
「MINAGINE就業管理」は株式会社ミナジンが提供するクラウド型勤怠管理システム
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MINAGINE就業管理の特徴

MINAGINEシリーズ累計導⼊実績 250社以上
同業、同規模の会社の中でもよりコンプライアンス意識の⾼い、

上場企業グループ会社、新興市場上場のIT企業、外資系企業様に多くご利⽤いただいています。
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MINAGINE就業管理は労務屋が作った勤怠管理システムです。
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MINAGINE就業管理の特徴

ミナジンは⽣粋の労務屋です。⻑年の⼈材派遣業を通じ多くの中堅中⼩企業において、労働関連法規が遵守されず、
また脱アナログが進まず“抜け漏れ”がなくならない状況を⽬の当たりにし、勤怠システムを開発。
サービス提供の中で、そもそもの制度構築やサポートを必要としている顧客が多くいると痛感し、

アウトソーシングサービス、⼈事制度・労務コンサルティングサービスへとサービスラインを拡張しました。

勤怠管理システム（2009年〜）

労務管理アウトソーシング（2010年〜）

⼈事制度/労務相談コンサル（2013年〜）

⼈事評価システム（2016年〜）

社労⼠向けサービス（2020年〜）
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PCログ
（Win/Mac）

取得
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MINAGINE就業管理の特徴

不正打刻防⽌
機能を実装

客観的打刻
の実現

多種多様な
就業ルールを
反映可能

労務屋だからこそ作れる機能を実装
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様々な種類の打刻⽅法の中から、貴社に合ったものを選択していただけます。
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機能 | MINAGINE就業管理とは

豊富な打刻の種類

PC・スマホ・タブレット ログオン／ログオフ Slack スマホアプリ

Webブラウザにて打刻。追加料⾦な
し。

PCのログインにて打刻。客観的な労
働時間の記録が可能。
Macも対応可。従業員の
不正を防⽌できる。

Slackコマンドにて打刻。Slackを導
⼊している場合、導⼊時
の社員負担が減る。

アプリにて打刻。外出先でも打刻可能。
GPSにて位置情報を
取得できる。

ピットタッチBiz ピットタッチPro

ICカードにて打刻。打刻が楽。
PC不要なので
場所を取らない。
打刻率が向上する。

ICカードにて打刻。打刻が楽。PC不
要なので場所を取らず
無線で使⽤可能。
タッチパネル付きで
わかりやすい。

Web打刻など

ICカード
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Windows/MacともにPCログを取得することが出来ます。
ログは打刻とみなしてシステムに表⽰することも、打刻とみなさずデータのみ保持することも可能です。
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機能 | MINAGINE就業管理とは

PCログの取得

差分時間打刻時間PCログ時刻
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客観的な労働時間管理
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機能 | MINAGINE就業管理とは

打刻の上書をさせないために、
「打刻」「申請（本⼈）」「承認（上⻑）」の時刻を別々に管理します。

これらを管理しておくことで、従業員意識の向上、労使トラブル対策にも繋がります。
「打刻」と「申請」時刻の乖離が⼤きいときはアラートを出すことも可能です。

打刻 申請 承認（上⻑）



© MINAGINE Co., Ltd.

⾃社の就業ルールに合わせて豊富な休暇設定が可能
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機能 | MINAGINE就業管理とは

⼊社⽇半年後ごと、会社の規定⽇ごとなど柔軟に付与ルールを設定することが可能です。
パートタイマー様向けに、⽐例付与も可能です。
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各種チェッカー機能を搭載
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機能 | MINAGINE就業管理とは

勤務実績 総勤務時間や残業時間、所定外、法定外の勤務もチェック可能

労働時間 ⽉ごとの推移や合計、平均も表⽰可能

勤務ステータス 誰がどのような勤務をしているのか⼀覧でチェック可能

残業時間 部署別や個⼈別に残業時間のチェックが可能

打刻申請差異 打刻をしている場合は打刻と承認、打刻をしていない場合は申請と承認の差異を表⽰

有休消化（※） 付与した有休の消化率を確認

36協定（※） 36協定に基づいた残業時間等を⼀覧で表⽰

（※）次ページで別途解説します。

様々なチェッカー機能を⽤意しており、個別に確認していただけます。
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残業の上限を超えそうな従業員を⼀覧でチェックすることができます。
CSV形式でファイルのエクスポートも可能です。※管理側、従業員側の双⽅から確認が可能です。
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機能 | MINAGINE就業管理とは

チェッカー（36協定）

36協定に基づいた法定外残業時間の表⽰（⽉・年）、36協定の限度時間を超過し特別条項を適⽤した回数の表⽰（⽉・年）、
残業時間上限規制に基づいた、法定休⽇も含む残業時間の表⽰、残業時間上限規制に基づいた、

残業時間の2ヶ⽉〜6ヶ⽉平均の表⽰といった機能があります。
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付与した有休の使⽤率を⼀覧でチェックすることができ、有休消化義務の遵守に役⽴てていただけます。
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機能 | MINAGINE就業管理とは

