
そのお悩み、Doremingで解決・改善できます！

画期的な勤怠給与プラットフォームのご紹介

雇用確保

働き方改革

「長時間労働」

「生産性」

「コスト削減」
「福利厚生」

「求人力」

「定着率」

Do
企業イメージ

「法令遵守」

「他社差別化」

Mi

Re



勤怠管理～給与計算～給与振込までワンストップ

初期費用 利用料

勤怠管理、給与計算を月額利用料無料でご利用頂けます！
（従業員さまの新規アカウント登録時、1件につき550円(消費税込)のライセンス料が別途必要となります）

＜Doremingの機能＞

＜OKB＞Doremingマイサラリー振込サービス

従業員の方は、働いた分の給与を、給料日前に受け取れます！

Doremingはドレミングジャパン株式会社が運営、提供するクラウド
サービスです。「勤怠管理」「給与計算」「給与振込」「給与即払い
（MySalary）」を備えています。

出退勤

引き出し
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＜MySalaryのイメージ＞

勤怠管理機能

給与計算機能

勤怠管理を簡単に

・日給、週給、月給制、フレックス制に完全対応

・PC、スマートフォン、ICカード打刻に対応

・シフト管理、有給管理、勤務実績も充実

給与計算も自動で

・退勤打刻と同時に税金、社会保険等控除後の日額給与を自動計算

・法令改正、料率変更も自動アップデート

・給与明細もWeb対応

※当社による有償サポートも承ります。

※本サービスは大垣共立銀行（OKB）とドレミングジャパン株式会社の提携サービスです。
ご利用にあたってはDoremingのご契約とは別に、OKBへのお申し込みが必要です。
ご利用条件など詳しくはOKBまでお問い合わせください。

給与振込機能

給与振込も効率良く

・即払い、定例給与、賞与の全ての支払いを一元管理

・給与を自由に受け取れる、自動に支払える



Doremingは、お客様ご自身で各種設定・運用をして頂くサービスです。
お困りの場合は、当社がサポートさせて頂きます。（有償）
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導入サポート申込
MySalary申込

Doreming申込
※QRコードもしくは

URLからお申込できます

現地確認/見積提案
雇用形態（正社員・契約）
勤務形態（通常・シフト）
その他（有休）

Doreming設定サポート
労働条件、給与計算、従業員設定

操作説明/確認支援
給与明細等結果確認

導入サポートが必要なお客様

ヒアリングシートの送付

MySalary申込

Doreming設定

導入サポートが不要なお客様

＜Doreming導入の流れ＞

導入の際、または稼働後の運用に関する不明点は
Web上の質問検索サイトDoremingヘルプセンターを
ご活用ください！
（無償にてドレミングジャパン社よりご提供）

導入サポート
・330,000円（消費税込）～

運用サポート
・132,000円／年（消費税込）
（自動更新。２年目以降、解約可）

※企業規模、設定条件、サポート範囲
に応じて別途見積

本番稼働
※ご要望・条件に応じ段階稼働

運用サポート
各人事セクション（昇給、賞与、
月算・月変、年末調整等）の
お問合せへの電話対応

企業登録

※本シートにてDoremingの導入が
可能であるかを確認させて頂きます

https://d.doreming.com/registra
tion/?intro=629dd8b165f0c10
ae0841e16115101df

本番稼働

労働条件
設定

従業員
登録

シフト
設定

Do

Re

Mi

企業登録
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当社より
ご提供！
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Doremingならこのような解決方法があります。
是非導入ご検討下さい。

