時間が表示されます。 

 ・残業休憩時間・・・実働時間内で残業休憩時間帯にあたる時間が 

表示されます。 

 ・深夜休憩時間・・・実働時間内で深夜休憩時間帯にあたる時間が 

表示されます。 

◆表示部のカラーについて 

打刻データの内容により表示ボックスの色が変化します。 

・打刻が不完全な場合 

    出勤打刻がされているのに退勤打刻がされていない場合はグリーンになります。 

・ManagementConsole からデータを編集した場合 

    ManagementConsole を利用して打刻データの追加・編集等をした場合、編集した 

    項目のボックスがイエローになります。 
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【図 4.5.1-2】打刻情報画面 
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4.5.2 週別実績一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.5.2-1】週別実績一覧画面 

◆選択した週の週別勤務時間を一覧表示・参照する画面です。 

① 選択条件 

・開始日付・・・・表示したい週の先頭の日付を選択します。 

クリックするとカレンダーが表示されるので希望の日を 

カレンダーからクリックして選択します。 

・就業グループ・・対象とする就業グループを選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべてのグループを表示する場合は「すべて」を選択します。 

①  

② 
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・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを検索結果に含む場合は☑にします。 

 

「検索」ボタンを押すと一覧が下部に表示されます。 

 

② 一覧表示エリア 

① にて選択した日付を先頭にした 7 日間の週別実績一覧を表示します。 

・社員番号・・・・・社員番号が表示されます。 

・氏名・・・・・・・氏名（ユーザ名）が表示されます。 

・日付エリア・・・・選択した日を先頭に７日分の日付が表示されます。 

     その下に日付毎の有効勤務時間が表示されます。 

・合計勤務時間・・・７日間の有効勤務時間の合算が表示されます。 
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4.5.3 月別実績一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.5.3-1】月別実績一覧画面 

◆選択した日の月別勤務時間を一覧表示・参照する画面です。 

① 選択条件 

・勤怠月・・・・・コンボボックスより表示したい年月を選択します。 

・部門・・・・・・対象とする部門を選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべての部門を表示する場合は「すべて」を選択します。 

・就業グループ・・対象とする就業グループを選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべてのグループを表示する場合は「すべて」を選択します。 

①  

② 
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・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを検索結果に含む場合は☑にします。 

「検索」ボタンを押すと一覧が下部に表示されます。 

 

② 一覧表示エリア 

① にて選択した日付の日別実績一覧を表示します。 

・社員番号・・・・・社員番号が表示されます。クリックすると対象のユーザの 

     打刻履歴（選択ユーザ別）画面が表示されます。 

（「4.5.3.1 打刻履歴（選択ユーザ別）」を参照） 

・氏名・・・・・・・氏名（ユーザ名）が表示されます。 

・出勤日数・・・・・選択月の出勤日数が表示されます。 

・所定内勤務時間・・所定内勤務時間の合計時間が表示されます。 

・残業勤務時間・・・残業時間の合計時間が表示されます。 

・深夜勤務時間・・・深夜勤務時間の合計時間が表示されます。 

・所定内休憩時間・・所定内休憩時間の合計時間が表示されます。 

・残業休憩時間・・・残業休憩時間の合計時間が表示されます。 

・深夜休憩時間・・・深夜休憩時間の合計時間が表示されます。 
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4.5.3.1 打刻履歴（選択ユーザ別） 

●各部機能の説明 

 

【図 4.5.3.1-1】打刻履歴（選択ユーザ別）画面 

◆月別実績一覧にて選択したユーザの打刻履歴を表示・選択する画面です。 

① 履歴表示対象の表示 

・氏名・・・・・・・対象のユーザの名称が表示されます。 

・勤怠月・・・・・・表示している対象の年月が表示されます。 

・期間・・・・・・・表示している履歴の期間が表示されます。 

   （開始日、終了日は所属就業グループの締日により可変します） 

・就業グループ名・・対象ユーザが所属している就業グループ名が表示されます。 

①  

② 
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・勤務時間・・・・・所属就業グループの標準勤務時間帯が表示されます。 

