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シフト勤務や複数の就業体系など、さまざまな働き方に
柔軟に対応し、ホテルや工場など複雑なシフト勤務や
月間変形労働時間制にも的確に対応します。
お客様の状況に合わせ、柔軟な対応が可能です。
応援勤務も含めた人件費管理や、36協定・長時間労働などの
労務管理といった、様々なご要望にも対応します。

クラウド勤怠管理システム
Powered by バイバイ タイムカード複雑な勤務体系にしっかり対応

インターネットを利用してクラウド（SaaS・ASP）でシステムを構築します。
遠隔地の事務所や店舗、工場、倉庫、物流センターなど複数拠点のデータを
つなぐことで勤怠管理を一元化し、リアルタイムでの管理が可能です。

リアルタイムでの管理が可能

3つの特長

正確な勤務実績が手軽に記録出来ます

本人でなければ
絶対に打刻出来ません

パスワードの設定により
なりすましを防止

カードは安価に
作成可能、IC同様
操作はワンタッチ

SuicaやEdy、
おサイフケータイ
などの利用も可能です

iPadに向けてカードを
かざすだけの快適操作

外出先でも打刻入力
できます

ニーズに合わせて選べる7種の打刻方法

わかりやすくてメリットいっぱい！
Hi-PerBT クラウド勤怠管理システム

1.

3.

2.

iPad

Windowsログオン

PC+静脈認証 PC+ICカード

PC+QR
PC+クリック

iPhone

iPad・QRコード・IC カードなど、様々な打刻機と
認証手段をご用意しております。「パソコンに不慣れな
社員が多い」「スマートフォンを打刻機として使いたい」
など、お客様のご要望に合わせ、最適な組合せをご提供
いたします。また、拠点によってニーズが異なる場合、
拠点や部署ごとに使用する機材や使用環境を
変更することも可能です。

■適用OSは以下の32bit／64bitに対応
・Windows® 7
・Windows® 8.1
・Windows® 10
・Windows® Server 2008R2
・Windows® Server 2012
■Intel Core™2 Duo 2GHz以上が必須
■Intel Core™ i3 以上を推奨
　※タブレット利用時は、Intel Atom Z3700番台以上を推奨
■2GB以上を推奨
■空き容量1GB以上
　※OSのアップデートなども考慮して、20GB以上が推奨
■常時インターネットに接続している環境
・Http通信（Port80）／Https通信（Port443）で p.nx1.jp とpn.nx1.jpへ
　接続できること
 
■iOS8以降
※iOSの最新バージョン及びアップデートは、打刻端末ソフトウェアの
　動作検証が完了後にご利用可能｠
■「iPad」（第5世代以降）／「iPad Pro」の全モデル／
　「iPad mini 2」以降の「iPad mini」／「iPad Air」の全モデル
■携帯キャリアと契約またはWi-Fiを利用し、常時インターネットに接続できる
　環境

■適用OSは以下の32bit／64bitに対応
・Windows® 7
・Windows® 8.1
・Windows® 10
■Pentium4 および同等以上のプロセッサ
■1GB以上を推奨
■1024x768ドット以上の解像度を推奨
■以下のブラウザに対応
・Internet Explorer® 11.0（推奨）
・Chrome（※1）
■インターネットに接続できる環境

■適用OSは以下の32bit／64bitに対応
・Windows® 7
・Windows® 8.1
・Windows® 10
・Windows® Server 2008 R2
・Windows® Server 2012
・Windows® Server 2012 R2
・Windows® Server 2016
■Pentium4 および同等以上のプロセッサ
■2GB以上を推奨
■空き容量1GB以上
　※OSのアップデートなど考慮して、20GB以上が推奨
■インターネットに接続できる環境

打刻時に端末から直接管理システムにログインする機能
ネットワーク環境の障害時に打刻端末に一時保存する機能
打刻時以外に管理システムにログインする機能
QRコードやICカードと静脈認証の双方を搭載した機能
打刻時に勤務場所等を指定する機能
打刻端末に顔写真の撮影を保存する機能
打刻実績のPDF出力機能
打刻時に前回の打刻忘れを検出し警告する機能
打刻補正、休暇申請、残業申請等を行う機能
出勤簿の実績確認をiPadへサインすることで実現する機能
アカウントごとに利用範囲を制限可能
打刻実績の管理簿機能
打刻実績の管理簿機能（日単位に対象者全員を表示）
打刻忘れや不正登録の一括検証機能
打刻時間のまるめ機能
CSVファイルによる給与システム連携
保管・配布用のPDF出勤簿出力機能
現在勤務中の従業員確認機能
QRコードの印刷機能
休日設定管理および複数カレンダー管理機能
勤務実績承認機能、残業警告機能、承認データロック機能
月次承認機能、警告機能、確定処理機能
管理者アカウントの追加発行機能
勤務者用アカウントの追加発行機能
打刻端末から勤務実績の閲覧や、残業、休暇等の申請を行う機能
有休や残業、打刻忘れ、遅刻解除、直行・直帰、夜勤等の申請機能
有休や残業、打刻忘れ、遅刻解除、直行・直帰、夜勤等の承認機能
有休、代休、振休の付与および残数管理機能
従業員ごとに、有休の取得状況などを確認する機能
今日までの勤務実態を把握する機能
指定日の指定拠点における勤務状況の確認機能
現時点までの人件費確認機能
年間の勤務時間の一覧管理機能
日ごとのフレキシブルなシフト管理機能（Excel連携可）
「Aシフト」「Bシフト」などのパターン型シフト管理機能
労働契約等の個人別勤務パターンに基づくシフト管理機能
シフト勤務のパターンをPDFに出力する機能
予定（シフト）と実績をバーグラフで表示する機能
シフトによる予定人件費と、実績による概算人件費の対比機能
契約期限を迎える従業員の管理機能
売上高人件費比率や人時生産性 などの管理機能
任意の期間を指定した実績ファイル出力機能
管理システムにアクセスできる端末の制限機能
パスワードの文字種、文字数、有効期限等の設定機能