福利厚生の充実になるならありがたい。

採用時にもアピールし他社との差別化を

しよう！

バイト選びでの給与項目は第一条件！

給与日を待たずに働いた分を受け取れる

のは魅力！

導入へのキッカケは様々ですが、Doremingは従業員に優しいサービスです。

導入することでお客様のイメージアップに貢献できます！

勤怠管理でリアルタイムに労務時間の管

理ができて、不正打刻や長時間労働の防

止ができる。無償でコスト・業務の削減

が図れるメリットは大きい！

労務実績が適正に管理されるので安心！

申請・承認漏れや36協定アラートなど通

知機能も充実しています。

□求人募集しても集まらない

□採用できても辞めてしまう
□長時間労働が常態化している

□労務管理の集計に時間がかかる

中小企業は2020年4月1日からの時間

外労働の上限規制により、業務を効率

化し、労働時間を適正化することが必

須です。Doremingなら、働き方改革の

第一歩「現状把握」が可能です。

求人に給与の「日払い」を表記すると、

応募数が増えると言われています。

Doreming なら、従業員は給与日を

待たずに働いた分の給与を受け取れる

ため、同等の効果が期待できます。

雇用確保の支援ツールとして 働き方改革の支援ツールとして



管理者項目

従業員項目

Doremingの主な機能一覧

シ フ ト 登 録 を ド ラ ッ グ
入力、パターン入力、自動
入力などでアシストする
様々な機能があります。

MySalaryの事前承認や日別
の給与額、控除額の確認が
行えます。

勤務実績を日別、従業員別
所属別などで様々な角度か
ら確認、集計が行えます。

給与、賞与の計算を行い、
従業員毎の給与明細の確認
振込操作が行えます。

正社員、パート、派遣、
時 給 、 日 給 、 月 給 な ど
様々な労働条件に対応可能
です。

従業員をグループ（店舗、
係、チームなど）に分け
登録できます。従業員毎の
個別設定や、グループ単位
での権限設定も可能です。

日 々 の 客 数 、 売 上 、
客単価、人時生産性、売上
高人件費率の分析が行え、
適正なシフト作成に役立て
ることができます。

残業、遅刻早退、休暇、
勤務可否の各種申請の確認
が行えます。

予定のタスク、作業内容を
登録でき、組織内の作業の
可 視 化 に 役 立 ち ま す 。
また、タスク毎に実績集計
が行えます。

付 与 日 数 、 残 日 数 な ど
従業員毎に有給管理が可能
です。振休代休の残日数も
管理できます。

各 種 社 保 の 設 定 が 可 能
で す 。 地 域 別 の 条 件
設定や、標準報酬月額改定
（計算･届出）が可能です。

シフト管理 勤務実績
勤務実績集計

タスク管理
作業内容集計

予算管理

MySalary 給与賞与明細 申請承認 有給管理
振休代休残数管理

労働条件 従業員
グループ・管理者

社会保険 手当
控除

人事評価 法人口座 帳票出力

資格手当、住宅手当、役員
報酬、技術手当など任意の
手当設定や、税金、社保、
年金以外の任意の控除設定
が可能です。

遅刻、早退、残業回数など
から従業員の勤務状況の
総評を表示します。

MySalary 、給与振込用の
口座を設定できます。
※大垣共立銀行の口座を

ご指定頂けます。

PC、スマホ、カードでの
打刻が可能です。
※カードでの打刻は、Time
Recorderアプリをインスト
ールしたタブレット等が
必要になります。

勤務実績の一覧の確認、
登録、修正が行えます。
シフトや有給の申請が行え
ます。

予定のタスク、作業内容を
登録できます。他のメンバ
ーを招待することもでき、
グループでの作業管理にも
お使い頂けます。

タイムレコーダー 勤務実績
シフト申請

タスク MySalary
給与賞与明細
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事前承認されたMySalary振
込可能額が表示され、働い
た分の給与（手取額）を
申請することができます。

必要な法定三帳簿（労働者
名簿、賃金台帳、出勤簿）
の出力が可能です。

年末調整

Web上で年末調整の準備、
計算から源泉徴収票の作成
が可能です。



他社サービスとの比較

比較項目 Ａ社即払いサービス Doreming 強み

給与即払い機能

企
業
側

初期費用 0円 0円

・給与即払い実績を定例
給与に連携。

（他社は給与計算システムと連携
されておらず、自動反映不可）

ランニング
費用

０円
EBサービス契約必須

2,200円／月～

０円
OKBとのEBサービス契約必須

１,100円／月～

即払い資金 企業準備 企業準備

給与振込
即払い

※利用実績を給与計算
システムと要連携

即払い
定例給与

賞与

その他の機能

<勤怠管理>
初期費用
利用料

お客様毎に各システムを
ご準備頂く必要があり、
初期費用・利用料が必要

月額利用料無料

新規アカウント登録時、 1件
につき550円のライセンス料
が別途必要となります。

・勤怠管理、給与計算、
給与即払いを一元管理。

・訪問又は電話サポートを
有償にて提供。

・税制改正に伴うバージョン
アップ作業不要。

<給与計算>
初期費用
利用料

給与即払い機能

従
業
員
側

手数料
振込手数料

サービス利用料

振込手数料のみ
ＯＫＢあて 55円／件
他行あて 165円／件

・振込手数料以外不要。
・いつでも税金、社会保険

料等控除後の手取額がわ
かり、従業員が必要な
タイミングで受取り可能。

申請額
働いた実績金額の

7割
働いた実績金額の

全額（控除後）

着金

24時間365日
即時着金

※金融機関により時間帯は
異なる

24時間365日
即時着金

※金融機関により時間帯は
異なる

（消費税込）
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KYORITSU COMPUTER SERVICE CO.,LTD. 
共立コンピューターサービス株式会社

〒503-0887 岐阜県大垣市郭町3丁目98番地
＜Doremingのサポートに関する問い合わせ＞
TEL：0120-008611（OＫメイトテレホンセンター内）

受付時間 9：00 ～ 17：00
（土日祝、1/1～3、5/3～5、当社休業日除く）

E-mail：kcs-doreming@okb-kcs.co.jp

サービス提供元 サービス導入支援

従業員
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