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リモートワーク時代に 中堅・中小企業が
最優先で検討すべき勤怠管理システムとは

ユーザーの口コミから見えてくる



1Copyright 2021 ITcrowd Corp.

リモートワーク導入によって生じる勤怠管理の課題

働き方改革の推進やコロナ禍の影響により、リモートワークを導入する企業が急速に増加しています。リモートワーク導入企業
がまず直面するのは、勤怠管理における課題ではないでしょうか。オフィスへ出社しないことによって、従業員は勤務時間を手
入力で報告するという手間が増え、また管理者側は従業員一人ひとりの勤怠状況を正確に把握しづらくなります。
特に中堅・中小企業の場合、総務・人事・経理を一人で兼務している管理者も多く、普段抱えていた集計・管理負担に、リモー
トワーク導入によって生じる負担が上乗せになってしまうことも少なからず起きています。

リモートワークを
導入する企業が増加

従業員側の課題

通常の打刻が

できないから

いちいち手入力で

勤務時間を

報告しなくてはならない

従業員一人ひとりの

勤務時間、勤務場所を

正確に把握しづらい

中堅・中小企業では、総務・人事・経理を

一人で切り盛りしている管理者も多く

そもそも集計・管理負担が大きい…

リモートワーク導入によって生じる従業員側の課題と管理者側の課題、そして
管理者が普段から抱えていた負担増の問題…これらの課題を一掃する方法があ
ります。次ページで紹介しましょう。

管理者側の課題

■リモートワーク導入によって生じる勤怠管理の課題■
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自動打刻・自動集計の機能を有する勤怠管理システムの導入が課題を一掃

ひと昔前まで勤怠管理システムは、多くの従業員を抱えた大企業が利用するシステムと考えられがちでした。しかし最近では、
低価格で、導入の手間もかからない中堅・中小企業向けの勤怠管理システムも続々と登場しており、従業員数が少ない企業でも
十分に導入メリットが得られるシステムになってきています。では、どの勤怠管理システムを選べばいいのでしょうか。
レビューサイト「ITreview」に寄せられたレビュー（口コミ）からそのヒントを探ります。

勤怠管理システムを
導入することで…

従業員側のメリット 管理者側のメリット
チャットツールや

スマホアプリからの

打刻が可能！

リモートワークでも

負担にならない！

位置情報が取得でき

正確な勤務場所を把握できる！

勤怠申請状況や残業時間、

有給休暇の取得なども

一覧画面ですぐに確認できる！

リモートワーク導入によって生じる、従業員側の課題、管理者側の課題は、勤怠管理システムを導入することで解決できます。
勤怠管理システムに搭載された自動打刻・自動集計の機能が、勤怠管理における負担を大幅に軽減してくれます。

■自動打刻・自動集計の機能を有する勤怠管理システムの導入が課題を一掃■

手入力・報告の手間が

不要
集計・管理の負担が

大幅減
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ジョブカン、kincone、 KING OF TIME ユーザーの満足度比較

ジョブカン

■ITreview レビュアーの満足度比較（2021年1月現在）■

kincone KING OF TIME ジョブカン kincone KING OF TIME

<すべてのレビュアー 満足度> <中小企業にお勤めのレビュアー 満足度>

中堅・中小企業の利用者が多いジョブカン、kincone、KING OF TIME ３システムについて、ITreviewのレビュアー満足度比較を
見てみると「機能への満足度」「管理のしやすさ」「サポート品質」でKING OF TIMEがトップ。一方で「使いやすさ」「導入の
しやすさ」「価格」では、kincone が他の2製品より高い満足度です。注目すべきは、中小企業にお勤めのレビュアーに絞り込ん
だ場合、kincone の「管理のしやすさ」がKING OF TIMEより上位になる点。kinconeが、より中堅・中小企業ユーザーに支持
されていることを示しています。
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「kincone」をユーザーはこうレビューしている

