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●「IC カードタイムレコーダー」とは●               

 

 

「IC カードタイムレコーダー」は、 

 

紙のタイムカードの代わりに IC カードを 

 

使用する、パソコン用タイムレコーダー 

 

ソフトウェアです。 

 

 

●「給与オプション」とは●                     

 

給与オプションは、「タイムレコーダー」の 

有料オプションサービスです。 

給与オプションのご利用には、給与オプション対

応「タイムレコーダー」が必要です。 

 

給与オプションをご利用いただく事で、 

「タイムレコーダー」で打刻・集計を行った 

データを用いて、「タイムレコーダー」内で 

給与計算が行えるようになります。 

※給与計算の初期設定が必要です。 

 

 

給与オプション使用時は、ＰＣが 

インターネットへ常時接続されている 

必要があります。 

 

「IC カードタイムレコーダー NET 版」の 

場合、集計拠点 PC１台でのみ、給与オプ 

ションをご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

「タイムレコーダー」をインターネットに接続しないで使用できますか？⇒20 ページ 

給与オプションには必ず加入しなければならないのですか？⇒20 ページ 
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●大まかなご利用の流れ●                   

 

お手持ちのパソコンに「IC カードタイムレコーダー」をインストールし、対応リーダー

「PaSoRi(パソリ)」と USB で接続します。※1 

 

【シフトパターン登録】、【シフト登録】などの初期設定を行ったら、打刻を行います。 

 

給与オプションをご利用いただく場合              

 

給与オプション(年額別料金)サービスをご利用いただく場合は、 

打刻データの修正後、タイムレコーダーソフトウェア内で給与計算、明細書の出力が 

行えます。(給与計算の初期設定が必要です。) 

 

給与オプションは、給与(賞与)計算、年末調整計算、源泉徴収票の出力などにも対応して

います。 

タイムレコーダーソフトウェアだけで、打刻から給与計算まで一括管理が可能です！ 
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給与オプションをご利用いただかない場合            

 

給与オプションサービスをご利用いただかない場合は、 

打刻データの修正後、集計データを CSV 形式のファイルとして出力します。 

出力したファイルをお手持ちの他社給与計算ソフトで取り込み、給与計算作業を行います。

※2 

 

 

※1 パソコン、IC カード、IC カードリーダーは別売です。弊社商品には含まれません。 

※2 CSV 形式でのファイルの取り込みに対応した給与計算ソフトウェアをお使い下さい。 
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●「タイムレコーダー」ご利用の為に、ご用意いただくもの●    

 

「IC カードタイムレコーダー」、はパソコン用ソフトウェアです。 

パソコン本体や IC カード、対応リーダーは含まれません。別途、ご用意下さい。 

 

 

①お手持ちのパソコン 

 

｢IC カードタイムレコーダー｣をご利用いただく 

台数分のパソコンを、ご用意下さい。 

2 部署で打刻、1部署で集計を行う場合は、 

3 台のパソコンが必要になります。 

 
 
【動作環境】 
●対応ＯＳ(全て日本語版のみ) 
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 /11 (32bit 版 / 64bit 版(SP1 以上)) 
 
※Internet Explorer 6.0 SP1 以上がインストールされた環境が必要です。最新の SP をあててご利用下さい。 
※Windows8.1 では、入力時の IME 制御が一部制限される場合があります。 
  
●対応機種 Pentium Ⅲ 1GHz 以上の CPU 搭載機種を推奨   
●必要メモリ 1GB 以上   
●ハードディスク 2GB 以上の空き容量   
●画面解像度 1024×768 ピクセル以上 
  
●ご注意 
本製品を使用する場合、以下のユーザーアカウントで実行する必要があります。 
◆Windows 7 / 8.1/10/11 の場合 「コンピュータの管理者」 
 

 

 

 

 

 

②非接触 IC カードリーダー「PaSoRi(パソリ)」 

 株式会社 SONYの ICカードリーダー「PaSoRi(パソリ)」 

●「RC-S380」(Windows XP/Vista/7/8/10 対応) 

●「RC-S300」(Windows8.1/10/11 対応) 

 

参考価格：2,500 円／１台 

 

上記以外の IC カードリーダーはご利用いただけません。 

 

※弊社ホームページにて、販売ショップのご紹介をしております。 
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③Felica 対応 IC カード 

