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・各情報入力

（相談）

□ 社会保険労務士事務所と顧問先事業所のネットワーク

社労士事務所社労士事務所社労士事務所

ＣＬＡＲＩＮＥＴ

社会保険労務士事務所顧問先事業所
(総務全般)

各社員

●通勤経路変更申請

●扶養家族変更申請

●銀行口座変更申請

●有給休暇申請

●年末調整

●その他各種申請

●入退社情報

●給与変更情報

●給与明細書

●給与支給控除一覧

●源泉徴収票

●その他必要納品物

社会保険事務所
健康保険組合

公共職業安定所
労働基準監督署

各市町村

労働保険手続 社会保険手続年末調整等

電子申請電子申請電子申請

・給与計算

・労働社会保険の手続

（指導、企画、提案）

顧問先事業所顧問先事業所顧問先事業所

社員



□ クラリネット概要 ＴＯＰページの説明

2007.05.25クラリネットを開始します

2007.05.25社労夢ハウスの研修会です

事業所業所向けに、社労夢ハウスでどんな
サービスが受けられるのかを理解していた
だくための加盟店様別の独自のサイトです。
新着情報なども加盟店事務所様で登録して
いただけます。また、顧問先事業所にお渡し
頂いたＩＤパスワードでクラリネットにログイン
していただく画面でです。

ネットｄｅ受付ネットｄｅ受付

ネットｄｅ就業ネットｄｅ就業

ネットｄｅ賃金ネットｄｅ賃金

ネットｄｅ署名ネットｄｅ署名

ネットｄｅ台帳ネットｄｅ台帳

ネットｄｅ規則ネットｄｅ規則

グループウェア利用サービスグループウェア利用サービス

バックヤードコンテンツプロバイダーＡＳＰバックヤードコンテンツプロバイダーＡＳＰ



ＴＯＰページの続きで、社労夢ハウス・
社労夢ハウスクラブ・様式ダウンロー
ド・サイトセキュリティを紹介しています

□ クラリネット概要 ＴＯＰページの説明

2007.05.25クラリネットを開始します

2007.05.25社労夢ハウスの研修会です

□ クラリネット概要 ＴＯＰページの説明



□ クラリネット概要 ＴＯＰページの説明
あなたの街のコンサルタント

バックヤードコンテンツの紹介ペー
ジで、今後も追加されていくページ
です



□ クラリネット概要 ＴＯＰページの説明
インターネットＷＥＢサービス

クラリネットの内容を紹介し
ているページです



□ クラリネット概要 ＴＯＰページの説明
社労士事務所ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

代表者からのご挨拶、加盟店
様の理念、沿革、アクセスなど
をご紹介していくページです



□ クラリネット概要 ＴＯＰページの説明

顧問先事業所のＩＤパスワードでロ
グイン

顧問先事業所のＩＤパスワードでロ
グイン

加盟店より顧問先事業所に渡していただいたＩ
Ｄパスワードで、顧問先事業所様がログインし
ていただくと表示される画面です。
ここで事業所ごとに設定されている各種サー
ビスがご利用していただけます。

それでは各種サービスをご覧いただきます。



入社、退職等の情報入力

業務受付 資格取得・喪失等処理

進捗状況確認

事業所

社労士事務所

「ネットｄｅ受付」は業務連絡、入社・退職等の連絡を、WEB上で事業所から入力すること
によって、 業務の進捗管理を可能にします。総務担当者の方の業務の軽減を実現し
ます。また、本店・支店と拠点が複数あっても、管理者権限の方は全ての情報の確認
が可能になります。

労働者名簿

※2次リリース予定

ネットｄｅ受付ネットｄｅ受付

インターネットインターネット

営業所

社労夢ＡＳＰと連動



業務連絡は時間、場所を選びません業務連絡は時間、場所を選びません

タイムリーな進捗状況確認タイムリーな進捗状況確認

□ 機能と特長

今まで電話やＦＡＸなどで依頼をしていた業務の連絡、入
社・退職等の手続きの処理がＷＥＢ上で、場所・時間を選
ばず依頼が可能になります。

依頼した処理の進捗がＷＥＢ上で確認でき、いちいち電話
で問合せる必要がありません。また、不足の書類等があれ
ば、コメントが表示されますのでミスが最小限に防げます。
管理者権限の方は、他の支店営業所の情報も一元的に確
認することができます。

労働者名簿は事業所で印刷労働者名簿は事業所で印刷
社労士事務所で処理が完了しますと、労働者名簿が顧問
先事業所の総務担当者で即座に印刷できます。
(※２次リリース予定）