チェッカー（有休消化率）

消化率をチェック
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付与した有休の使⽤率を⼀覧でチェックすることができます。36協定にも対応しておりレポート化することも可能です。
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機能 | MINAGINE就業管理とは

アラート（メール）

未⼊⼒ 平⽇の出退勤時刻が未登録の場合

残業申請 残業しているのに残業申請がない場合

未承認 未承認の部下のタイムカードが残っている場合（上⻑⽤アラート）

残業超過※ ⽉の残業時間の合計が指定した時間を超過した場合
（36協定アラート）

休暇期限 有給・振休の有効期限が近い場合

メールアラートの種類

残業超過アラートの設定例

固定残業時間の半分 残業 20時間

固定残業時間 残業 40時間

36協定 残業 45時間

割増率50% 残業 60時間

過重労働レッドゾーン 残業 80時間
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MINAGINEグループは、株式会社ミナジン、社会保険労務⼠法⼈ミナジンの
2社体制にて⼈事・労務問題を総合的にサポートしております。
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サポート編 | MINAGINE就業管理とは

社労⼠が在籍しており包括的なサポートをご提供

⼈事の専⾨家が
特殊なケースも対応

設定された状態から
すぐに使⽤可能

担当者退職の場合の
サポートも

労務に関する知⾒を持っている専⾨
家が多数在籍しているためシステム
で解決できない特殊なケースなども
回答、ご提案をさせて頂きます。

システムは各社仕様に設定された状態で
納品させて頂きます。お客様側で１から
設定を⾏って頂く必要はありません。

ご担当者様が退職された場合なども、
設定をサポートしている弊社であれば
設定状況の確認や変更案内もスムーズ
です。

https://minagine.co.jp/
http://sr-minagine.jp/
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システムを活⽤にあたって労務・法律知識の豊富な
MINAGINE認定コンサルタント※ により、運⽤開始まで徹底的な導⼊サポートを⾏います。
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サポート編 <導⼊サポート>  |  MINAGINE就業管理とは

3か⽉間の導⼊サポートによる伴⾛

サポート内容の⼀覧

導⼊サポートスタート〜 本稼働スタート〜

導⼊⽀援 ヘルプデスク

• アカウントの発⾏
• 各種マスタの初回登録（部署、社員、役職等）
• ユーザー権限の設定
• 勤怠ルールの初回設定・調整
• 各種アラート通知の設定
• 申請ワークフローの設定
• 休暇の設定と初期データ移⾏
• 勤怠データ出⼒定義の作成・検証

各種システム初期設定

• 初期設定問合せ対応（メール、IP電話）
• 導⼊会議1〜2時間/回（オンラインで概ね4
〜6回）

• ・ユーザーマニュアルひな形提供（利⽤
権限ごとのマニュアル雛型をお渡しして
います）

• ・社員説明会同⾏2時間（1回）※

社員向け対応

※ 現地にご訪問し説明会同席またはミナジンで説
明会対応する場合は別途料⾦をいただきます。

問い合わせ対応

※MINAGINE認定コンサルタントとは
MINAGINE就業管理システムに関して弊社独⾃の基準を満たし、パートナーとして社労⼠資格を有するMINAGINE就業管理システムの導⼊に携わっている⽅々で
す。労務管理・法律に深い知⾒を持っているパートナーのため、実際の労務管理の現場で抱える課題を⾒据えた導⼊サポートを⾏っていきます。



© MINAGINE Co., Ltd.

本稼働開始後も専⽤のサポート窓⼝を⽤意しております。
訓練されたスタッフがお困りごとに対して個別にフォローいたします。
（⽉〜⾦／9時〜18時／電話、メール、システム内のチャット）
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サポート編 <ヘルプデスク> | MINAGINE就業管理とは

お困りごとへのサポート体制を整備

対応窓⼝⼀覧

電話 メール システム内のチャット

導⼊サポートスタート〜 本稼働スタート〜

導⼊⽀援 ヘルプデスク
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ご利⽤料⾦ | MINAGINE就業管理とは

初期費⽤ ⽉額利⽤料

※詳細はお気軽にお問い合わせください

10 万円（税抜）〜

初期設定代⾏料⾦については[P.18]をご確認ください。

9,800 円（税抜）〜

31名以上は⼈数に応じて⾦額が変動いたします。
詳細はお問い合わせください。

※お⾒積りはこちら

https://minagine.jp/topics/seminar/system-info-session/
https://go.minagine.jp/inquiry-all.html
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初期設定代⾏料⾦