 株式会社 SONY の IC カード規格「Felica(フェリカ)」

に対応する IC カード。 

紙のタイムカードの代わりに使用します。 

 

Felica 以外の IC カードは、ご利用いただけません。 

 

 

 

【Felica 対応 IC カードの代表例】 
 

■交通系 IC カード(乗車カード) 

Suica、 PASMO、 ICOCA、 TOICA、 SUGOCA、 Kitaca、 nimoca、 PiTaPa などの、 

公共交通機関による IC カードです。 

普段から通勤に使用している IC カードで、出退勤の打刻を行うことができます。 

 

 

 

■Felica 対応プリペイド型電子マネー 

Edy (エディ)、nanaco (ナナコ)、WAON (ワオン)、でも打刻できます。 

 

 

■Felica 対応携帯電話 

Felica 対応携帯電話のご購入は、各携帯電話会社にお問い合わせ下さい。 

 

■Felica Lite (フェリカライト)／Felica Lite-S（フェリカライトエス） 

上記 IC カードをお持ちでない場合は、Felica Lite をご利用下さい。 

 

参考価格：330 円／１枚 

※FelicaLite(Lite-s)のご購入先は、弊社ホームページにてご紹介しております。 
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●「給与オプション」ご利用の為に、ご用意いただくもの●    

 

給与オプションは、「タイムレコーダー」の有料オプションサービスです。 

給与オプションのご利用には、給与オプションに対応した「タイムレコーダー」が 

必要となります。 

 

【給与オプション対応タイムレコーダー】                

 

・IC カードタイムレコーダー スタンドアロン版 

・IC カードタイムレコーダー ＬＡＮ版 

・IC カードタイムレコーダー ＮＥＴ版 ※集計拠点 PC１台のみ対応 

 

・「指静脈認証タイムレコーダー ＬＡＮ版」 
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IC カードで簡単打刻！もう紙のタイムカードは不要です！ 

「出勤」、「退勤」などのモードを選んで、「PaSoRi」に IC カードをかざすだけの簡単打刻！ 

「外出」～「戻り」は、３回まで打刻可能です。(タイムレコーダー) 

 
※モード切替は、自動切替も可能です。「切替設定」ボタンまたは「自動切替設定」ボタンから設定します。 

※初期設定のひとつとして、IC カードの登録が必要です。 

※パソコンが起動されていない状態やスリープ状態、または打刻画面を起動しない状態では、打刻は行えません。 

※他のソフトウェアは全て終了してご利用下さい。 

 

 

0 時(24 時)をまたいだ徹夜勤務も、打刻可能！ 

出勤と退勤の間に 0時をまたいだ場合、出勤を行った日の退勤として扱う事ができます。 

                          (タイムレコーダー) 
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複雑な勤務形態でも！打刻データは自動で集計されます！ 

遅刻や早退、実働、残業時間などの手間の 

かかる集計作業を自動で行います。 

 

※必ず、初期設定が必要です。 

(タイムレコーダー) 

 

 

 

 

 

詳細な丸め処理設定が可能です！ 

08：00 始業、08：10 出勤の時に、丸め設定が 30 分 

切捨てなら、08：30 出勤として集計されるなど、 

詳細な丸め処理設定が行えます。 

                 (タイムレコーダー) 

 

 

 

 

セキュリティ機能も搭載！ 

管理画面にログインするための社員ごとのパスワー 

ド設定や、社員ごとに、使用できる機能を制限する 

管理者権限機能を搭載しました。 

                 (タイムレコーダー) 
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勤怠データは、印刷や CSV 形式のファイルで出力可能 

出力・印刷項目は自由に設定できます。 

「弥生給与」「PCA 給与」に対応した CSV 形式の 

ファイルも出力できます。 

※「弥生給与 11～」、「PCA 給与 X」対応 

               (タイムレコーダー) 

 

 

 

 

給与オプション(別料金年額)で、給与計算まで一括！ 

 

給与オプションをご利用いただく事で、 

「タイムレコーダー」ソフトウェア内で給与

計算や給与明細の発行を行う事ができます。 

 

打刻・集計後、すぐに給与計算、明細出力が

行えます。 

※事前に給与計算の初期設定が必要です。 

 

給与オプションをご利用いただく場合は、

「タイムレコーダー」を使用するパソコンが

インターネットに接続されている必要があ

ります。 

 

