
 「働き方改革」罰則アラートシステム
  オリジナルアプリ・システム版

 株式会社トリプル・エージャパン

 勤怠打刻システム
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複雑な働き方改革を会社毎の就業規則や運用方法をヒアリングした上でアラート(通知)
を事前設定済みで導入可能なシステムとして業界で唯一のサービスです



▫会社名　　　　
株式会社トリプル・エージャパン (英文名称：triple A Japan,Ltd.)

▫創業
１９９９年６月

▫本社所在地
〒810-0001  福岡市中央区天神１丁目１番１号 アクロス福岡１３階


▫銀座オフィス
〒104-0061  東京都中央区銀座２丁目１２−３ライトビル６階


▫Works（開発部）
〒810-0001  福岡市中央区天神１-１５-３８ KJ-1ビル ７階


▫業務内容
情報収集、情報処理、情報提供によるサービスの技術構築、コンピュータ、その他周辺機器・システム及び
ソフトウェアの企画、開発、インターネットのホームページの制作、メンテナンス

▫主な取引先
ソフトバンク株式会社 、 ソフトバンク･ペイメント･サービス株式会社 、 西部ガス情報システム株式会社、
株式会社よみうりランド 、 エアアジア 、 株式会社オプト 、 株式会社光通信 、 愛眼株式会社 、 ジブラル
タ保険株式会社 、 GMOイプシロン株式会社 、 株式会社オリエントコーポレーション 、 アナザーレーン
株式会社 、 AMERICAN EXPRESS 、 九州ネクスト株式会社 、 株式会社九州リース

会 社 概 要
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本社

開発

銀座



【 管理者コスト削減 】
　タイムカードなどの紙による就業管理を月末に集計し、残業、有給などの入力、出力にかかる事
務職の作業時間は会社の目に見えない時間的なコストの圧縮を行います。また集計の人的なミス
を防ぐ事になります。

月末の賃金計算にかかる事務の業務負担、働き方改革の厳罰から会社を守る社内管理者への通知、未払い
残業などの不当なケースの申し出に対する対応策として会社のリスクの軽減目的としてご検討下さい。

【 罰則・罰則金の認識 】
　働き方改革の法令には、厳しい厳罰が課せられています。この法律は管理体制によって
は会社側に不可が掛かります。懲役刑や罰金刑とその内容は厳しいものです。未払い残業代
に至っては過去３年までさかのぼり、支払い請求が法律で決められています。

【 経営側の防護 】
　従業員の残業代の未払い請求の訴えはここ数年で増えています。暗黙のルールなどの残業
は当事者間での争いの場合、会社側の意見は退けられるケースが多く、法的な争いの場合
は、ほぼ、従業員側の意見が重視される判例が多く見られます。
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管理コスト見直し / 厳罰対策 / トラブル回避



働き方改革関連法の罰則・罰金リスト
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従業員スマホアプリによる打刻がサーバーと連動し、リアルタイムの
打刻時間が、働き方改革の罰則アラート通知を行います

従業員側（スマホ）

企業側管理画面（PC）出勤簿

▶︎ センサーの発信する電波(社内)で打刻
　・社外(支店/現場)の打刻もセンサーの設置が可能
▶︎ 打刻時間の記録を正確にクラウドで記録
　・打刻忘れや変更は管理者で入力(修正)が可能
▶︎ 有給申請、早出/早退/直行を対応
　・各種届出を管理者へ報告・申請が可能
▶︎ 勤務表確認・シフト申請
　・従業員はスマホで勤務表確認・シフト申請が可能

従業員側の打刻スマートフォンの機能

※スマートフォン側のOS不具合等による打刻が困難なケースの対処法は別途ご提案致します



直行・直帰・出張などの社外からの打刻などは各種申請
ボタンから社内管理者へ申請様式で打刻が可能です

社外からの出勤、退勤、その他の就業時間の打刻に関係する社内管理者への連絡や
打刻時間の報告は、スマートフォンでも可能なシステムとなっています。
働き方改革は、就業者の労働時間の客観的な記録の取得するようになっています。
HORENSOは社内の打刻記録同様に社外での記録の取得を容易に行えるシステムに
なっています。
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従業員側スマートフォンと企業側管理画面が御社の
ロゴが表示されるオリジナルデザインになります

お客様の会社のカラー指定とロゴを表示するデザイン

スタッフ側の使用はスマートフォンキャリアのストアから
ダウンロードする独自のアプリ開発を行います。
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プッシュ通知を許可すればインストールされたスマートフォン
が打刻するための事前の呼び出しを行います。

プッシュ通知
（アプリ） メール

（ウェブ）

のちに、従業員との間で時間外(残業)労働に関する申立てや、見解の相違などに関する状況データを保管するためには
プッシュ通知だけではなく、メールサーバーに記録を残す為に、同時にメール通知行う設計にも対応することが可能です
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打刻した時間、出社状況を管理者がリアルタイム
に確認することが可能