・休憩時間・・・・・所属就業グループの標準休憩時間帯が表示されます。 

② 一覧表示エリア 

①で選択した期間の打刻履歴が一覧表示されます。 

・日付・・・・・・・月・日・曜日が表示されます。 

・編集ボタン・・・・選択日の勤務時間の編集画面を表示します。 

既に勤務時間の入力がある場合は【図 4.5.3.1-3】打刻 

情報編集画面が表示されます。まだ勤務時間の入力が無い 

日付を選択した場合は【図 4.5.3.1-2】打刻情報登録画面 

がそれぞれ表示されます。 

※編集の方法は【4.5.3.2 打刻情報編集】を参照 

・削除ボタン・・・・選択日の勤務時間の削除を行います。（データ有の場合のみ） 

     勤務時間の入力がある日付の削除ボタンを押すと 

【図 4.5.3.1-4】打刻情報削除確認画面が表示されます。 

「確定」ボタンを押すと削除が完了します。「戻る」ボタン 

を押すと元の画面に戻ります。 

・入室時間・・・・・入室打刻の時刻が表示されます。 

・退室時間・・・・・退室打刻の時刻が表示されます。 
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・実働時間・・・・・・出社打刻から退社打刻時刻までの実働時間が表示されます。 

・有効労働時間・・・実働時間内で就業グループの標準労働時間にあたる時間が 

     表示されます。 

・所定内休憩時間・・実働時間内で就業グループの標準休憩時間にあたる時間が 

     表示されます。 

・所定外休憩時間・・残業前休憩、深夜残業休憩時間、中抜け時間などの 

     合算時間が表示されます。 

 

 

【図 4.5.3.1-2】打刻情報登録画面 
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【図 4.5.3.1-3】打刻情報編集画面 

 

 

【図 4.5.3.1-4】打刻情報削除確認画面 
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4.5.3.2 打刻情報編集 

●各部機能の説明 

 

【図 4.5.3.1-1】打刻情報編集（選択ユーザ別）画面 

◆打刻履歴（選択ユーザ別）画面にて選択した日付の打刻履歴を編集する画面です。 

① 対象ユーザ情報の表示 

・氏名・・・・・・・対象のユーザの名称が表示されます。 

・勤怠月・・・・・・表示している対象年月が表示されます。 

・日付・・・・・・・表示している対象の日付が表示されます。 

① 

② 

③ 

④ 
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・就業グループ名・・対象ユーザが所属している就業グループ名が表示されます。 

・勤務時間・・・・・所属就業グループの標準勤務時間帯が表示されます。 

・休憩時間・・・・・所属就業グループの標準休憩時間帯が表示されます。 

・日付変更時間・・・所属就業グループの日付変更時間が表示されます。 

    ② 勤怠情報 

・出勤時間・・・・・打刻情報より確定した出勤打刻の時刻が表示されます。 

・退勤時間・・・・・打刻情報より確定した退勤打刻の時刻が表示されます。 

●合計休憩時間 

・所定内・・・・・・標準勤務時間帯にあたる休憩時間が表示されます。 

 ・残業・・・・・・・残業休憩の時間が表示されます。 

 ・深夜・・・・・・・深夜残業休憩の時間が表示されます。 

③ 打刻情報 

 ・打刻時間・・・・・現在登録されている打刻時刻が表示されます。 

 ・変更打刻時間・・・変更する打刻時間を入力（選択）します。 

 ・打刻まるめ時間・・就業グループで設定された清算時間単位でまるめられた 

時刻が表示されます。 

 ・削除・・・・・・・この打刻データを削除する場合は☑をつけます。 
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 ●移動 

 ・「上へ」ボタン ・・打刻データを移動したい場合に利用します。 

上の打刻データと順番が入れ替わります。 

・「下へ」ボタン ・・打刻データを移動したい場合に利用します。 

下の打刻データと順番が入れ替わります。 

 ・入退室区分・・・・打刻の区分になります。 

一番先頭が出勤、退室・入室 4 回分、退勤となります。 

※1 日 10 打刻が最大数となります。それ以上の打刻は 

内部には保存されていますが画面には表示されません。 

 

