
市場シェアNo.1勤怠管理クラウドサービス*

●勤怠自動集計　●申請承認　●休暇管理　●法改正対応

働き方改革関連法にも対応！

＊2021年富士キメラ総研調べ　勤怠管理SaaS 市場利用ID数
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とは？（タッチオンタイム）

さまざまな就業ルール・就業場所・規模に対応する

クラウド勤怠管理システムです。

さまざまな業種のお客様に導入いただいています

勤怠に関わる、打刻・申請・休暇管理をクラウドに集約して

集計業務を大幅に効率化することが可能となります。

99.7%No.1 2～10,000
国内市場シェア 導入企業規模利用継続率

名以上

出勤 出勤 退勤
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Touch On Timeが選ばれる理由

打刻漏れを抑えて、システムの安定稼働を助けます。

タッチオンタイム独自の革新的な打刻専用タイムレコーダー

従業員からの出退勤打刻が無いと、打刻修正作業が頻発し、せっかくの勤怠管理システムが

機能しません。

専用タイムレコーダーはパソコンをつなげる必要がなく、単体で設置できるため、

入口付近など、導線上に設置でき、打刻漏れを抑えることができます。

Touch On Timeレコーダーは、タイムレコーダー導入企業の80％のお客様に

お選びいただいております。

しっかりしたサポート体制で安心です。 サポート満足度

94%

利用継続率99.7%を支える、充実のサポート体制

お電話やメール、リモート操作でお客様をサポートしますので、隣にいるような感覚で

ご利用いただけます。

また、オンラインヘルプも充実しているので、必要な情報にいつでもアクセスできます。　

だから、グループ会社をまとめて管理することもできます。

さまざまな就業ルールに柔軟に対応

一般的な定時制の勤務体系はもちろん、シフト制や変形労働制、フレックスタイム制、

裁量労働制など、さまざまな就業ルールに対応できます。

管理者権限は無限に発行できるので、グループ各社を一括で管理することも可能です。

定期バージョンアップで新機能追加や法改正対応も。費用は無料です。

システム導入後、新しい就業ルールを導入する際も、豊富な機能でカバーします。

また、法改正対応のために膨大な追加費用や時間に悩まされることもありません。

専属のサポート担当が継続的にフォロー。

事業開始当初から在籍する経験豊富なスタッフが対応させていただきます。

簡単に不正打刻を防止できます。

生体認証やICカード認証などの複数の認証機能を備えることで、不正打刻を防止し、

労働時間の客観的な把握を助けます。

打刻情報は自動的にアップロード。

打刻した情報はインターネットを経由して自動的にシステムへ反映されます。

オフラインのときは、手動でシステムへアップロードすることが可能です。

無線でも

オフラインでも

有線でも

1

2

3

※本カタログに掲載している価格は全て税抜き価格です
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出勤

タイムカードの回収作業も、保存スペースも必要ありません。

これからは外出先からも申請することができます。

もう総務部に確認する必要はありません。自分で確認できます。

Touch On Timeの仕組み

打刻や申請されたデータは、インターネットを経由してタッチオンタイムに集約され、

各従業員の就業ルールに合わせて自動集計され、手軽に勤怠把握が可能になります。

日々の打刻

各種申請

タイムカードの確認

生体認証やICカード認証などで、不正打刻を防止。直行直帰の際は、位置情報で打刻。

さまざまな就業環境に合わせて、端末をお選びいただけます。

打刻忘れや残業、各種休暇等の申請は、携帯電話やスマートフォン、パソコンから、いつでも、どこからでも申請できます。

例えば、帰りの電車の中、気づいたタイミングで申請することもできます。

携帯電話やスマートフォン、パソコンから、いつでも自分のタイムカードを確認できます。

労働時間の合計や各種休暇の保有状況、当月の勤務実績を確認することができます。

打刻・申請
勤怠確認・
申請承認
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フレックスや変形労働時間制、3交代勤務などの集計を可能にします。

