
勤怠・労務管理システム「イングワークス」

格 安 シ ス テ ム 同 等 の コ ス ト で 、 大 手 企 業 導 入 シ ス テ ム 水 準 の 高 機 能 を 標 準 装 備 。

労務管理が、

経営の重大リスクに

なりえる時代。

■ 本社　〒110 -0016　東京都台東区台東 3 - 42 - 7  松田商事ビル 4F   ■  連絡先　TEL  03 - 3832 - 6841　FAX  03 - 3832 - 6844  

ご利用人数基本使用料（月額）導入費用

WEB 打刻 IC カード打刻 生体認証

システム利用＋労務アラートをご契約のお客様

※200 名以上の料金は営業担当にお問合せください。初期費用は貴社の就業規則の内容や設定内容により異なります。詳しくは営業担当にお問合せください。

イングワークスヘログ
インし、打刻画面で
打刻を行います。

イングワークスヘログ
インし、打刻画面で
打刻を行います。

専用打刻機に
ICカードをかざして
打刻を行います。

NFC対応端末に
ICカードをかざして
打刻を行います。

PCとICカードリーダー
を接続して

打刻を行います。

指紋認証で
打刻を行います。

顔認証で
打刻を行います。

打刻の種類は、PC・スマートフォンやタブレットを使用する「WEB 打刻」、タイムレコーダー・スマートフォンやタブレットを使用する「IC カード打刻」、指紋認証や顔認証などの「生体認証」

の大きく３つに分類されます。お客様が実現したい管理体制等により打刻方法を自由に選択頂けます。尚、打刻に用いる機種はお客様にご用意頂きますので、予めご了承ください。

また、IC カードでの打刻の場合は、通勤でお使いの交通系 IC カードもご利用頂けるため、新たにご用意頂く必要はありません。

メールにて相談を受付致します。
（相談内容により別途料金発生）社会保険労務士・無料相談サービス付！

初期費用

スマートフォン
タブレット

スマートフォン
タブレットPC タイムレコーダー パソリ＋PC 指紋認証 顔認証

ランニング費用

25名迄 4,000 円

システム利用料（月額）

1,000 円

50名迄 8,000 円 2,000 円
75名迄 12,000 円10,000 円

（税込11,000円）

（税込4,400円）

（税込8,800円）

（税込13,200円）

（税込17,600円）

（税込26,400円）

（税込35,200円）

（税込1,100円）

（税込2,200円）

（税込3,300円）

（税込4,400円）

（税込6,600円）

（税込8,800円）

（税込77,000円）

（税込77,000円）

（税込77,000円）

70,000 円～

70,000 円～

70,000 円～

3,000 円
100名迄 16,000 円 4,000 円

150名迄 24,000 円 6,000 円
200名迄 32,000 円 8,000 円

労務アラート利用料（月額）
※オプション

+

要件定義ヒアリング
パラメータ登録・設定

ユーザーレクチャー +
機器設定サポート・運用マニュアル作成サポート

各種カスタマイズ
※ご相談ください

画面一覧機能鳥瞰図

料金のご案内

打刻機について ※打刻機については、お客様にご用意頂きます。

詳細機能のご案内

■社員機能
Web 打刻
勤務表入力
勤務記録照会
被代理者選択
パスワード変更
社員操作マニュアル

■管理者機能
日別実績承認
月別実績承認
実績一覧承認
シフト作成
CSV取込
残業計画作成
残業計画・実績照会
月次実績照会
月次予定登録・照会
有給照会
日次勤務データ出力
月次勤務データ出力
管理者操作マニュアル

■人事機能
従業員マスター
部門マスター
承認ルート作成
被承認者指定
代理者指定
権限設定
所定設定
カレンダー
メール通知
メッセージ作成
締切処理
帳票印刷
会社マスター
役職マスター
従業員区分
基準期間
勤務体系設定
承認規則設定
勤怠設定ルール
勤休区分設定
出退勤区分設定
不就業区分設定

有給付与設定
位置情報データ照会
有給付与規則
代休・振休設定
その他有給設定
打刻設定
就業時刻設定
まるめ設定
勤務パターン登録
Flex 勤務パターン登録
従業員履歴一覧
CSV出力
打刻データ照会
バッチスケジュール設定
人事操作マニュアル

■オプション
モバイルオプション
－打刻
－休暇残照会
－申請・実績確定
－日次承認
－月次承認
NFCモバイル打刻
便利ツール
－時間管理
－ロームセキュリティ

■スケジュール
勤務表作成
有給付与
その他休暇付与
打刻データ取込・削除
CSV取込
（その他）

データ取込

・打刻データ・マスタデータ
・休暇データ・シフトデータ

・シフト計画
・勤務表作成
・残業計画
・有給付与
・所定時間

・シフト計画対比
・残業計画・実績対比
・月次承認情報：エラー警告
　36 協定 / 部下の実績統計
・勤務表印刷・照会
・工数グラフ

・通知機能：e-mail
・汎用機能：勤務表項目追加
　集計項目追加 / 集計計算式登録
・給与出力：計算機能 /CSV 出力
・2 次加工分析：CSV 出力

・各種給与システムと連携可能

・申請処理 : 残業 / 休暇 /
　振休代休 / 遅刻早退 / 中抜け
・承認処理：日次承認
　月次承認 / 実績承認　
・位置情報（mobile 機能要）

・申請処理・承認処理
・休暇残照会・ＷＥＢ打刻
・工数入力・GPS
・ Ｍobile 打刻器（ＳmartPunch）

給与システム

Ｍobile オプション

計画 実施

報告 集計

イングホールディングス株式会社［Ing  Ho l d i n g s  Co .  L t d .］

IC-card IC-card IC-card



勤怠・労務管理システム「イングワークス」

－これからの時代、労務管理が経営を救う－
勤怠管理に加え、労務アラート機能の活用で、

多くの労務リスクを回避できます。

労務管理を徹底せずに、労務リスクが顕在化した場合、
企業経営に与える影響は、想像するよりもはるかに大きいもの。
「まさか！」の場合に備える唯一の手段は、労務管理と初動の徹底なのです。 