④ 「戻る」ボタン・「入力内容確認」ボタン 

     ・「入力内容確認」ボタンを押すと確認画面を開きます。【図 4.5.3.2-1】 

     ・「戻る」ボタンを押すと打刻履歴画面に戻ります。 
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【図 4.5.3.2-1】打刻情報編集確認画面 

 

  表示された内容を確認し「確定」ボタンを押すと編集が完了します。 

  「戻る」ボタンを押すと入力画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

「戻る」ボタン 

「確定」ボタン 
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4.6 日別予定管理 

●機能概要 

本システムでは勤務メンバーの勤務シフトを日別予定管理として管理がおこなえます。 

この日別予定シフトの参照、変更、削除が行えます。 

この機能は管理者のみ利用が可能です。 

 

4.6.1 日別予定一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.6.1-1】日別予定管理画面 

① 

② 

③ 

④ 
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◆日別予定管理のメイン画面です。 

① 検索条件 

・開始日付・・・・表示したい週の先頭の日付を選択します。 

クリックするとカレンダーが表示されるので希望の日を 

カレンダーからクリックして選択します。 

・就業グループ・・対象とする就業グループを選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべてのグループを表示する場合は「すべて」を選択します。 

・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを検索結果に含む場合は☑にします。 

 

「検索」ボタンを押すと一覧が下部に表示されます。 

② シフト選択 

   ・シフト・・・・・シフトパターン登録にて登録済みに一覧がコンボボックスに 

されます。この中から割当てたいシフトを選択します。 

選択したシフトパターンの情報が右側に表示されます。 

③ シフト表示エリア 

選択したユーザと割り当てられたシフトパターンを一覧表示します。 

    表の時間部分にクリックすると②にて選択したシフトの時間が適用されシフト勤務 

    時間がブルーに変わります。 
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   また既にシフトが適用されている状態でもう一度クリックするとシフトの適用が解除 

   されます。（時間部分はすべて白に変わる） 

   ※ブルーは予定管理時間を示し、ライトブルーは所定休憩時間を示します。 

④ 登録ボタン 

   登録ボタンを押すことで変更した適用シフト情報を保存します。 
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4.7 月別予定管理 

●機能概要 

本システムでは勤務メンバーの勤務シフトを月別予定管理として管理がおこなえます。 

この月別予定シフトの参照、変更、削除が行えます。 

この機能は管理者・一般ユーザ共に利用が可能ですが、内容の編集は管理者のみが 

可能となり、一般ユーザは参照のみが可能となります。 

 

4.7.1 月別予定一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.7.1-1】月別予定管理画面 

① 

② 

③ 

④ 
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◆月別予定管理のメイン画面です。 

① 検索条件 

・開始日付・・・・表示したい週の先頭の日付を選択します。 

クリックするとカレンダーが表示されるので希望の日を 

カレンダーからクリックして選択します。 

・就業グループ・・対象とする就業グループを選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべてのグループを表示する場合は「すべて」を選択します。 

・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを検索結果に含む場合は☑にします。 

 

「検索」ボタンを押すと一覧が下部に表示されます。 

② シフト選択 

   ・シフト・・・・・シフトパターン登録にて登録済みに一覧がコンボボックスに 

されます。この中から割当てたいシフトを選択します。 

選択したシフトパターンの情報が右側に表示されます。 

③ シフト表示エリア 

選択したユーザと割り当てられたシフトパターンを一覧表示します。 

    表の日付部分にクリックすると②にて選択したシフトが適用され日付部分が 

「シフトカラー」で指定されている色に変わります。 
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   また複数のメンバーと日付をドラックで複数選択をする事でまとめてシフトを適用 

   する事が可能です。 

   また既にシフトが適用されている状態でもう一度クリックするとシフトの適用が解除 

   されます。（白に変わる） 

④ 登録ボタン 

   登録ボタンを押すことで変更したシフトを保存します。 
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4.8 就業情報管理 

●機能概要 

本システムでは勤務体系を就業グループとしてグループ毎に登録し管理がおこなえます。

この就業グループの新規登録、編集、削除が行えます。 

この機能は管理者のみ利用が可能です。 

 