ITreview に集まった口コミから見る
「勤怠管理システム kincone」の利用メリット

2018年10月1日にオープンした、法人向けソフトウェ
ア・クラウドサービスのレビュー（口コミ）サイト
「ITreview」。このITreviewの勤怠管理システムカテゴ
リーで「Leader」のポジションを獲得しているのが、
kincone です。勤怠管理システムの導入を検討している
企業の参考指標の1つとして、kincone のユーザーレ
ビューを観点別にご紹介しましょう。

【ITreview Gridとは】
本サイトに集まったレビュアーによる満足度評価と市場の認知度を、
独自のアルゴリズムで掛け合わせた四象限のマップです。

算出方法の詳細について
https://www.itreview.jp/statics/itreview_grid

本
サ
イ
ト
の
レ
ビ
ュ
ー
数
、

公
に
入
手
可
能
な
情
報
の
組
み
合
わ
せ
で
評
価

本サイトに集まったレビューのうちユーザーの
「おすすめ度（10段階）」の平均値にて算出

2021年1月度Grid

ここからは、満足度比較で現ユーザーから高い評価を受けている kincone のレビュー（口コミ）を見ていきます。
kincone は「リモートワークでも便利に使え」「さまざまなツールと簡単に連携でき」「管理しやすく、負担を軽減できる」
勤怠管理システムであることが、レビューから読み取れます。

https://www.itreview.jp/statics/itreview_grid
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「リモートワークでも便利」を評価するユーザーレビュー

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/56481

Pickup!

非公開ユーザー
宣伝・マーケティング
ユーザー（利用者）
ソフトウェア・SI
50-100人未満
契約タイプ 有償利用

コロナの影響でテレワークが多くなりまし
たが、自分のiPhoneをリーダー化したた
め自宅でもICカードの読み取りが可能にな
り大変助かっています。3年前にさまざま
なサービスを比較検討した上で、kincone
を選び大正解でした。導入コストも安いの
で、まずは試してみることをお勧めします。

Pickup!

非公開ユーザー
経営・経営企画職
導入決定者
ソフトウェア・SI
20人未満
契約タイプ 有償利用

LINE WORKSとの連携で
打刻がスムーズ

勤怠管理と交通費精算が
簡単にできる！コスパも良し！

テレワーク時は、LINE WORKSと連携して
「おはようございます」「おつかれさまでし
た」「就業開始」「就業終了」などあらかじめ
設定したワードに反応して自動で打刻してくれ
るので、わざわざkincone上で打刻する必要が
なくストレスがないです。

Pickup!

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/45742 https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/50315

20名未満の小規模企業です。
kincone導入により、出張先も自宅テレワ
ークもGPSでの勤務場所が確認できますの
で、非常に便利です。
これまではExcelで各自で付けた勤務表を手
動集計していました。kincone導入後は、
手動集計も不要となり、非常に便利です。

非公開ユーザー
経営・経営企画職
導入決定者
ソフトウェア・SI
20人未満
契約タイプ 有償利用

小規模企業の勤怠管理で
便利に利用しています

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/56481
https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/45742
https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/50315
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「さまざまなツールとの連携のしやすさ」を評価するユーザーレビュー

Pickup!

サトウ カツヒコ
TANREN株式会社
経営・経営企画職
ユーザー（利用者）
ソフトウェア・SI
20人未満

kinconeは、月額のライセンス費用だけで
ライトに試してみることが可能なのがポイ
ントだと思います。サイボウズのkintone
と連携することで、kintone側に任意の項
目を追加して好きなように拡張することが
でき、企業ごとに異なる管理項目に柔軟に
対応できるのがメリットです。

Pickup!
林 雄次
社会保険労務士はやし労務事
務所
人事・教育職
ビジネスパートナー
会計、税務、法務、労務
20人未満
販売関係者

もう交通費精算を手打ちする
時代は終わりました

イニシャル安く、
お手軽＆kintone連携が便利！

Googleカレンダー/Microsoft 365を採
用している企業であれば、自動SYNCが可
能であり、その作業の簡単さは特筆に値す
るUX体験です。
極論言ってしまえば、15時間くらいの作
業が1時間になってしまったインパクトで
す。

Pickup!

