主な仕様
分類

工数管理

項目

仕様内容

表示項目

日報(勤務表)、週間勤務表、業務検索、業務集計

日報
(勤務表)

・入力項目：出勤時刻、退勤時刻、深夜勤務時間、工数内訳
(業務、工程毎の工数、摘要)、報告テキスト。
・新規入力時最新入力パターン自動展開(期間指定可)、高速
オープン。

業務集計

横軸項目：業務分類、取引先、業務、工程、部署、社員
縦軸項目：なし、工程、部署、社員、推移
(日次、月次、四半期、年度)
集計データ：実績工数、標準原価計算による実績原価

業務検索

動作環境
ハードウェア

インターネット回線。
パーソナルコンピュータ
（インターネット接続、推奨画面解像度：横1024ピクセル以上)

ソフトウェア

ＯＳ： Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8
Mac OS X ( 但し、「帳票作成」画面はご利用頂けません。)
ブラウザ： Microsoft Internet Explorer 8 / 9 / 10 / 11
Firefox, Google Chrome, Apple Safari
(「IE」以外のブラウザでは、「最新版」をご利用ください。)

帳票出力時のみ：
Microsoft Internet Explorer 8 / 9 / 10 / 11

表示項目：締め状態、出勤日、部署(コード、名称)、社員番
号、氏名、工程(コード、名称)、工数、摘要、成果数量、成
果単位
機能：条件検索、ＣＳＶ出力、一括変換(選択指定、検索結
果) ※一括変換：日報(勤務表)でした「業務、工程」の両方、または、

( Firefox, Google Chromeでは、
「IE Tab」をインストールすることでご利用頂けます。)

Microsoft Excel
IsideExchange (帳票作成画面の初回オープン時に自動的にインストールされます。)

いずれか一方を一括して変更

勤怠管理

労働制

固定労働時間制、フレックスタイム制、時給制

表示画面

日報(勤務表)、週間勤務表、月間勤務表(月次集計有り)、勤
務状況検索

印刷形式

勤務記録台帳（月間の各日数、時間集計。日毎の勤怠区分）
休暇台帳（各月の休暇取得日数。休暇日の履歴、振替日等）

時間管理

出勤時刻、退勤時刻、労働時間、残業時間、深夜勤務時間、
付与時間(有休など)、控除時間(私用外出など)

申請

出勤系：休出、振出
休暇系：有休、半休、代休、半代休、振休、欠勤、ユーザ定義休日
その他：残業、深夜勤務、遅刻、早退

勤務形態

始業終業時刻、休憩時間、コアタイム、休日コアタイム、所
定労働時間、決算月、週休曜日、半休代休出退勤時刻

その他

月次締め、日次/月次勤怠データＣＳＶ出力、有休日数残管
理、勤務カレンダー作成、自動起動勤務状況チェック及びメ
ッセージ送信(残業時間超過者注意、遅刻頻繁者注意、有休
取得勧告など)

グループウェア

関連マスタ

祝日、特別休暇・特別出勤、有休残日数、その他休日、勤務
形態、申請コメント、時刻変更理由、勤怠集計出力設定

機能

カレンダ、スケジュール、お知らせ、リンク集、業務アドバ
イス

スケジュール

項目：日付、開始終了時刻、種別、重要度、掲載(メモ、月
間ヘッダ、カレンダー)、内容、公開、完了確認(ToDo)設定
、リマインダー設定
リンク表示：勤怠区分、出退勤情報、申請アイコン

業務
(プロジェクト)

●主な項目：業務コード、業務略称、業務名、生産/非生産
区分、業務分類、取引先、ユーザ名、開始日、終了日、その
他各種日付、仕入金額、総予定工数、管轄部署(複数)、担当
者社員(複数)、備考、表示。●登録可能件数：制限なし。
●業務コード：１２桁数の英数字、ハイフン、アンダーバー
●業務名：全角２５文字。

主なデータ

工程
(作業内容)

社員

その他

●主な項目：工程コード、工程略称、工程名、作業単価1〜3
、業務分類、表示順、表示。●登録可能件数：制限なし。●
工程コード：１２桁数の英数字、ハイフン、アンダーバー。
●工程名：全角２０文字。
●主な項目：社員番号、姓、名、フリガナ、入社日、退社日
、ユーザID、性別、生年月日、郵便番号、住所、最寄駅、電
話番号、部署、職種、労働制、上司、代理人、作業単価1〜3
、基本給、手当合計、最終学歴、表示。●登録可能件数：契
約アカウント数まで。但し、退社済み、非表示に設定された
社員は除かれる。●社員番号：１０桁数の数字。
業務、工程、社員マスタのアップロード、ダウンロード。
アップロードでは、詳細なエラーチェック内容表示。

