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⼈事労務管理をクラウドで⼀元化

活⽤

蓄積

回収

WelcomeHRでこんなに変わる⼈事労務管理

WelcomeHRは⼈事労務における業務をペーパーレス化し、
スマホで簡単に完結させるクラウドサービスです。

従業員によって
直接⼊⼒された個⼈情報が

クラウドに蓄積

クラウドに蓄積した
データを
各種⼿続きに活⽤



選べる、つながる業務
WelcomeHRの主軸機能は「労務管理」です。

その他は必要な機能をオプションで追加することで業務の連携を図ることができます。

財務会計ソフト

l給与／賞与
WEB明細発⾏

l源泉徴収票

給与明細

l電⼦申請※2
l控除額⾃動計算

年末調整
l電⼦申請

社会保険

労務管理

CSVデータ連携

l従業員情報の取得/管理
l保証⼈／保護者の電⼦サイン

l⼊社⼿続き
lマイナンバー管理

従業員情報
連携 データ保管※1

オプション機能

主軸機能

WelcomeHRでこんなに変わる⼈事労務管理

lビザ／免許情報の管理
l英語／ポルトガル語対応

•健康保険
•介護保険
•厚⽣年⾦

※1：各オプションから主軸機能への⾃動連携機能は順次実装していきます。※2：e-Taxとは⾃動連携していません。



こんなに変わる！
ペーパーレス
年末調整
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ペーパーレス年末調整とは

こんなに変わる！ペーパーレス年末調整

WEB上で全ての情報を回収する年末調整。
従業員へアンケートを送信し、スマホで回答してもらうだけで
控除額等を⾃動計算※1 、申告書類が⾃動作成されます。

⾃動作成・収集対象者へ依頼
⾃動的に作成・収集された
書類を申告するだけ！

対象者を選び、年末調整の依頼を
2クリックで⾏います。

従業員が回答
従業員は簡単な質問に答えるだけ。
⼩難しい計算も不要※1です。

1 2 3

※1：⼀部を除きます



こんなに変わる！ペーパーレス年末調整

⽤紙の準備や各拠点への発送・回収が「３クリック」に変わります。

ペーパーレス化で⼯数削減

従来の「紙」による運⽤は 9ステップも…

書類準備 確認
集計データ

作成
12⽉給与
計算に

取り込み
計算・
記⼊

原本提出

⼈事労務担当

従業員へメールを
⼀⻫送信

スマホ・
PCで⼊⼒ 確認・完了

従業員

⼈事労務担当 従業員 ⼈事労務担当

導⼊後は４ステップに削減！

原本提出

※集計データ作成＝Excel等にまとめる

3クリック
で送信！

印刷 封筒準備 郵送・
配布

⼈事労務担当



WelcomeHR導⼊のメリット

こんなに変わる！ペーパーレス年末調整

1 2 3

時間短縮 コスト削減 わかりやすい

WelcomeHRの年末調整を導⼊することで、⼈事労務担当者はもちろんのこと、
全スタッフの業務を「早い・ラク・確実」に変えます。



こんなに変わる！ペーパーレス年末調整

送信・修正差し戻しは１クリックで完了！…❶
⼀⽬でわかる進捗状況…❷
控除証明書もデータで先に確認できるので
確認が簡単
CSVで給与ソフトとの連携※1もラクラク！

⽤紙を印刷し、各拠点へ配送。各拠点から回収され
た⼤量の原本を複数⼈で⼀枚⼀枚計算確認し、給与
計算ソフトに流し込むためのExcelデータを作成…
とにかく時間がかかる!!

Before1

時間短縮

⼈事労務担当の業務効率UP
❶

❷

※1：別途お申し込みが必要です



こんなに変わる！ペーパーレス年末調整
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コスト削減

⼈数が増えても作業⼯数1/5削減
業務効率が上がり、作業⼯数が減ることで年末調整にかかる⼈件費を
⼤幅に削減することができます。

紙、印刷代、発送費といったコストを削減

年末調整作業にかかる⼈件費を削減！



こんなに変わる！ペーパーレス年末調整

書類は写真を撮ってアップロード！

誰にでもわかりやすい補助説明付き…❶

アンケートに答えていくだけで完結 …❷

２年⽬以降は変更箇所のみの⼊⼒でOK

従業員からの質問が減る！

寡婦？⽣計を⼀にする？勤労学⽣？難しい⾔葉のオ
ンパレード。どこに何を記⼊するかわかりにくい…
従業員からの質問に時間を取られ、提出書類の確認
も⼤変！

Before3

わかりやすい

学⽣にもやさしい簡単な設計

❶

❷



貴社に合うのは
どんなサービス？
他社⽐較表
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各社から複数リリースされている年末調整サービス。
⼈事労務管理の各業務がひとまとめになったパッ
ケージ型や、欲しいものだけセレクトできるアラカ
ルト型があります。