100,000 円（税抜）

250,000 円（税抜）

500,000 円（税抜）

〜20名

21〜49名

50名〜

初期設定代⾏料⾦ | MINAGINE就業管理とは

※通常オンライン対応となっております。オフラインご希望の場合は、交通費＋出張費を請求させていただきます。



© MINAGINE Co., Ltd. 19

ご利⽤料⾦ <導⼊サポートプラン＞ | MINAGINE就業管理とは

導⼊スタートから本稼働スタートまで約3か⽉程度です。その間、複数回の打合せを通じて貴社に最適な就業設定をシステムに
反映していきます。

MINAGINE 就業管理システムのご紹介

▼導⼊⽀援スタート〜 ▼導⼊完了！本稼働スタート

ルール確認 初期設定 試験運⽤ 運⽤開始 完全移⾏

約1ヶ⽉間 約1ヶ⽉間 約1ヶ⽉間 約1ヶ⽉間

ヒヤリングシートをベー
スに御社の就業設定の洗
い出しをしていきます。

ヒヤリングした内容を
ベースにシステムへ反映
をさせていきます。

１ヶ⽉間の試験運⽤で問
題点を明らかにしていき
ます。

1ヶ⽉の試験運⽤の後、
導⼊完了。運⽤を開始し
ていきます。初⽉締め後
データの確認を⾏います。

ー
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MINAGINE就業管理とは | 導⼊事例

もともとは別の勤怠管理システムを使⽤されていましたが、テレワーク下にお
けるより客観的な労働時間管理の実現、またより寄り添ったサポートを求めて
ミナジンの勤怠管理システムを導⼊いただきました。

株式会社アストラカン⼤阪様

ü 別クラウド型勤怠管理システムからの乗り換え
ü テレワーク下でも「客観的な労働時間管理」を
⾏いたい

ü 従業員の約8割がMacを使⽤しているため、
WindowsとMac双⽅のログ取得が必須

ü 労務カンパニーゆえの寄り添ったサポートを
重視

ü フレックスの導⼊にも柔軟に対応

Webページでもっと詳しく⾒る

時代の流れとして、PCログ取得を⾏う会社がますます増えている。

https://minagine.jp/case/system/astrakhan-osaka/
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業務効率化の成果は、社員の時間管理意識向上とコンプライアンス遵守の徹底

21

MINAGINE就業管理とは | 導⼊事例

以前から36協定などコンプライアンスの遵守を徹底してきたという同社で
すが、勤怠管理を紙で⾏っていたため、申告内容と実態のずれを総務部で
把握しにくいという課題がありました。また、業務をデジタルで効率化し
たいという思いもあり、MINAGINE就業管理を導⼊していただきました。

株式会社郵便局物販サービス様

ü コンプライアンスをさらに強化するために勤怠
管理をシステム化

ü 低いコストで当社独⾃の課題を解決できる幅の
広さが魅⼒

ü 最初の3ヶ⽉は紙との並⾏稼動で習慣付けを実施

ü 締め時の残業がなくなり、勤怠管理に対する社
員の意識も向上

ü MINAGINE就業管理で働き⽅改⾰を推進し、若
⼿からも喜びの声

Webページでもっと詳しく⾒る

https://minagine.jp/case/system/jp-ts/


セミナーご案内

MINAGINE就業管理に興味がある⽅向け

詳しく⾒る

https://minagine.jp/topics/seminar/system-info-session/


ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら

「1分でわかる！⼈事評価システム」資料
クラウド型⼈事評価システムのご紹介

ダウンロードはこちら

「1分でわかる！MINAGINE就業管理」資料
クラウド型勤怠管理システムのご紹介

「1分でわかる！みんなの⼈事評価」資料
⼈事評価制度構築コンサルティング・運⽤サポートのご案内

その他の資料はこちら

「1分でわかる！給与計算／保険⼿続アウトソーシング」
給与計算／保険⼿続アウトソーシングサービスのご紹介

ダウンロードはこちら

サービス資料⼀覧

https://go.minagine.jp/DP-KI-MQL-WP-20230412-dl_1m.html
https://go.minagine.jp/DP-JC-MQL-WP-20230418-dl_1m_jinji_cunsulting.html
https://go.minagine.jp/DP-JS-MQL-WP-20230413-dl_1m_jinji_system.html
https://minagine.jp/downloadlist/
https://go.minagine.jp/DP-RO-MQL-WP-20230414-dl_1m_payroll-insurance-outsourcing.html


ご相談やご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください

お問合せ先はこちら

050-5490-1329
sales@minagine.co.jp

株式会社ミナジン／社会保険労務⼠法⼈ミナジン

総合お問合せフォームはこちら

https://go.minagine.jp/Inquiry-common.html

MINAGINEサービスサイトはこちら

https://minagine.jp/

セミナー開催情報はこちら

https://minagine.jp/seminar/

動画アーカイブはこちら

https://minagine.jp/topics/archive-video/

〒530-0003 ⼤阪府⼤阪市北区堂島1丁⽬5番17号 堂島グランドビル6F 
TEL：050-5490-1329 ／FAX：06-6343-8236
〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町2丁⽬4番 ダヴィンチ⼩川町3F
TEL：050-5490-1329／FAX：03-5244-5534

[ ⼤阪本社 ]

[ 東京オフィス ]

mailto:sales@minagine.co.jp
https://go.minagine.jp/Inquiry-common.html
https://minagine.jp/
https://minagine.jp/seminar/
https://minagine.jp/topics/archive-video/