各種休暇の取得・保有状況の確認、有給の自動付与も可能です。

従業員情報や給与ソフトへの入力の手間を省けます。

アラート機能で、超過勤務にも気付きやすくなります。

スケジュール管理

勤怠自動集計

休暇管理

インポート・エクスポート

各従業員の勤務予定を登録することで、さまざまな働き方に柔軟に対応することができます。

作成したシフトは従業員もタイムカードから確認できますが、Excel出力して掲示することも可能です。

アナログ管理では難しかった、月中の労働時間確認も可能になります。任意の数値でアラートを設定できるので、長時間労働を

未然に防ぐことにつながります。また、エリア管轄者は、複数拠点を俯瞰して、一括管理することも可能です。

有給休暇をはじめ、代休や振休、その他、自社独自の休暇も一括で管理することができます。

勤続年数に合わせた有給休暇の自動付与も可能です。

CSV形式でのインポート・エクスポートに対応しています。出力レイアウトは自由自在です。

従業員情報を簡単に登録できる他、さまざまな給与ソフトにも簡単に対応することができます。

労働合計：80h

●コアタイム ●交代勤務

有給：3日 有給：10日

●人事システム ●給与ソフト

残業40h/月

有給自動付与

従業員情報 勤怠データ

取得・保有
状況確認

集計へ反映 Excel出力

※本カタログに掲載している価格は全て税抜き価格です
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選べるタイムレコーダー