ネットｄｅ受付ネットｄｅ受付



日本社会保険労務士事務所

ネットｄｅ受付ネットｄｅ受付

□ 入社 基本情報画面



日本社会保険労務士事務所

ネットｄｅ受付ネットｄｅ受付

□ ＷＥＢ受付確認画面



ネットｄｅ受付ネットｄｅ受付

□ 進捗状況確認画面



インターネットインターネット

パソコン

サーバ

ＡＳＰシステム

「ネットｄｅ就業」は、全国に点在する支店・営業所等複数の拠点の勤怠情報等を
一括管理することが可能となり、距離を超えたスピディーな対応を可能とします。
また、総務担当様の方の業務を簡素化することが可能になります。

ネットｄｅ就業ネットｄｅ就業

パソコン

社労士事務所



新たな投資が不要新たな投資が不要

あらゆる勤務形態に対応あらゆる勤務形態に対応

業務の簡素化業務の簡素化

全国の支店・営業所を一括管理全国の支店・営業所を一括管理

フレキシブルな設定が可能フレキシブルな設定が可能

□ 機能と特長

必要なものは、 のみ

☆ＩＣカードにも対応可能

PCとインターネット環境PCとインターネット環境

距離関係なく距離関係なく 全国どこでも一括管理可能

1日の労働時間（残業・深夜等）の

自動計算自動計算1週の労働時間（残業・深夜等）の

算定期間の労働時間（残業等）の

に対応
変形労働時間制変形労働時間制

フレックスタイム制フレックスタイム制

ごと個々の勤務形態に対応可能部署部署 社員社員

遅刻遅刻 残業残業 端数処理端数処理

データ出力データ出力 有給管理有給管理
各社のルールに設定可能

ネットｄｅ就業ネットｄｅ就業



日本社会保険労務士事務所

ネットｄｅ就業ネットｄｅ就業

□ 初期画面



□ 勤怠表

7:55     17:10                                            8:00

7:50     17:05                                            8:00
7:52     17:00                                            8:00
7:58     17:00                                            8:00

ネットｄｅ就業ネットｄｅ就業



□ カレンダー

日本社会保険労務士事務所

ネットｄｅ就業ネットｄｅ就業



□ 就業時間

日本社会保険労務士事務所

ネットｄｅ就業ネットｄｅ就業



顧問先事業所で、勤怠入力や支給明細などの印刷ができる給与計算サービスです。
社会保険料などの確認は社労士事務所で行いますので、顧問先事業所は保険料計
算を社労士事務所にまかせて、安心して給与計算ができます。

ネットｄｅ賃金ネットｄｅ賃金



インターネットインターネット

パソコン サーバ

ＡＳＰシステム

手続きの内容確認
後、電子署名

厚生労働省の電子申請システムを使って資格取得・喪失、算定、月額変更などの手続きを処理します、その際
「ネットｄｅ署名」は、WＥＢ上で運用することによって、手続きの内容を確認した後電子署名を行います。全国にある
支店・営業所の手続きを一箇所で管理することが可能となります。