まるめ処理前と後、残業の詳細を表示

出勤簿としてプリントアウトします
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管理者が従業員の就業状態をリアルタイムで可視化が可能になります。繁忙期の残業状況、閑散期に有休の消化を促す
など、社内の勤怠状況を数字で正確に把握することで、従業員一人から全員の就業時間、残業時間、有給の消化状況を
確認いただけます。

管理者が残業時間の状況、有給消化の状況を日々確認を行うことが可能になります。



保管された出勤データから給与計算を可能に致します

CSVに変換し、給与
計算ソフトに連携

▫  弥生給与

▫  TKC

▫  給与奉行

▫  マネーフォワード

など、外部の給与ソフト(オ
ンプレミス系含む)との連携
は出力CSVの項目をお聞き
し条件をあわせます

給与計算の際に必要となる「まるめ時間」や「１日の所定労働時間」などの条件を設定を行います。
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チャット•グループ掲示板機能

１対１チャット
システム

グループ掲示板
システム

汎用のチャットアプリを使わず、社内イントラをローカルで行います。情報の漏洩や、退職者の社内データの履歴
を社内で保管を可能にするツールとしてお使いいただけます。
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リアルタイムに人の動きを可視化
罰則ラインのアラートシステム

年次有給休暇の確実な取得　

労働時間の客観的な把握　

残業時間の上限規制

監視アラート画面は、変
形労働制や、36協定にお
いて特別条項を定めてい
る企業様には、シフト対
応や、プログラムのカス
タマイズを行うことで、
より正確なアラートの表
示を可能にします。

管理者様や顧問社労士様との管理画面の閲覧共有を図れば、より社内対応力の向上と会社の防護につながります

企業側の管理者PCに従業員の勤怠状況をリアルタイムに反映、確認が可能
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罰則監視システム導入時 設定確認事項 
事業所数　　　　　　　　　　従業員数 部署構成

休日

□日　□月　□火　□水　□木　□金　□土

_____：_____ ～_____：_____    計____分

休憩時間

　　     箇所　　　　　　　　　　人

勤務形態／勤務時間

□ 正規雇用      _____：_____ ～_____：_____ 

□ アルバイト   _____：_____ ～_____：_____ 

□ パート         _____：_____ ～_____：_____

勤務間インターバル(任意)

_______時間

給与計算 締め日

毎月　　　           日 ～　　　日 

□日　□月　□火　□水　□木　□金　□土

１週間の起算日 残業(現状)
□ 自己申告制　　　　□ 申請・承認制

まるめ処理

□ ない(1分単位)　　□_____分単位　　 
                                  切捨て ／ 切上げ　

欠勤の処理

□ 減給　　□ 有給割り当て対応 
□ 罰金・その他

出力必要データ

□ 実打刻データ　　□ まるめ処理後データ

有給付与日数

□ 法定に準拠　□ 法定より(                 )    

有給の統一基準日

□ なし　　　□ あり(        月　　　日)　　

計画有給

有給設定

□ 半休制度あり    □ 時間休制度あり 
□ 前倒し付与あり             

起算日　_____月____日

36協定
□ なし　　　　□ あり(                       )　　 □ 特別条項なし    □ 特別条項あり             

その他(直行・直帰や外出・戻り。早出、夜間、休
日出勤［振替・代休］などの取扱い等)を記入下さい

HORENSOは、働き方改革の法律に準拠したアラートシステムが稼働します。社内労務ご担当者様、顧問社労士様へ、御社
の労働条件の確認をおこなった上でシステムの構築を行いますので、システムの設計上、労働条件をお聞きさせていただき
ます（NDA締結後）。
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HORENSO 導入時の初期設定確認

複雑な働き方改革関連法に準拠し、各会社さま毎の規定や運用をヒアリングした上でアラートを事前設定済みで導入でき
るシステムとして、業界で唯一のサービスとなります。
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HORENSOの価格・システムの詳細

▫  iOS / Android アプリのOSバージョン対応［５年］
▫  iOS / Android アプリライセンス料［５年］
▫  BLE打刻センサー保証・対応年数［５年］
▫  働き方改革法案の改正等の変更対応［５年］

システムのリース償却を５年で計算した場合

【月額】　29,800円（別途 消費税 / 免責費用 / リース手数料）

シフトPlus(シフト管理)をHORENSOシステムの勤怠管理に反映する場合のシステム拡張は、社員数・
シフトの種別等の内容に関わらず月額11,000円(税別)の追加でシステムの拡張を行います。

システムサーバーのメンテナンス、勤怠に関わる全てのデータのバックアップ費
用は従業員人数・拠点数に応じて別途、月額のご費用を頂きます。

※ BLE打刻センサー１機が含まれる金額です。他の支店等の設置がある場合はセンサーの追加費用を頂きます。
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