非公開ユーザー
経営・経営企画職
導入決定者
情報通信・インターネット
20人未満

Slack連携して使っています。スタンプで
打刻トリガーできるので、違和感なく使え
るようになっていると思います。打刻され
たときの表示も適度に目立つ感じで、分か
りやすいと思いました。
リモートワークでの打刻管理に役立ちました。

利用フローがややリジッドですが
Slack連携は便利です

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/45934 https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/21641 https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/25792

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/45934
https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/21641
https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/25792
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「管理のしやすさ」を評価するユーザーのレビュー

Pickup!

非公開ユーザー
株式会社ダイレクトマーケ
ティングゼロ
総務・庶務
IT管理者
広告・販促
20人未満

Pickup!
鈴木 知己
アークス株式会社
社内情報システム（開発・運
用管理）
導入決定者
総合（建設・建築）
20人未満
契約タイプ トライアル

全てが簡単になりました！

運用費用も安く済み、効果の高い製品であ
ると感じました。特に位置情報が確認でき
る機能、打刻漏れアラート機能は望んでい
た機能です。勤怠管理だけでなく、日報入
力も同時にできるとありがたいです。
勤怠表が自動作成できるので、社労士に提
出するのに便利です。

機能強化への希望

Pickup!

和田 剛直
社会保険労務士法人おむろ
人事サービス
経営・経営企画職
IT管理者
50-100人未満
契約タイプ 有償利用

以前は勤務表（Excel）を社員個々で作成
し提出。kinconeの導入で、各職場・拠点
でカード認証が可能に。勤怠申請もワーク
フロー機能を使用しリーダー・マネージャ
ーの管理工数を削減できました。勤怠情報
の一元管理が可能となったことで、分析作
業も効率的に行えるようになりました。

勤怠管理が
とても楽になりました！！

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/27022 https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/57975 https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/56495

今までは、勤怠管理・交通費精算をすべて
Excelで管理をしていました。回収した勤
怠・清算書はすべて月末に事務が手打ち。
作業時間に2週間ほどかかっていました。
kinconeさんを利用してから2週間かかっ
ていた作業が今では1日～2日程度で終わ
ります。本当に助かっています…。

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/27022
https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/57975
https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/56495
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kinconeは、中堅・中小企業が最優先で検討すべき勤怠管理システム

iOS端末、もしくはNFC対応
のAndroid端末があれば、す
ぐにスタートできるので導入
コストも最小限です。
※カードリー
ダーとの接続
が必要な機種
もあります。

出勤時と退勤時にICカード
を端末にタッチするだけで
交通費も同時に読み取り記
録します。

LINE WORKSやSlack、
Chatworkと連携しチャット
で打刻可能。Googleや
Microsoft 365のカレンダー
と連携で
交通費の
訪問先を
自動入力。

わずか月額200円（1従業
員）だけ！毎月の無駄な業
務の削減が叶います。5従業
員からご利用いただけます。

問い合わせ先 株式会社ソウルウェア
kinconeカスタマーサポート cs@soulware.jp https://soulware.jp

管理者一人当たりの業務量が膨らんでしまいがちな中堅・中小企業こそ、勤怠管理システムの導入によって得られるメリットは
大きいと言えます。 4つの特長を持ち、リモートワークでも便利に使え、さまざまなツールと簡単に連携でき、管理しやすく、
負担を軽減できる kincone は、交通費も自動精算。従業員一人あたり月額200円の低コストで利用が可能です。中堅・中小企業
が最優先で検討すべき勤怠管理システムが kincone なのです。

勤怠と交通費を
同時読み取り

他社サービスと
つながる！

スマホがあれば
すぐ始められる！

月額200円の
低コスト！

mailto:cs@soulware.jp
https://soulware.jp/
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