打刻時ログイン
通信障害対策
簡単ログイン
静脈認証との併用機能
打刻時拠点指定
打刻時顔撮影
ローカルPDF出力
打刻忘れ警告
申請機能
手書きサイン機能
ログインとメニュー
日次管理
日次管理（日別）
打刻モレ・登録間違い
集計データの確認
給与システム連携
PDF出勤簿
勤務中従業員一覧
従業員カード作成
曜日・休日管理
勤務実績承認(日次)
勤務実績承認(月次)
管理者用アカウント追加
勤務者用アカウント追加
簡単ログイン
有休・残業等 申請
有休・残業等 承認
有休・代休・振休 管理
個人別有休等実績明細
就業実績速報
就業実績バーグラフ
リアルタイム人件費
年間データ管理
時間型シフト管理
パターン型シフト管理
基本シフト
シフト表PDF
予実対比型 就業実績
予実対比型 人件費
雇用期限管理
生産性管理
出力ファイル期間指定
管理システムIP制限
パスワード管理機能

標準機能

追加機能

管理システム

オプション機能

OS

CPU

メモリ
ハードディスク

その他

OSバージョン

対応モデル

その他

OS

CPU
メモリ

ディスプレイ
ブラウザ

その他

OS

CPU
メモリ

ハードディスク

その他

動作環境
打刻端末（ＰＣ）前提条件 Hi-PerBT クラウド勤怠管理システム　機能一覧

管理システム利用向け端末

ファイル送受信ソフト動作環境

iPad打刻端末動作環境



従業員が普段打刻を行う iPad から、
休暇や打刻修正の申請と申請内容・承認
結果の確認を行えます。申請画面への
ログインは打刻カードをかざすだけです。

日々の打刻データや、休憩、
休日、承認残業、遅早退、直行・
直帰、出張などなど…、
各種の非打刻データ
（打刻以外のデータ）を
簡単に確認、編集することが
できます。

今、この瞬間の勤務状況を確認できます。
どの事業所に従業員が不足しているか等を
一目で確認することができます。

パターン型と時刻型２種類の
ご準備をしております。
どちらの方式もシフト管理を
容易に行うことができます。

ＣＳＶファイルの取込が可能な、あらゆる 
給与計算システムとの連携が可能！

毎日の勤務実績に対して、承認
情報を登録することができます。
設定により、承認
された日のデータは
編集できなくなる
ようロックをかける
ことも可能です。

➡ ➡

打刻カードでログイン 申請結果確認申請

申請機能（iPad）

シフト登録

日次・月次承認

給与システム連携日次データ管理

勤務中従業員一覧

費用構成

1

2

端末関連費用
「キット」の費用です。バーコードリーダーや
QR コードリーダーなどのハードウェア及び、
対応するソフトウェア、打刻端末に関するサー
バー設定費用などが含まれます。

システム初期設定費用
お客様向けにシステムを設定させて頂く際の
費用です。詳細なヒアリングに基づいて、計
算ルールや各種の用語、項目の並び順など、
きめ細かに設定を行います。

1

2

基本料

月額費用

初期費用

ご利用いただくお客様全体で発生する月額費
用です。ご利用人数や打刻端末数によって変
動しない固定額です。

端末別費用
ご利用頂く打刻端末の数に応じて発生する費
用です。打刻を行う方の人数に関わらず、一
定の金額です。

3 個人別費用
勤怠管理の対象となる方の人数に応じて発生
する費用です。通常は、端末別費用での課金
となりますが、GPS タイムレコーダーなどで、
打刻端末が共用ではなく、個人別となる場合
などに利用されます。また、管理者アカウン
トや勤務者アカウントなども、打刻端末数で
はなく、発行されるアカウント数に応じて費用
が発生します。

クラウド勤怠管理システムの費用は、ご導入
前にご要望に合わせて設定する「初期費用」
と、導入後の「月額費用」となります。

※選択いただくオプション構成により、総額は
変動します。

ご購入の人数や端末数の
大小に関わらず
一定の「月額費用」でご利用可能

打刻と同じ端末で
休暇などの
申請もカンタン！

シフト管理や
日々の承認も
ラクラク！

各拠点のデータを
一括で処理
できるから

勤怠管理業務が
スピーディー！

従業員

勤務管理者

※その他、機能は裏表紙に
　記載しています。

部署や拠点を超えて“リアルタイム”連携!
従業員や管理者も使いやすく、効率もUP

人事・総務部門

働き方改革を実現するため、
より重要となる勤怠管理。難
しい操作なしで従業員が簡単
に打刻が可能で、そのデータ
は“まるめ・集計処理”を行っ
てスムーズに給与システムと
連携することができます。

勤務管理者、総務担当、従業
員それぞれが“カンタン”操
作。ご希望により、打刻端末
から各種申請を行う機能や静
脈認証も選択可能です。

クラウド勤怠管理システム
Powered by バイバイ タイムカード

打刻から集計まで“カンタン”操作
給与システムともスムーズに連携

「
働
き
方
改
革
」に
強
力
な
助
っ
人
登
場

　
ク
ラ
ウ
ド
で
実
現〝
カ
ン
タ
ン
〞勤
怠
管
理
！

「QRコード」方式を選ぶと、
カード作成費用や
特別な手間が軽減できます。

発行しやすい
「QRコード」が便利

iPadに
カードをかざすだけ！
快適でスピーディーな

打刻

おすすめ！

※バイバイ タイムカードは株式会社ネオレックスの登録商標です。