ネットｄｅ署名ネットｄｅ署名



行政機関の時間を気にせず申請行政機関の時間を気にせず申請

申請・届出の用紙が不要です申請・届出の用紙が不要です

行政機関に出向く必要がありません行政機関に出向く必要がありません

複数の手続きをまとめて申請複数の手続きをまとめて申請

新たにデータを作る必要はありません新たにデータを作る必要はありません

□ 電子申請のメリット
24時365日いつでも、どこからでも申請が
できます。また、支店営業所が全国各地に
あっても一箇所で管理ができます。

例えば、社会保険と雇用保険の資格取得の
手続きがグループ申請で一度に行えます。

行政機関に出向く必要がないため、往復時
間や待ち時間等が発生しませんので、事務
処理時間の短縮効率化を図れます。

用紙の必要がありませんので、その都度
記入捺印する必要が無くなります。

社労士事務所に委託している場合、社労
士事務所が管理している情報で電子申請
データを作成しますので、確認して電子
署名するだけでＯＫです。

ネットｄｅ署名ネットｄｅ署名



申請者及び連絡先の確認

□ ネットｄｅ署名の流れ

事業所で申請データ一の内容を確認

事業所

事業主電子証明書を署名

ネットｄｅ署名ネットｄｅ署名



事業所の電子署名を確認

06/1
0

○

06/1
006/1
0

社労士事務所

社労士の電子証明書で署名□ ネットｄｅ署名の流れ

ネットｄｅ署名ネットｄｅ署名

厚生労働省電子申請システム



ネットｄｅ台帳ネットｄｅ台帳

顧問先事業所の総務担当者の方が従業員の基本的な住所や生年月日、健康保
険、厚生年金の等級、保険料 家族情報を閲覧できるサービスです。



ネットｄｅ規則ネットｄｅ規則

就業規則の改定履歴が日付別に閲覧、印刷できるサービスです。



□ １．導入事例

業種：注文住宅の企画立案及び施工

社員数：約60人

営業所数：２ヶ所 浜松、静岡

会社情報

問題点

今まで時間管理がされていなかった。

浜松と静岡の２ヶ所のため一元管理ができなかった。

タイムレコーダーで手集計では時間がかかりすぎ。

現在の受託業務

労務管理コンサルタント

Ａ社

勤怠ﾃﾞｰﾀ

ネットｄｅ就業

社労夢ハウス 加盟店

勤怠データの内容確認

ＩＤＣ

浜松

Ａ社

静岡

導入内容導入内容



業種：ＷＥＢコンテンツ企画制作

社員数：約180人(2006年2月46人)

営業所数：1ヶ所 東京都

会社情報

問題点

急成長（売上2002年7月1,000万円 2006年7月18億）
のＩＴ関連企業で、人の出入りも多く情報の一元管理
ができていない。

①給与情報と従業員情報は別データベースで管理

②社内に個人情報を置きたくない

③給与計算は現状どおりアウトソーシングしたい

現在の受託業務

給与計算、社保・雇用の得喪
導入内容導入内容

Ｂ社

Ａ社

従業員ﾃﾞｰﾀ

ネットｄｅ受付

入社・退職・異動
情報

ネットｄｅ台帳

従業員情報
検索・閲覧・印字

社労夢ハウス 加盟店

社労夢ＡＳＰ

取喪処理

社労夢ＡＳＰ給与

支給明細等

ＩＤＣ

□ ２．導入事例



□ ３．導入事例

業種：研究成果や特許を産業界に対して
広報・普及活動

社員数：約40人

営業所数：３ヶ所（茨城、神田、大阪）

会社情報

問題点

40人のうち20人が茨城で、後が神田、大阪
各地で集計後本部に送付。

①集計業務が、３ヶ所のため時間がかかる

②出張が多く、打刻できないできないことが多い

③フレックスタイム制で、就業時間の管理が面倒

④３ヶ所に分散しているため、上長が管理できない

現在の受託業務

社会保険・雇用保険の手続き業務 導入内容導入内容

Ｃ社

Ｃ社

勤怠ﾃﾞｰﾀ

ネットｄｅ就業

社労夢ハウス 加盟店

社労夢ＡＳＰ

取喪処理

ＩＤＣ

茨城 神田 大阪



□ ご推奨ハードウェア環境

パソコン
・基本ソフト・・・・・・・・・・・・・・Windows２０００／ＸＰ
・ディスプレイ解像度・・・・・・ １０２４×７６８以上

・パソコンメモリ・・・・・・・・・・・５１２ＭＢ以上
インターネット環境
・インターネット回線・・・・・・・ ＡＤＳＬ以上

・Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ・・・・・・６．０以上
その他
・ＰＤＦリーダーソフト・・・・・・・Adobe Reader等無償ソフト

パソコン
・基本ソフト・・・・・・・・・・・・・・Windows２０００／ＸＰ
・ディスプレイ解像度・・・・・・ １０２４×７６８以上

・パソコンメモリ・・・・・・・・・・・５１２ＭＢ以上
インターネット環境
・インターネット回線・・・・・・・ ＡＤＳＬ以上

・Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ・・・・・・６．０以上
その他
・ＰＤＦリーダーソフト・・・・・・・Adobe Reader等無償ソフト



クラリネットの価格

事業所人数 標準価格 標準価格 標準価格 標準価格 標準価格 標準価格

50名まで 7,000 3,500 1,500

100名まで 10,000 5,000 2,000

300名まで 22,000 11,000 4,500

500名まで 34,000 17,000 6,500

1000名まで 64,000 32,000 10,000

5000名まで 20,000

10000名まで 30,000

ネットｄｅ署名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００７－０６－０１現在

サービス名
　ネットｄｅ賃金
（税別月額）

　ネットｄｅ就業
（税別月額）

ネットｄｅ閲覧
（税別月額）

　ネットｄｅ受付

無償コンテンツ

　ネットｄｅ規則
（税別月額）

有料コンテンツ

　最低契約期間：１年間　1年ごと更新
　顧問先への指導が必要の場合は、別途指導料が必要になります

別途 別途

1,500無償無償

１

事
業

所
あ

た

り