4.8.1 就業グループ一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.6.1-1】就業グループ一覧画面 

 

①  
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◆登録済の就業グループの一覧表示・参照する画面です。 

①就業グループの一覧情報を表示します。 

 ・ＩＤ・・・・・・就労グループの内部ＩＤ番号が表示されます。 

 ・就業グループ名・登録済みの就業グループ名が表示されます。 

 ・基準勤務シフト・設定のシフトパターン名が表示されます。 

 ・出勤時間・・・・設定の出勤時間が表示されます。 

 ・退勤時間・・・・設定の退勤時間が表示されます。 

 ・清算時間単位・・設定の清算時間単位が表示されます。 

 ・締日・・・・・・設定の締日が表示されます。 

 ・休憩時間・・・・休憩時間が設定されている場合は☑が表示されます。 

 ・残業休憩・・・・残業休憩時間が設定されている場合は☑が表示されます。 

 ・深夜休憩・・・・深夜休憩時間が設定されている場合は☑が表示されます。 

 ・労働時間監視・・労働時間監視が設定されている場合は☑が表示されます。 

 ・編集・・・・・・クリックすると就業グループの編集画面が表示されます。 

    （「4.6.1.1 就業グループ編集」を参照） 
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 ・削除・・・・・・クリックすると選択の就業グループを削除します。 

（確認画面が表示されます【図 4.6-2】確定ボタンを押すと 

削除が実行されます。） 

※但し既に利用されている就業グループは削除できません。 

 

【図 4.8.1-2】就業グループ削除確認画面 
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4.8.1.1 就業グループ編集 

●各部機能の説明 

 

【図 4.8.1.1-1】就業グループ編集画面 

◆登録済の就業グループの一覧から選択したグループの登録情報を変更する画面です。 

① 入力エリア 対象就業グループの登録情報を表示・編集します。[(*)は必須項目] 

 ・就業グループ名(*)・・設定済みの就業グループ名称が表示されます。 

 ・締日(*)・・・・・・・設定済み締日が表示されます。 

 ・清算時間単位(*)・・・設定済みの清算時間単位が表示されます。 

 ・基準勤務シフト ・・・設定済みのシフトパターンが表示されます。 

① 

② 
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 ・定休日・・・・・・・・設定されている定休日の曜日に☑が表示されます。 

 ○週間労働時間の監視 

 ・通知メール設定・・・・設定済みのステータスが表示されます（有効・無効） 

 ・監視時間・・・・・・・設定済みの監視時間が表示されます。 

② 「入力内容確認」ボタン 

編集を行いたい項目を編集し「入力内容確認」ボタンを押すと 

【図 4.8.1.1-2】就業グループ登録確認画面が表示されます。問題がなければ 

「確定」ボタンを押して変更を完了します。「戻る」ボタンを押すと変更をせずに

元の画面に戻ります。 

 

【図 4.8.1.1-2】就業グループ編集確認画面 
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4.8.2 就業グループ登録 

●各部機能の説明 

 

【図 4.8.2-1】就業グループ登録画面 

◆就業グループの登録を行う画面です。 

① 入力エリア  [(*)は必須項目] 

 ・就業グループ名(*)・・就業グループ名称を設定します。 

 ・締日(*)・・・・・・・清算締日を選択します。 

（月末の場合は 0 を設定します） 

 

①  

②  
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 ・清算時間単位(*)・・清算時間単位を選択します。 

（0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 分単位） 

※ ０を選択すると秒切り捨ての 1 分単位生産と 

なります。（丸め無し） 

・基準勤務シフト ・・標準とするシフトパターンを選択します。 

 ・定休日 ・・・・・・標準として定休日に設定する曜日に☑をつけ選択します。 

 ○週刊労働時間の監視 

 ・通知メール設定 ・・週刊労働時間の監視の通知メールを利用する場合は 

        有効にします。 

・監視時間 ・・・・・通知メール設定を「有効」にした場合はメールを 

送信する週の勤務時間を設定します。 

 