ＮＥＴ版の場合、給与オプションをご利用い

ただく事ができるのは集計拠点 PC１台のみ

となります。(給与オプション) 
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複数の支払日を管理可能。社員ごとに支払日が異なっても大丈夫！  

社員によって給与の支払日が異なる場合でも、支払日ごとに給与計算が行えます。 

また、１人の社員に対し、最大３つまで支払日を設定できます。(給与オプション) 

 

 

 

 

 

 

 

※当月払い、翌月払いに対応。(翌々月払いは非対応です。) 

※日払いには非対応です。 

 

 

明細書、源泉徴収票、源泉徴収簿、金種表などの出力が可能！ 

給与(賞与)明細書をはじめ、源泉徴収

票や給与支払報告書(総括表)、源泉徴

収簿、金種表や離職票、の出力が可能

です。(給与オプション) 

 

※離職票を 3 枚つづりの複写式の専用用紙

に印刷する為には、ドットインパクトプリ

ンターが必要です。 

 

 

年末調整が行えます！ 

 

年末調整計算も行えます。 

 

給与オプションで計算を行った毎月の給与 

(賞与)データを読み込む事で、年末調整にかか

る時間コストを大幅に削減できます。 

(給与オプション) 
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納付書、法定調書合計表の記入を補助します！ 

給与(賞与)計算データや年末調整計算データを

元にした、所得税徴収高計算書(納付書)、法定

調書合計表の記入を補助します。 

 

各画面内に表示される集計結果を、提出用紙に

書き写してご利用いただく事ができます。 

(給与オプション) 

 

※所得税徴収高計算書(納付書)は、「納期の特例」の適用を受けている場合の様式に対応しています。 

   「納期の特例」の適用を受けていない場合の様式には対応しておりません。 

 

 

 

最新の銀行マスタ、自治体マスタを利用可能！ 

 

最新の「銀行マスタ」、「自治体マスタ」を 

ご利用いただけます。 

(給与オプション) 

 

 

 

 

 

マイナンバー(個人番号)管理機能を搭載  

 

2015 年 10 月から導入開始されるマイナンバー(個人番

号)制度に基づくマイナンバーの管理機能を搭載しまし

た。※スタンドアロン版、NET 版のみ 
「マイナンバー法」並びに「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド
ライン」に基づき、法律・法令に沿った適切な管理、安全措置を施してご
利用下さい。 

 (給与オプション) 
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●「タイムレコーダー」導入のメリット●            

 

 圧倒的なコストパフォーマンス！時間と人件費の大幅な削減が可能です 

 

 

 

※1スタンドアロン版及び LAN 版の場合。パソコン、IC カード、対応リーダー「PaSoRi」は別売です。 

※2Felica 対応 IC カードのみ利用可能です。※3初期設定が必要です。 
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●「給与オプション」導入のメリット●             

 

「タイムレコーダー」で打刻を行った後、ボタンひとつで給与計算が行えます。 

面倒な CSV ファイルの出力や取り込みを行う必要がなくなります。 

 

 

 

 

 ※給与計算の初期設定が必要です。 
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●給与オプション対応タイムレコーダー●            

 

スタンドアロン版 
ダウンロード版 1 ライセンス  9,900 円(税込) 

パッケージ版  1 ライセンス  9,900 円＋ﾊﾟｯｹｰｼﾞ代

(税込) 

基本機能のみを備えたリーズナブルな商品 

打刻・集計・管理業務など全ての作業を 

1 台のパソコンのみで行います。 

１ライセンスのご購入で、パソコン１台 

で製品版登録が行えます。 

※パッケージ代は、弊社ホームページでご確認ください。 

 

ＬＡＮ版 
ダウンロード版 1 ライセンス  19,800 円(税込) 

パッケージ版  1ライセンス  19,800円＋ﾊﾟｯｹｰｼﾞ代

（税込） 

実務に役立つ機能を搭載した実用的な商品 

スタンドアロン版の基本機能に加えて、 

実際の業務に役立つ複数の機能を追加。 

 

社内ＬＡＮ環境、打刻データの統合に対応。 

１ライセンスのご購入でパソコン５台まで製品版登録が行えます。 

※パッケージ代は、弊社ホームページでご確認ください。 

 

ＮＥＴ版 
ダウンロード版 1 ライセンス  月額 3,300 円(税込) 