使用場所やシーンに合わせてお使いいただける、さまざまな打刻方法を用意しています。

これらは、全て併用することができますので、各拠点の特性や状況に合わせて、組み合わせることが可能です。

WEBブラウザ打刻

お手持ちの端末による打刻　テレワーク、直行直帰の打刻にも！

パソコンやタブレットのWEBブラウザで

打刻する方法です。気軽にご利用いただ

けます。

携帯電話・スマートフォン

打刻時に位置情報の取得が可能なので、

不正打刻を防止できます。
※別途、通信量が掛かります。

※機種により動作しない場合がありますので、トライアルにて

お確かめください。

セキュアログイン

Windowsログイン/オフ機能を使用し打刻

することができます。

自動記録されるので、打刻漏れを防ぎます。

静脈認証

高いセキュリティーレベルで不正打刻を防

止します。飲食業、小売業、流通業など幅

広い業種でお使いいただけます。

37,500円

Touch On Timeレコーダー
指紋認証とICカード認証がこの1台に！PC不要の専用端末なの

で、オフィスの他、店舗や工場、倉庫など様々な場所で活躍します。

94,800円

一番人気！選択率80％のタイムレコーダー

通常の1年間の保証期間の他、3年または5年の長期保証プランを用意しており

ます。万が一の故障時や長期のご利用の際も安心してお使いいただけます。

PaSoRi

各種交通系ICカード（Suica・Pasmo・Edy）

やおサイフケータイなどで使用できます。

指紋認証が困難な職場でも確実な打刻が

可能です。

4,000円

指ハイブリッド認証

29,500円

指紋認証と指静脈認証を非接触で読み取

る高度な端末です。指紋が読み取れない、

センサーへの接触による衛生面の課題な

どが解決されます。

打刻専用タイムレコーダー（PC不要）　人数の多い拠点やPCが置けない拠点に！

PC接続型タイムレコーダー（PC必要）　少人数拠点の不正打刻防止に！

●指紋認証

●ICカード認証

(FeliCa・Mifare)
交通系ICカードや

電子マネーカード、

TASPOなど

●従業員ID

　+パスワード認証

認証方法

Point 3 安心の長期保証サービス

有線LANや無線LANで打刻データをリアルタイムにクラウドへ送信。万が一、

オフラインになってしまっても打刻データは端末に蓄積され、ネットワークが復

帰すると、自動的にサーバーにデータを送信します。

Point 2 リアルタイムに打刻を反映

３つの認証方法は全て併用可能です。専用のICカードなど特別なものを用意

する必要なく、不正打刻を防止し、データの客観性を高められます。

Point 1 併用可能な3つの認証方法

0円 0円 0円

人気

NO.1
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使っていただく自信があるので、

契約の縛りはありません。

タッチオンタイムは、最低利用期間・最低利用人数がありません。

お客様のご事情に合わせて、柔軟にご利用いただけます。

国内のデータセンター専用サーバーで、

24時間365日、万全の体制でデータを保管。

●管理画面の推奨動作環境 ●PC接続型タイムレコーダー打刻画面の推奨環境

バックアップ体制も整っておりますので、万が一の際も迅速な復旧が可能です。

料金は、毎月使った分だけ。

月額費用は打刻人数分だけの従量課金制です。登録数が100名

でも当月の打刻人数が80名でしたら、80名分のみが請求となりま

す。毎月、使用人数が異なる場合も無駄なくご利用いただけます。

従業員数
100名

例 打刻端末：2台
静脈認証タイムレコーダー

料金体系 分かりやすいワンプライス

安心のデータ管理体制

0システム初期費用 円 300月額利用料 円/利用人数

推奨動作環境は2022年10月時点の情報です。最新の推奨動作環境はタッチオンタイムのWebサイトをご覧ください。

※各OSに対応する最新バージョンをご利用ください。

※1　指ハイブリッドリーダーの場合、Windows10はPro以上のエディションに対応しております。

※2　指ハイブリッドリーダーのWindows11 対応は時期が未定となっております。

※3　Windows以外でPW認証をご利用の場合は、ブラウザ版タイムレコーダーのご利用となります。

Windows 10

Windows 11

※1

※2

Mac ※3

パスワード認証
タイムレコーダー
（クリック打刻）

ICカード認証
タイムレコーダー
（PC接続）

指静脈認証
タイムレコーダー
（PC接続）

指ハイブリッド認証
タイムレコーダー
（PC接続）

認証デバイスOS

Windows

Mac

認証デバイスOS Google Chrome Microsoft Edge

推奨動作環境

費用シミュレーション

初期費用

月額費用

その他費用

システム初期費用 0円 タイムレコーダー費用 37,500円×2台

月額費用 300円×100名

サポート費用 0円 保守費用 0円 バージョンアップ費用 0円

75,000円

30,000円

0円

※本カタログに掲載している価格は全て税抜き価格です
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30日間無料トライアルでしっかり試せる

そうした導入にあたってのさまざまな不安も、タッチオンタイムなら、お試しで解決できます。

タイムレコーダーも1台無料でお貸出させていただきますので、弊社自慢のタイムレコーダーを是非お試しください。

トライアルにお申込いただきますと、スターターキットをお客様へお届け。

到着してから30日間の無料トライアル期間がスタートします。

トライアル期間中は、サポートセンターが導入をフォローさせていただきます。

トライアル終了後、継続してご利用される場合、設定したシステム環境を

そのままお使いいただけますので、すぐに導入できます。

タッチオンタイムの概要が2分でわかる動画もご用意しております。

トライアル申込 スターターキット到着 トライアル開始
トライアル終了
(継続可否判断)

YES NO

30DAYS

ID/PASS

製品サイト 紹介動画

タッチオンタイム 検 索

販売元
●お問い合わせ先

『Touch On Time』のお申し込み等営業的なお問い合わせはこちら

株式会社デジジャパン

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場22F

TEL 03-5579-0385　FAX 03-5579-0382

https://www.digijapan.jp/

※本カタログに掲載している価格は全て税抜き価格です。

※本カタログに掲載している内容、仕様及び価格は

　予告なしに変更する場合があります。

どのくらい簡単なの？使いやすいの？
自社の就業ルールに

合わせられる？

デジジャパンは寺岡精工グループとしてTouch On Timeを

販売・サポートしています。 クラウドサービスとして、

安定したサービスを、ずっと続く安心をご提供いたします。

寺岡精工は1934年に創立され、電子はかりやPOSシステム等、

様々な製品を世界150か国に展開するグローバルカンパニーです。

RK202211
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