②「入力内容確認」ボタン 

入力を行った後に「入力内容確認」ボタンを押すと 

【図 4.6.2-2】就業グループ登録確認画面が表示されます。問題がなければ 

「確定」ボタンを押して変更を完了します。「戻る」ボタンを押すと変更をせずに

元の画面に戻ります。 
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【図 4.8.2-2】就業グループ登録確認画面 
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4.9 シフトパターン一覧 

●機能概要 

本システムでは勤務メンバーの勤務シフトのパターンを登録して管理がおこなえます。 

このシフトパターンの新規作成、変更、削除が行えます。 

この機能は管理者のみ利用可能となります。 

 

4.9.1 シフトパターン一覧 

●各部機能の説明 

 

【図 4.9.1-1】シフトパターン一覧画面 

① ② 
③ 
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◆シフトパターン一覧の画面です。 

①シフトパターンの一覧情報を表示します。 

・シフト名・・・・設定されているシフトパターン名称が表示されます。 

・略称名・・・・・設定されている略称名が表示されます。 

・色・・・・・・・設定されている色が表示されます。 

・所定内勤務時間・設定されている所定内勤務時間が表示されます。 

・所定内休憩時間・設定されている所定内休憩時間が表示されます。 

・残業休憩時間・・設定されている残業休憩時間が表示されます。 

・深夜休憩時間・・設定されている深夜残業休憩時間が表示されます。 

・日付変更時間・・設定されている日付変更時間が表示されます。 

② 編集 

任意のシフトパターンの「編集」項をクリックするとそのシフトパターン編集画面を 

開きます。【図 4.9.1-2】 

③ 削除 

任意のシフトパターンの「削除」項をクリックするとそのシフトパターン削除画面を 

開きます。【図 4.9.1-3】「確定」ボタンを押すと削除が完了します。 

「戻る」ボタンを押すと元の画面に戻ります。 

※但し既に利用されているシフトパターンは削除できません。 
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【図 4.9.1-2】シフトパターン編集画面 

 

  

【図 4.9.1-3】シフトパターン削除画面 
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4.9.2 シフトパターン登録 

●各部機能の説明 

 

【図 4.9.2-1】シフトパターン登録画面 

◆シフトパターン登録の画面です。 

①シフトパターンの登録内容を入力します。 

・シフト名・・・・登録するシフトパターン名称を入力します。 

・略称名・・・・・登録するシフトパターンの略称を２文字以内で入力します。 

・色・・・・・・・登録するシフトパターンの色を選択します。 

        クリックするとカラーパレットが表示されるので好みの色部分を 

① 

② 



 

108 

 

        クリックする事でカラーが選択できます【図 4.9.2-2】 

・日付変更時間・・登録するシフトパターンの日付変更時間を入力します。 

・所定内勤務時間・登録するシフトパターンの所定内勤務時間を入力します。 

・所定内休憩時間・登録するシフトパターンの所定内休憩時間を入力します。 

・残業休憩時間・・登録するシフトパターンの残業休憩時間を入力します。 

・深夜休憩時間・・登録するシフトパターンの深夜残業休憩時間を入力します。 

② 入力内容確認ボタン 

入力内容確認ボタンをクリックするとシフトパターン登録確認画面を開きます。 

【図 4.9.2-3】 

「確定」ボタンを押すと登録を実行します。「戻る」ボタンを押すと登録をせずに 

元の画面に戻ります。 

  

【図 4.9.2-2】カラーパレット 
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【図 4.9.2-3】シフトパターン削除画面 

 

 

 

4.10 承認登録 

●機能概要 

本システムではメンバーの各種申請及び承認を行えます。本機能ではタブレットから 

行った申請に対し承認 or 否認を行えます。 

この機能は管理者・一般ユーザ共に利用が可能ですが、承認は管理者のみが可能です。 

一般ユーザは自分の申請の現在状態の参照のみが可能となります。 
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4.10.1 承認登録 

●各部機能の説明 

 