初期導入費   １ライセンス     11,000 円(税込) 

遠隔地のデータをリアルタイムに一括管理 

インターネットを介したデータ一括管理対応。 

リーズナブルな価格でスタートできる 

月額サービスです。 

１ライセンスのご契約で、集計を行うパソコン 

(集計拠点)を含め、パソコン５台まで製品版登録が行えます。 

給与オプションは集計拠点 PC１台のみでご利用頂けます。 
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●給与オプション●                      

 

給与オプション 
初年度      １ライセンス  年額 19,800 円(税込) 

2 年目以降    １ライセンス   年額 11,000 円(税込) 

タイムレコーダーで給与計算が行えるオプションサービス 

タイムレコーダー内で給与(賞与)計算、明細出力、 

年末調整などを行う事ができる「タイムレコーダー」 

の有料オプションサービスです。 

 

１ライセンスのご購入で、パソコン１台 

でライセンス登録が行えます。 

 

※データベースの共有などによってＬＡＮ版を複数台のパソコンで使用している場合、 

給与オプションを使用するパソコン台数と同数の給与オプションライセンスが必要です。 

※ＮＥＴ版では、集計拠点 PC１台でのみ給与オプションをご利用いただく事ができます。 
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●「IC カードタイムレコーダー」機能一覧●           

※ＮＥＴ版は、順次給与オプション対応予定です。 

 

 スタンドアロン版 ＬＡＮ版 ＮＥＴ版 

使用できるパソコン台数※1 １台 ５台 ５台※2 

社員登録可能人数 無制限 無制限 無制限 

タッチパネル対応 ○ ○ ○ 

データ保存期間 無期限 無期限 無期限 

打刻と集計を別々の場所で行う × ○ ○ 

管理者権限機能(セキュリティ機能) ○ ○ ○ 

登録可能カード枚数(1 人あたり) 複数枚 複数枚 複数枚 

外出～戻りの回数 ３回 ３回 ３回 

自動集計※3 ○ ○ ○ 

徹夜勤務 ○ ○ ○ 

シフト時間調整 × ○ ○ 

端末間データ連携プログラム × ○ × 

丸め処理 ○ ○ ○ 

休業日設定 ○ ○ ○ 

タイムカード修正箇所・履歴 × ○ ○ 

社内 LAN 対応 × ○ × 

インターネットを介したデータ管理 × × ○ 

勤怠データ出力(csv 形式) ○ ○ ○ 

勤怠データ印刷 ○ ○ ○ 

有休残日数 ○ ○ ○ 

打刻漏れ一覧 ○ ○ ○ 

打刻画面での打刻履歴確認 × ○ ○ 

誤打刻・有休などの申請機能 × × ○ 

勤怠データ確認 ○ ○ ○ 

スケジュール機能 × ○ ○ 

労働予定時間 ○ ○ ○ 

超過勤務一覧 ○ ○ ○ 

給与オプション対応 ○ ○ ○ 

マイナンバー管理機能 ○ ○ ○ 

 
※1 1 ライセンスあたりの使用可能台数  ※2 集計拠点(集計を行うパソコン)を含む 
※3 初期設定が必要です。 
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●「IC カード タイムレコーダー」／給与オプション 動作環境●     

 

【対応 OS】(全て日本語版)  
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 (32bit 版/ 64bit 版(SP1 以上) 
※Internet Explorer 6.0 SP1 以上がインストールされた環境が必要です。※最新の SP をあててご利用下さい。 

※Windows8.1 では、入力時の IME 制御が一部制限される場合があります。 

 

【対応機種】 
Pentium Ⅲ 1GHz 以上の CPU 搭載機種を推奨   
 
【必要メモリ】 
1GB 以上   
 
【ハードディスク】 
2GB 以上の空き容量 
 
【画面解像度】 
1024×768 ピクセル以上   
 
【国外利用について】 
日本国外ではご利用いただけません。日本国内でご利用下さい。 
 
【表示文字サイズについて】 
「表示文字サイズ」は既定サイズでご利用下さい。 
 
【その他】 
Windows と Android の二重システムタブレット PC については、弊社では動作確認を行っており
ません。(動作保障外となります。) 
 