利用料金
初期費用 (初回のみ)

工数管理・勤怠管理
知的労務型企業、受注型製造業向け原価計算支援システム

52,500 円

※ ご契約後初回ご請求時に、「初期費用」をお支払い頂きます。
※ ご契約ユーザ数に関係なく、一律の金額です。

原価計算に必要な「工数」データを手間無く簡単に入力、集計できます。
同時に、残業時間などの給与計算に必要な勤怠集計データを出力します。

契約
単位

１名様単価
（税込）

統合モデル

5名

525 円/名

「設計、開発、コンサルタント」など知的労働に携わる企業では、原価の大半は作業時間(工数)による労務費です。こ

工数管理専用モデル

5名

315 円/名

れらの企業では、業績評価のため業務毎の「作業時間」を把握することがとても重要です。その方法として「ＥＲＰ（

10 名

105 円/名

Enterprise Resource Planning）パッケージ」の導入がありますが、
「導入費用が多額」
「システム化を担う要員がい

モデル

月額利用料（毎月）

グ ル ー プ ウ ェ ア 型 Ｗ Ｅ Ｂ ソ リ ュ ー シ ョ ン

スケジュール

※ 「月単位」でのご利用となります。
※ ユーザ数の追加・削減は、「契約単位」でとなります。
最小ユーザ数は、１契約単位です。最大ユーザ数の制限はございません。
(例. 統合モデル ５名様の場合、月額利用料＝2,625円)
※ ご提供システムでは、ご契約の「ユーザ数」まで、ユーザを登録できます。
但し、退社日の設定があるユーザは、利用ユーザ数から除外され、課金されません。
※ ご利用開始以降に、ご契約モデルを変更頂けます。
但し、変更先モデルに応じて、対応外の保存データは削除されます。ご了承下さい。

ない」等の理由で導入がむずかしく、システムの導入ができないことにより、手作業による原価計算となり、多大な
負担を強いられています。弊社では、ユーザのこうした問題を解決し、低コストで導入・運用可能なシステム「Iside
工数管理・勤怠管理」を開発し、SaaS・ASPサービスとして提供しています。
※導入最適業種：電子機器設計製造業、機械設計製造業、ソフトウェア業、デザイン・コンテンツ制作業、
教育コンサルティング業、調査研究開発型企業、受注型製造業、その他個別原価計算実施企業。

運用支援サービス
サービス名

単位

費用（税込）

−

無料

90分

31,500円

エンドユーザ向け出張セミナー※3

90分

31,500円

運用管理者向け出張セミナー※4

90分

31,500円

基本運用サポート ※1
出張操作指導

※2

※1は、サポートセンターによる基本的なサポートです。
設定方法、操作方法等のご質問をメール・電話で受付させて頂き、ご回答させて頂きます。
※2,3,4 は、「出張費」が別途必要になります。
※上記のサービスをご利用頂く場合は、正式契約が必要になります。
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サービ ス提供 中

V3の主な機能
 出勤時刻、退勤時刻、及び、
日報(業務・工程毎の工数(作業時間)など)の登録
 申請による勤怠、及び有休日数の管理
（休暇、休日出勤、遅刻早退、残業、深夜残業）。

●Isideの仕様、及び本資料の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

開発・提供

記載内容：2014年2月現在

 工数データ(原価計算)、勤怠データ(給与計算)の
エクスポート機能。
 リアルタイムに労務費、利益を把握できる業務集計。
 多機能なスケジュール機能
(ToDo、リマインダー、施設管理を含む)。
 管理を円滑にするための業務アドバイス、お知らせ。
 勤怠・工数データの検索表示、締め。
 工数データの業務・工程一括変換。
 各種マスタの編集登録。
 業務、工程、社員マスタのダウンロード、アップロード。

出退勤時のIsideへのアクセス

工数集計、原価計算

出勤時刻の登録

原価を集計、利益をリアルタイムにフォロー

出勤時にパソコンを起動し、Isideデータセンターへブラウ
ザソフトでログインします。その日の最初のログイン時刻を
出勤時刻として登録します。または、Felicaカードをかざし
たり、指静脈のスキャンで出勤登録を行うことも可能です。

Iside V3 の業務集計は、集計の縦軸と横軸の項目を数種類の中から選択して、それらの項目で集計結果を求めることができます。
横軸に 日次、月次、四半期、年度などの推移を設定することも可能です。
業務設定に「受注額、仕入額、予定工数」を設定し、社員、部署、工程に「単価」を設定しておけば、実績工数から即座に業務毎の「利益」を算出できます。