WelcomeHRは
こんな企業におすすめ

貴社に合うのはどんなサービス？他社⽐較表

1 2 3

年末調整から
ペーパーレス化

低コストで
導⼊したい

専任の
サポートがほしい

WelcomeHRのペーパーレス年末調整はミニマル・シンプル。
初めてクラウドサービスを導⼊する企業様でも、⼿厚いサポートがあるから安⼼です。



1

年末調整から
ペーパーレス化

貴社に合うのはどんなサービス？他社⽐較表

WelcomeHRは、必要な機能から導⼊。
⼈事労務サービスはいろんな機能がひとまとめになった「パッケージ
型」と必要な機能だけ選んで使える「アラカルト型」に分けられます。
WelcomeHR は「アラカルト型」。お使いの給与ソフトと連携して年末
調整のみご利⽤いただくことが可能です。

まずは年末調整のみペーパーレス化。

他の機能は後からでいい。



2

低コストで
導⼊したい

WelcomeHRは、業界TOPの低価格。
不要な機能に利⽤料を⽀払いがちな「パッケージ型」に⽐べ、必要な機能に
だけ課⾦する「アラカルト型」で料⾦を抑えることができます。

利⽤⼈数が多いから、単価の安いサービスがいい。

初めてのペーパーレス。低コストで始めたい。

貴社に合うのはどんなサービス？他社⽐較表
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専任の
サポートがほしい

貴社に合うのはどんなサービス？他社⽐較表

WelcomeHRは、安⼼サポート付き。
導⼊開始前に使い⽅説明の場を設けるなど、各企業に合わせてオンボーディ
ングを実施。
運⽤開始後も、お困りごとは専任のカスタマーサクセスがサポートいたしま
すのでご安⼼ください。

システム導⼊は不安！

⼿厚くサポートして欲しい！



他社⽐較表
アラカルト型 パッケージ型

WelcomeHR A社 B社 C社

無料トライアル 14⽇間 30⽇間 15⽇間 30⽇間

初回導⼊費 100,000円※1 100,000円 無料 無料

年末調整⽉額利⽤料 35円/名 64円/名 750円/名 400円/名

給与システムからの
データインポート ○※2 × ▲

シリーズ連携のみ
▲

シリーズ連携のみ

年末調整情報のCSV出⼒ ○ ○ ○ ○

進捗確認 ○ × ○ ×

サポート体制 電話・メール 電話・メール チャット・オンライン 電話・メール・チャット

年間
利⽤料

100名様の場合 42,000円 150,000円 900,000円 480,000円
500名様の場合 210,000円 350,040円 4,500,000円 別途⾒積もり

貴社に合うのはどんなサービス？他社⽐較表

※1.初回導⼊費は年末調整システムのみご利⽤の場合に、初年度のみかかります。 ※2.別途お申し込みが必要です（無料）。 ※表⽰⾦額はすべて税抜きです。



導⼊事例
利⽤料⾦ほか
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［導⼊事例］お客様の声

導⼊前からの⼿厚いサポートが決め⼿
⼈事労務管理システムのはじめて導⼊。ITが得意といえない私達に
とっては、とても不安がありました。
WelcomeHRさんはサービスを導⼊する前の準備段階から、しっかり
とサポート。運⽤を開始するまでの2ヵ⽉間、細やかな部分まで⼀緒
にプロジェクトを進めてくださり、無事、スタートを切ることができ
ました。

現場の責任感、⾃信につながった
WelcomeHRを導⼊してから、⼀定の業務を現場に委せることに決め
ました。この「委せた」ことが、結果的に会社全体に良い影響を及ぼ
しました。
システムに不慣れな店⻑が多かったので、もちろん不安はありました
が、とにかくシンプルで使いやすいWelcomeHRの操作に想像以上に
慣れることが出来ていました。それが、店⻑たちの「⾃信」にも繋
がっているのかもしれません。
それからは、各店⻑が⾃覚と責任を持って従業員の労務管理をするよ
うになりました。

チェーンシステムによるレストラン及び
フードコート内ショップの運営
店舗数：239店舗 従業員数：3,451名（2021.11⽉時点）

3,451名利⽤。
⼈事労務と現場の
働き⽅を変えました。

労務管理 年末調整



［導⼊事例］お客様の声

無駄な時間とコストを⼤幅削減
紙媒体のやり取りがなくなり、郵送時間や郵送費といった無駄な時間
を⼤幅に減少できました。

導⼊時のサポートが⼼強かった
導⼊時には従業員、管理者、WelcomeHRの社員と⼀丸になり、会社
のIT導⼊を作り上げることができました。カラオケ事業、ネットカフェ事業

店舗数：218店舗 従業員数：3050名（2022.3⽉時点）

1年⽬は全社協⼒体制が◎
１年⽬は企業全体で協⼒して導⼊することが成功ヘの鍵。
わからないことがたくさんあっても、WelcomeHRのサ
ポートがあるので安⼼です。

