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現状の分析STA-CO[スタッフ・コネクト]

ペーパーレスとなることで資源節約にもつながるため、

エコ・環境配慮を方針としている企業様にも推奨されます



現状の分析操作方法 [スタッフ側の操作について]

ログインしたら、タップで終了
ブラウザでログイン画面を出しておけば、打刻は[出勤] [退勤] をタップするだけで完了となります。

報告書/コメントを記入することも可能です。

打刻時に、GPS機能により現在地も送信されます（端末で当機能をオン（送信の許可）をする必要があります）。

※画面は開発中のものです



現状の分析操作方法 [管理者側の操作について]

パソコンで カンタン管理
管理者用（人事担当者・総務部長・社長など）のアカウントで、

打刻されたデータの閲覧・編集・ダウンロードなど、一通りの管理機能を使うことができます。

「打刻をしないけれども人件費は発生する」という外注スタッフの記録や、経費申請なども可能です。

※画面は開発中のものです



現状の分析基本機能の詳細

ＴＯＰ（打刻）

ログインした直後のＴＯＰページ。

「打刻」 をはじめ、

「休暇申請」「経費申請」

「本日の出勤（管理者）」などの

各項目を記入するページです。

基本機能
ＴＯＰ(打刻) マイページ 経費申請 勤怠管理 各種登録

管理者アカウントでは、

現在社員がどこに勤務（出勤中/退勤中）しているかの

リアルタイムな一覧も表示されます。

また、社員の打刻データを編集することも可能です。

出勤・退勤ボタンをタップするだけで、
タイムカード打刻ができます。
また、打刻した位置情報（GPS）の記録もできます。

毎月５００円で、勤怠管理に関するこれらの機能がすべて含まれます。 「スタッフ」と「管理者」どちらも同じ金額で使えます。



現状の分析基本機能の詳細

基本機能

マイページ

行動スケジュールを記載しておくことができます。

他の社員と同行するような場合は、一人が記入すればその他社員にも反映されます

（「参加者」にチェックをする）

管理者アカウントでは、

全員のデータを閲覧可能です。

ＴＯＰ(打刻) マイページ 経費申請 勤怠管理 各種登録

社員の１週間の予定を一覧表で。
チーム全員のスケジュールを把握して、業務効率化をはかりましょう。
枠をタップして、カンタンに入力できます。

毎月５００円で、勤怠管理に関するこれらの機能がすべて含まれます。 「スタッフ」と「管理者」どちらも同じ金額で使えます。



現状の分析基本機能の詳細

基本機能

経費の管理

経費一覧閲覧画面では、

一般アカウント（社員スタッフ）は、

自身が記入した経費データのみ閲覧でき、

管理者アカウントでは全員分の経費データを閲覧できます。

交通費や備品購入費などの経費を申請（記録）します。

画面にしたがって日付や金額等を入力し「登録」を押すだけの、

簡単操作で行えます。

ＴＯＰ(打刻) マイページ 経費申請 勤怠管理 各種登録

「経費申請を、計算して紙に書いて経理部に持っていく」、
そんな手間を省いて、スタコ内で
申請から承認まで完結させましょう。

毎月５００円で、勤怠管理に関するこれらの機能がすべて含まれます。 「スタッフ」と「管理者」どちらも同じ金額で使えます。



現状の分析基本機能の詳細

基本機能

勤怠の管理

管理者アカウントでは、

全社員の打刻されたデータをいつでも閲覧でき、

・月ごとの勤務表

・給与明細を作成する際のまとめ

などに活用できます。

以前、紙タイムカードを使っていた時代では

長時間かけて手入力していたような作業の

手間を大幅に軽減できるでしょう。

ＴＯＰ(打刻) マイページ 経費申請 勤怠管理 各種登録

タイムカード打刻されたデータは、ここでいつでも閲覧可能。
また、編集や削除もできます（管理者のみ）。

毎月５００円で、勤怠管理に関するこれらの機能がすべて含まれます。 「スタッフ」と「管理者」どちらも同じ金額で使えます。



現状の分析基本機能の詳細

基本機能

各種登録

以下の項目は管理者アカウントであらかじめ登録をしておくことで記録をスムーズ化します。

１．勤務地 （例：本社、支店・・など）

２・利用者 （打刻をおこなう社員。スタッフか管理者かを選択できる）

３・外注スタッフ （打刻は行わないが、共に業務を行い外注スタッフなど）

４・レンタル機材

ＴＯＰ(打刻) マイページ 経費申請 勤怠管理 各種登録

報告書を書くときなどに
「同じ現場」なのに、人によって「異なる書き方」になってしまわないように、
ここであらかじめ名称を登録しておきます。

（この機能はSTA-COの入力作業をスムーズにするためのものとなります）

毎月５００円で、勤怠管理に関するこれらの機能がすべて含まれます。 「スタッフ」と「管理者」どちらも同じ金額で使えます。



現状の分析上級機能について

日報

一般的な日報として、勤務場所や内容などを記録。

オプションにより日報に画像添付する機能を追加することもできます。

管理者アカウントでは、

社員・月・現場ごとに日報を閲覧できます。

また、エクセルでのダウンロードも可能です。

上級機能
週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳 請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