【使用上のご注意】   
本製品を使用する場合、以下のユーザアカウントで実行する必要があります。   

コンピュータの管理者   
 
【セキュリティソフトについて】 
弊社ソフトウェアを、下記セキュリティソフトと同一の PC で使用した場合に、 
弊社ソフトウェアの正常な動作が行えなくなる例が確認されております。 
下記セキュリティソフトウェアは、弊社ソフトウェアと同一の PC でご利用いただかないようお
願いいたします。 
 
・ウイルスセキュリティ シリーズ(ソースネクスト社) 
 ウイルスセキュリティ 
 ウイルスセキュリティ ZERO 
 スーパーセキュリティ ZERO  など 
 
【LAN 版のデータベース共有機能(DB 接続設定)のご利用について】 
 通信回線の速度、帯域や安定性によっては、正常な動作が行えない場合があります。 
データベースの共有(【DB 接続設定】)を行う場合は、必ず、無料体験版で十分な動作検証を 
行った上で、ご購入下さい。 
 
また、データベースの共有(【DB 接続設定】)を行う場合は、常設パソコン 10 台以内で行って 
下さい。 
 
【VPN 環境、無線 LAN 環境でのご利用について】 
VPN 環境、または、無線 LAN 環境でのご利用は、通信回線の速度、帯域や安定性によっては、 
正常な動作が行えない場合があるため、推奨いたしておりません。 
 
【マイナンバー(個人番号)管理機能について】 
「マイナンバー法」並びに「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づき、法律・法令に沿った適切

な管理、安全措置を施してご利用下さい。 
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●よくあるご質問●                      

 

1 ライセンス購入して、2台以上のパソコンで製品版登録をする事はできますか？ 

【回答】できません。 

スタンドアロン版、及び、給与オプションは、1ライセンスご購入につき１つの 

ユーザー登録キーをお送りします。 

ユーザー登録キー１つにつき、１台のパソコンで製品版登録が可能です。 

1 度製品版登録したユーザー登録キーは、他のパソコンでは製品版登録できません。 

 

 

 

1 度製品版登録をしたユーザー登録キーは、他のパソコンでは製品版登録できないと 

いう事ですが、製品版登録をしたパソコンの調子が悪くなったなどの理由で、別のパソ

コンで製品版を使用したい時はどうしたらいいのですか？ 

【回答】製品版登録に使用したユーザー登録キーを、もう一度製品版登録に使用する為に

は、製品版登録済みのパソコンの集計用メニュー内「キー解除」ボタンから、 

キー解除を行って下さい。 

ＯＳ再インストールやシステムの復元を行う場合、ハードディスクを入れ替える

場合なども、予めキー解除を行って下さい。ユーザー登録キーが解除できなくなり 

ます。         ⇒【もっと詳しく】集計用メニュー内「かんたんマニュアル」 

 

 

 

 

IC カードタイムレコーダーＮＥＴ版を使用しています。 

給与オプションを複数ライセンス購入し、複数台のパソコンで給与計算を行う事は 

できますか？ 

【回答】できません。 

ＮＥＴ版で給与オプションをご利用いただく事ができるのは、集計拠点ＰＣ 

(１台)のみとなっております。 
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使い方が分からないので、電話で質問したいのですが･･･ 

【回答】大変申し訳ございませんが、サポートはメールのみの対応とさせていただいてお

ります。 

集計用メニュー内【お問い合わせ】画面、又はメールにて、お問い合わせ下さい。 

 

システムコア メールサポート：info@system110.sakura.ne.jp 

 

 

 

タイムレコーダーをインターネットに接続せずに使用したいのですが、可能ですか？ 

【回答】タイムレコーダーはインターネットに接続せずにご利用いただく事も可能です。 

インターネットに接続せずにご利用いただく場合でも、下記の操作を行う際は必

ずインターネットに接続して下さい。 

    ●製品版登録、及び、キー解除を行う時 

    ●マニュアルを閲覧する時 

    ●ソフトウェアのバージョンアップを行う時 

    ●給与オプションを使用する時 

 

 

 

給与オプションは、必ず利用しなければならないのですか？ 

【回答】給与オプションは、「タイムレコーダー」の有料オプションサービスです。 

給与オプションのご利用は必須ではありません。 

「タイムレコーダー」単体でご利用いただく場合、「タイムレコーダー」では給与

計算は行えません。 

集計データを CSV ファイルとして出力し、他社給与計算ソフトに取り込んでご利

用下さい。 
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