実現の理由

なぜ？大手企業が導入する
勤怠管理システムと
同じ水準の高い機能を

超低価格で実現できたのか？

「イングワークス」は、多くの大手企業に導入済の

勤怠システムを開発したメーカーが提供する商品。

勤怠管理に特化した専門の開発チームが、

さまざまな大手企業の複雑な生のニーズを数多く反映し続け、

労務管理のプロ・社会保険労務士のアドバイスも受けながら開発した結果、

高い機能を始め、使い易さと満足度を兼ね備えたシステムが完成しました。

「イングワークス」は、このシステムを基に、

中小から大手企業まで利用できるようパッケージ化した商品なのです。

そのため、開発コストが低く、高い機能を標準装備していることはもちろん、

既に多くの複雑なケースへの対応が検証済のため、

安心してご利用頂けるシステムなのです。

格安システム同等のコストで、
大手企業導入システム水準の高機能を標準装備。

イングワークス導入で実現できることは、「コスト削減」やリスクを防止する「労務セキュリティー」など多種多彩。

実現できるのは、労務管理だけではありません。

「イングワークス」は多数の大手企業に導入済のシステムを基にパッケージ化されたため、機能の豊富さが違います。

豊富な機能の数々…他社の製品と比べてください。

低価格で導入し、機能が足りずに後にカスタマイズ費用がかさむ…高機能標準装備だから、そんなことはありません。

追加コストでのカスタマイズはほとんどの場合不要。

電卓で計算していたタイムカード。手動での計
算にはミスも付き物です。これが全て自動計算
されるため、手動計算の労力を別の仕事にシフ
トするこが可能。また、タイムカードの用意・
送付・保管にかかるコストもなくなります。

オプションの「労務アラート」を利用すれば、
適正でない勤怠を検知すると、労務アラートレ
ポートで従業員と管理者にお知らせ。長時間労
働などをタイムリーに把握し、修正を促すこと
で、未然に防止することができるのです。

全ての従業員、全ての拠点の勤怠をシステム上
で管理でき、過去のデータもさかのぼることが
できるため、突然の行政調査にも手間なく即時
対応することが可能。突然のリスクにも、しっ
かり対応することがきます。

労働基準法や各種保険の規定など、専門家でな
いとわからないことは数多くあります。イング
ワークスには、社会保険労務士に無料で簡単な
相談ができるサービスが付いているので、困っ
た時にアドバイスを受けることができます。

電卓計算不要でコスト削減 長時間労働などを未然に防止

突然の行政調査にも即対応 社会保険労務士との無料相談

計画

実施

集計

報告

●所定時間設定機能 ●シフト計画機能 ●勤務表作成機能 ●残業計画機能 ●有給付与機能

●各種打刻機能＊
（詳細下記参照下さい） （残業・休暇・遅刻早退等） （残業・休暇・遅刻早退等）

（各種給与ソフトと連携可能）（勤務・残業時間・有給消化等）

●各種打刻機能…様々な機種で打刻可能 /WEB打刻（PC・スマホ・タブレット）ICカード打刻（タイムレコーダー・スマホ・タブレット・ICカードリーダー）生体認証（指紋・顔認証）

　打刻機器はお客様にてご用意頂きます。ICカードでの打刻の場合はSUICA・PASMOでもご利用頂けます。各機種の販売会社のご紹介も承っております。

●上記の機能は一例です。他にも数多くの機能を標準で装備しています。詳しくは営業担当にお問合せください。

●各種申請機能●勤務状況確認 ●各種承認機能 ●位置情報機能

●各種集計機能 ●給与計算機能 ●給与ソフト連携
（勤務表・集計項目追加等）
●各種汎用機能 ●２次加工分析

●勤務表印刷・照会 ●各種計画対比機能 ●e-mail 通知機能 ●月次承認情報 ●CSVデータ出力

PC・スマホ
タブレット
《入力・操作対応》

黒部得善先生・推奨
社会保険労務士

お店のバイトはなぜ
１週間で辞めるのか？

他著書多数

高機能で 1ユーザー 260　　　　の低価格を実現 ＊ご利用人数 100 名の場合円/月額

よくあるこんなケースでも「イングワークス」なら、カスタマイズ開発の必要はありません。

ケース①

ケース②

ケース③

ケース④

ケース⑤

有休について、個別付与・一斉付与・比率付与など、
多種多様な付与ルールに対応して欲しい。

締め日について、月末締め・15 日締め・20 日締めなど
任意設定や複数種類を同時に存在させて欲しい。

休暇管理について、社員別に休暇の種類を設定したり、
代休振休の有効期間設定も設定したい。

届出申請メールを自動配信したり、
その他各種メール通知したい。

勤怠集計について、特種な就業規則に合わせて
計算式をカスタマイズ設定したい。

（シフト画面）

（勤務表画面）

（税込 286 円）