【図 4.10.1-1】承認登録画面 

◆承認登録の承認一覧画面です。 

①選択条件を入力します。 

・申請対象日付・・表示する申請の申請対象日を範囲指定します。 

・申請区分・・・・表示する申請の申請区分を選択します。 

・申請状態・・・・表示する申請の申請状態を選択します。 

・部門・・・・・・表示する申請の申請者が所属する部門を選択します。 

・就業グループ・・表示する申請の申請者が設定している就業グループを選択します。 

① 

② 

③ 
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・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを検索結果に含む場合は☑にします。 

 

「検索」ボタンを押すと一覧が下部に表示されます。 

 

② 検索結果一覧 

・対象日付・・・・ 申請の申請対象日が表示されます。 

・申請区分・・・・ 申請の申請区分が表示されます。 

・申請者氏名・・・ 申請を行った申請者の名称が表示されます。 

・承認状態・・・・ 申請の現在の状態が表示されます。色が白くなっている物が 

   現在の状態となります。 

   また、管理者はクリックする事で申請状態を変更できます。 

※申請のステータスは申請対象月の締日を過ぎると変更する事が出来なくなります。 

(例)締日が 20 日の場合 

申請対象日が 12 月１日の場合、承認・否認のステータス変更は 12 月２０までに行う 

必要があります。 

 

③ 登録ボタン 

   登録ボタンを押すと申請登録確認画面が表示されます。【図 4.11.1-2】 



 

112 

 

「確定」ボタンを押すと登録を実行します。「戻る」ボタンを押すと登録をせずに 

元の画面に戻ります。 

 

  

【図 4.10.1-2】申請登録確認画面 

4.11 その他 機能 

●機能概要 

本システムで登録した勤怠データのエクスポートと他のシステムにて作成した 

ユーザのデータをインポートする事やデータベースのバックアップ、復元が行えます。 

4.11.1 打刻データ出力 

●各部機能の説明 
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【図 4.11.1-1】打刻データ出力画面 

◆打刻データのエクスポートを行います。出力されるデータ形式は利用の給与ソフトに 

より変化します。（購入申込み時決定した物となります。） 

① 出力条件 

・勤怠月・・・・・コンボボックスより表示したい年月を選択します。 

・部門・・・・・・対象とする部門を選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべての部門を表示する場合は「すべて」を選択します。 

・就業グループ・・対象とする就業クループを選択する事で絞り込みが行えます。 

     すべてのグループを表示する場合は「すべて」を選択します。 

・削除ユーザ表示・削除済みのユーザを出力データに含む場合は☑にします。 

「検索」ボタンを押すとブラウザのファイルダウンロードダイアログが 

①  
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表示されるのでダウンロードを行います。 

 

 

【図 4.11.1-2】ダウンロードダイアログ（IE の場合） 

ダウンロードしたデータを給料王などの給与ソフトからインポートを行い 

データ取り込みを行ってください。 

 

※給与ソフトのインポート方法については給与ソフトのマニュアルを参照して下さい。 
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4.11.2 社員情報取込み 

●各部機能の説明 

 

【図 4.11.2-1】社員情報取込み画面 

 

◆本システムに他システムのユーザデータをインポートする事ができます。 

① 取込みファイルの選択 

「ファイルを選択」ボタン（IE の場合は「参照」ボタン）を押すとファイル選択 

を行うダイアログが開くので取込み対象ファイルを選択します。 

 

 

② 

① 

③ 
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【図 4.11.2-2】ファイル選択ダイアログ画面（IE の場合） 

② 「１行目を取込み対象としない」 

   取り込むデータの一行目にヘッダ項目名等が入っている場合はこの項目を☑に 

   する事で 1 行目をデータとして取り込まずに処理を実行します。 

③ 「社員番号が同じユーザ情報を上書きする」 

   取り込むデータに既に SmartManagerVA の社員一覧に存在する社員コードと 

同一のデータがあった場合にこのデータを上書きして登録する場合は☑にします。 

チェックをはずした場合は社員コードの同一データがあった場合にこのデータを 

取込み対象外として処理を実行します。 

④ 取込みの実行 

「取込み実行」ボタンを押すとデータの取り込みが開始されます。 
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○インポートするファイルの形式について 