従業員が1.5倍に増えても
期間内に完了

労務管理 年末調整 給与明細



WelcomeHR導⼊実績

※ 2022.9⽉時点 / WelcomeHR利⽤企業様（⼀部抜粋）

おかげさまで 店19,889
登録アカウント数 突破！35万⼈利⽤継続率

飲⾷ ⼩売

様々な業種から選ばれ

娯楽 サービス 運送・ロジ 派遣 教育 医療・介護

全サービス総合導⼊実績

99%



年末調整利⽤料⾦

WelcomeHR年末調整の導⼊にあたって

WelcomeHRは年末調整のみのご利⽤が可能です。
貴社仕様へのカスタマイズもお任せください。

初期導⼊費

350,000円

※表⽰は全て税抜き価格です。

l管理者への導⼊説明1回
l使い⽅ガイドのご提供
lチャットでのサポート
l年末調整⽤の簡易個⼈情報フォーム作成

500円多店舗設定

60,000円従業員データインポート

1店舗

+
オプション

100,000円年末調整のみ

年末調整＋労務管理

⽉額利⽤料（1名）

285円

35円

仕様カスタマイズ

年末調整初期導⼊時のサポート

100,000円

当社のテンプレートにお客様が⼊⼒したものをシステ
ムにインポートします

給与システムエクスポートCSV

ご利⽤中の給与システムに沿ったエクスポートCSVを
ご⽤意します



導⼊〜申請のフロー

WelcomeHR年末調整の導⼊にあたって

01
ご契約
〜9⽉

02
準備・設定作業

10⽉

03
申告作業
11⽉

04
年末調整
12⽉

lご発注/ご契約
lアカウント発⾏

l社内広報
l環境設定
lテスト運⽤

lアンケート送付
l控除証明書原本の回収
l申告内容のチェック
l催促・不備の確認

l給与システムとデータ連携
l必要書類をダウンロード

WelcomeHRでは、年末調整前の準備段階からサポートをいたします。
使い⽅やデータのインポートなど、専属のCSがガッチリサポート。
早めの導⼊が年末調整ペーパーレス化成功のポイントです。



おすすめの導⼊時期

WelcomeHR年末調整の導⼊にあたって

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

労務管理
⼊社⼿続き

契約更新 更新⽉ 更新⽉

給与明細
WEB明細

源泉徴収

年末調整

社会保険

昨年のデータとの連携など
事前準備を開始するタイミングで導⼊

12⽉からの利⽤を⽬指して導⼊

契約更新時期を⽬指して導⼊

はじめての電⼦化。いつから始めると効率が良いのか、⼀覧にしました。



Q＆A

WelcomeHR年末調整の導⼊にあたって

Q1.個⼈情報保護やセキュリティ対策について教えてほしい
A.当社はHRソフトウェアの企画・開発・
販売において、ISO/IEC 27001規格の情報
セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）を取得しております。

Q2.従業員がダウンロードできる帳票はどれですか？
以下の申告書をPDFファイルでダウンロードできます。
●基礎・配偶者・調整控除申告書 ●扶養控除申告書 ●保険料控除申告書

Q3.サポート体制はどうなっていますか？
貴社専属のCSがつき、導⼊〜申告までしっかりサポートします。
またサポートデスクにて各種問い合わせ・マニュアルをご⽤意しています。

Q4.給与システムへの連携は、どのソフトに対応していますか？
情報はCSV形式で出⼒が可能です。
CSVデータをインポートすることで現在使⽤している給与システムはそのまま
でお使いいただけます。

Q5.毎年の税制改正には対応していますか？
はい、対応しています。
システム側を税制改正に合わせアップデートしますので、管理者様が作業を⾏
う必要はありません。

Q6.無料トライアルを申し込みたいのですが
下記よりメールをご送信ください。担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

無料トライアルのお申し込み

mailto:sales@welcomehr.jp?subject=%E3%80%90%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%80%91WelcomeHR%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4


無料トライアル

WelcomeHRの導⼊にあたって

無料トライアルのお申し込み

WelcomeHRでは14⽇間の無料トライアルをご⽤意しております。
ご希望の⽅は下記のボタンよりメールをご送信ください。
担当者より折り返しご連絡をいたします。

ナマケモノでも
WelcomeHRを活⽤したら
ウサギのようにスピードアップ!!

mailto:sales@welcomehr.jp?subject=%E3%80%90%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%80%91WelcomeHR%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4


会社概要
ワークスタイルテック株式会社社名

東京都港区南⻘⼭2-15-5 FARO1F所在地

2016年4⽉27⽇設⽴

1億3649万円資本⾦

HRソフトウェアの企画・開発・販売事業内容

CEOドレ・グスタボ経営者

WelcomeHRの導⼊にあたって