各自、
パソコンの起動

退勤時に作業時間(工数)の登録

スタートアップで
自動ログイン

ブラウザ

Felicaカード
をかざす

共用
パソコン

指静脈
スキャン

高速オープン
メイン画面の左上の
ボタンをクリッ
クして、
勤務表(日報)画面をオ
ープンし、その日の作
業内容の内訳を入力し
ます。
工数の登録で退勤時刻
も登録します。

勤務表(日報)の業務リストには、最近入力した業務、及び、新規登録さ
れた業務のみをロードし、画面オープン時間を短縮しています。必要に
応じて、 ボタンで業務を検索・追加できます。

業務リスト (呼出前)

業務リスト (呼出後)
リスト内に追加される。

業務検索 (2行目の業務を選択)

業務集計 (横軸:業務、縦軸:工程)

業務集計 (横軸:業務、縦軸:社員)

業務毎に工程を切換できる
業務によっては、工程内容が異なる場合があります。
業務分類(業務カテゴリ)毎に入力できる工程を予め設定しておくと、
勤務表入力画面の業務リストによる業務の切換で、工程リストの内容を
変更することができます。
勤務表(日報)入力

勤務表(日報)を素早く入力できる
新規オープンの際は、過去の入力データより、数週間内に入力した業
務・工程のパターンを自動で展開します。ほとんどの場合、そのまま
工数のみを入力すれば明細データが完成します。
1行目の「工程リスト」の内容と、2行目の内容とが異なっています。
業務集計 (横軸:業務、縦軸:月次、金額出力)

業務集計 (横軸:業務、縦軸:部署、金額出力)

給与ソフトに勤怠データを渡す
勤怠・工数データの入力チェック、CSV出力

各種の給与ソフトに対応
運用管理者は、毎月
給与計算のタイミン
グで各社員の入力デ
ータをチェックし、
エラーがなければ、
給与ソフト用のＣＳ
Ｖファイルをダウン
ロードし、給与ソフ
トに勤怠データを読
み込ませることがで
きます。

給与ソフト用に出力するCSVファイルの各項目を予め勤怠
集計項目設定により定義することができます。
給与ソフトが要求する必要項目のみを指定の順序で出力で
きます。

グループウェア機能
多機能なスケジュール
スケジュール種別

勤怠区分

出退勤時刻

新規作成ボタン

各自、自由なテキストを使用。
スケジュールの内容を簡潔に
整理できます。

重要度による色分け
3段階の重要度(普通、重要、
最重要)により色分けして表
示します。

完了確認(ToDo)
完了確認を付けることができます。
未完の場合は、翌日、翌週へ自動的
に移動させることもでき、完了する
まで確実にフォローできます。

公開レベル

勤怠区分、出退勤時刻、申請アイコンをスケジュ
ール内に表示。有休などの休暇申請の状況が一目
で把握できます。
表示形式を「１日」にして、全員のスケジュール
を表示すると、当日の出勤ボード&行き先掲示板に
早変わりします。

他人に見せたくないスケジュ
ールは「非公開」にできます。

表示形式(1日、3日、1週)を素早く変更

給与ソフト用
CSVファイル

勤怠情報を表示。行き先ボードに応用。

申請アイコン

重要なスケジュールは、月間ヘッダ、メモに登録

スケジュール画面の右上のタブで、表示形式を簡単に変更できます。
変更は記憶され、
次回オープン時に反映します。

給与ソフト

「メモ」は、日付と関
係なくつねに表示。
「月間ヘッダ」は、日
々のスケジュールとは
別に表示。表示列、表
示月数の設定は保存さ
れ、次回も同様の形式
で表示されます。

スケジュールの共有

勤務集計(締め)

指定部署、又は全社のメンバのスケジュールを同時に表示できます。
勤怠集計出力設定

入力エラー通知ボタン
各社員のデータ入力に
不十分なところがあれ
ば本人及びその上司の
業務アドバイスにメッ
セージを表示させます。

控除時間(私用外出、移動時間)を集計可能
非生産業務設定、工程設定に「勤怠集計」を指定すると、
勤務表入力でその業務、又は工程に入力した工数を給与
ソフト用CSVファイルに集計出力できます。
さらに控除を指定すれば、労働時間から控除することも
可能です。

業務集計エラー詳細
非生産業務設定、工程設定の勤怠属性

リマインダー機能で、ルーチンワークもしっかり実行

施設管理に応用
会議室、社有車をグループ
として登録しておけば、
グループのスケジュールを
施設管理に応用できます。

リマインダーとして保存すると、
そのスケジュールを「毎日、毎週
、毎月、指定日」ごとに自動生成
できます。「完了確認(ToDo)」を
付けておけば、完了するまで表示
し続けます。これで、月次の業務
も忘れずにしっかり実行できます。