インポートする社員データのレイアウトは下記に示す内容にてＣＳＶファイルを生成して

下さい。 

№ 項目名 データ型 最大データ長 備考 

1 社員コード 半角英数字 20 
 

2 氏名 制限なし 100 ※全角文字の場合は 50 文字まで 

3 フリガナ 制限なし 50 
※半角カナのみ。全角カナが入っていた場合

は自動的に半角に変換されます。 

4 就業グループ 制限なし 100 

SmartManagerVA に登録されている就業グル

ープ名同一名称になるように設定する 

完全に同一名称を指定する事で登録済みの 

就業グループと自動で紐付きが行われます。 

※全角文字の場合は 50 文字まで 

5 メールアドレス 半角英数字 255  

6 電話番号 半角数字 20 -（ハイフン）なし（例：0357987860） 

7 所属 制限なし 200 ※全角文字の場合は 100 文字まで 

 

※１ インポートしたユーザの初期パスワードはすべて「99999999」となります。 

必ず一度ログインを行いパスワードを変更するように利用ユーザに指示を行って 

下さい。 

 

※２ インポートしたユーザは全て一般ユーザ権限でインポートされます。 

ユーザに管理者権限を持たせる場合はシステム管理者「admin」にてログインして 

権限の変更を行うようにして下さい。 
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・入力データの例 

 

【図 4.11.2-3】インポートデータサンプル（excel 参照の場合） 

 

【図 4.11.2-4】インポートデータサンプル（テキストエディタ参照の場合） 
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取込み時にエラーが出た場合は以下の内容を元に確認をしてみてください。 

エラー内容は画面下部に表示されます。 

取込み失敗一覧には取込みに失敗したデータの行数と項目名及び失敗の原因が一覧 

表示されます。 

 

【図 4.11.2-5】 

 

エラー内容リスト 

エラーメッセージ 対応内容 

ファイルサイズが大きすぎます 取込みファイルのサイズが 512KB 以下として下さい 

txt 形式または csv 形式のファイルを設定してください テキストファイルのみ取込み可能です。 

（拡張子 csv または txt） 

半角英数字で 20 文字以内に設定してください 項目の内容を半角英数で 20 文字以内となるようにし

てください 

最大 100 文字以内に設定してください 項目の内容を 100 文字以内としてください 

半角英数字で設定してください 項目の内容を半角英数としてください 

最大 200 文字以内に設定してください 項目の内容を 200 文字以内としてください 

 

 

 

 



 

120 

 

4.11.3 バックアップ 

●各部機能の説明 

 

【図 4.11.3-1】バックアップ画面 

 

◆本システムにて使用しているデータベース内のデータをバックアップする事ができます。 

①バックアップ実行ボタン 

「実行」ボタンを押すとダウンロードが行えます。 

IE を利用の場合は「ファイルのダウンロード」ダイアログが開くので 

「保存」をクリックし「名前を付けて保存」ダイアログからバックアップファイルの 

保存先を指定し「保存」をクリックし保存します。 

※バックアップのデフォルトファイル名は[年月日＿時分秒.zip]となります。 

①  
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【図 4.11.3-2】ファイルのダウンロードダイアログ（IE の場合） 

 

【図 4.11.3-3】名前を付けて保存ダイアログ（IE の場合） 
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4.11.4 リストア 

●各部機能の説明 

 

【図 4.11.4-1】リストア画面 

 

◆本システムのバックアップ機能にて保存した dump ファイルをデータベースに 

復元（リストア）する事ができます。 

① 復元ファイルの選択 

「ファイルを選択」ボタン（IE の場合は「参照」ボタン）を押すとファイル選択 

を行うダイアログが開くので、復元する dump ファイルを選択します。 

 

②  

①  
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【図 4.11.4-2】ファイル選択ダイアログ画面 

② リストアの実行 

「実行」ボタンを押すとデータベースのリストアか実行されます。 

【※１】この時、現在のデータベース内のデータは全てバックアップデータ 

で上書きされます。実行には十分ご注意ください。 

【※２】リストア実行後は SmartmanagerVA アプリ側の設定より 

「データ更新」（3.5 設定画面 ⑧データ更新を参照）を必ず 

実行して下さい。 
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