スマホで書いて提出できる日報。
会社に戻ってパソコンを立ち上げる手間も省けるでしょう。
書類形式のカスタマイズも可能です（別途費用）。



現状の分析上級機能について

上級機能
週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳

週報

請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

「週に１度の会議」を想定した報告書を作成・編集できます。
作成後はその日の参加者全員分の報告書を表示・印刷をして、
それを見ながら会議すると効率が良いでしょう。



現状の分析

上級機能

議事録

会議の議事録を作成しておき、後からいつでも閲覧できます。

また読んだら「確認済み」にチェックでき、誰が読んだか読んでいないかも分かります。

１回しか読まない書類を印刷し保管場所も取ってしまうより、ペーパーレスにデータ化がお勧めです。

上級機能について

週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳 請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

会議の議事録を作成できます。
週報と一緒に使うと便利！
議事録を誰が読んだかチェックする機能もついています。



現状の分析

上級機能

情報共有

掲示板のように、社内共有しておく伝達事項をアップ

しておくことができます。

（例 カレンダー、営業報告、年間イベントスケジュール

お知らせ、就業規則、書類テンプレート、業務引継ぎ、他）

WordやExcelなどのファイルを添付しておくことも

可能になっています。

（オプションの「画像添付」と同様に、サーバー容量として

10GBごとに5000円かかります。）

上級機能について

週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳 請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

掲示板のように伝達事項を表示できます。
社内のちょっとしたニュースや
会社イベントのお知らせなどに最適！



現状の分析

上級機能

店舗運営（売上）

上級機能について

【この機能についての注意点】

レジとの連携には諸条件があり、

環境によっては出来ない場合があります。

ご相談には応じさせていただきますが、

ご希望に沿えない可能性がある旨ご了承ください。

週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳 請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

IpadアプリのＰＯＳレジ（例えばSquareなど）と連携して、
売上をスタコに記録しておくことができます。



現状の分析

上級機能

店舗運営（人事）

STACOアカウントを持っていないアルバイト用の打刻や、

個人スマホ持ち込み禁止の店舗などで活躍する機能です。

上級機能について

週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳 請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

レジに備え付けの出退勤タイムカードとして、
シフト管理用として・・など、
人事面にも応用できます。



現状の分析

上級機能

現金出納帳

会社（本社 / 支店 / 店舗など）にある金庫の現金について、

一般的な出納帳と同じように、入金・出金を記録

することができます。

ネット上で管理することによって、会社に帰ってから

エクセルで作業するよりも早く、リアルタイムに

お金の動きをチェックすることができるでしょう。

上級機能について

週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳 請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

会社の金庫の現金の入出金管理。
「支店のデータを本社でいつでも管理したい」
という時も便利です。



現状の分析

上級機能

請求書

別途作成した伝票等からデータ集計して請求書に反映させることもできます。

※書式のマスタマイズをご希望の場合、別途作成費用がかかります（初回費用１回のみ）

上級機能について

週報 議事録 情報共有 店舗運営（売上） 店舗運営（人事）

現金出納帳 請求書

日報

STA-COでさらに多くのことが可能となる「上級機能」を、ご要望にあわせて追加することができます。１社あたりの月額費用がかかります。

請求書もクラウド型にすることで、
作成・編集がインターネット上でいつでも可能となり、
外出先や自宅からでも操作できて利便性が向上するでしょう。



現状の分析

基本プラン の価格設定

基本プランの価格

社員１人あたり500円 ＋初期費用25,000円（１社で１回のみ）、で すぐにご利用可能

この料金に含まれるもの （通常の打刻に関することはすべて可能です）

500 /

500 /

25,000 / 1

●スマホ・携帯・パソコン等でタイムカード打刻できる機能（出勤・退勤）

●GPS機能により、打刻した場所を記録できる（各端末で許可する必要があります）

●管理者アカウントによってデータの編集・削除などができる

●データをcsvでダウンロードができる

●会員専用オンラインマニュアルをいつでも閲覧できる

従来のタイムカードとの比較

タイムカード機・ラック 12,000~35,000円

運用 紙・インク・電気 数百円以上

保管場所費 段ボール数個ぶん

25,000円

500円

0円

まとめる手間費 毎月数時間の人件費 0円（打刻・報告書ともにはじめから電子データ化）

※



現状の分析

上級プラン の価格設定

上級プランの価格 （お申込みいただいた場合のみ）

人数 1～20名 21～50名 51～100名 101～200名 201～500名 500名以上

1 日報 20,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

2 週報 12,000 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000

3 議事録 12,000 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000

4 情報共有 8,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

5 現金出納帳 28,000 70,000 140,000 210,000 280,000 350,000

6 請求書 40,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

7 日報+週報+議事録 36,000 90,000 180,000 270,000 360,000 450,000

8 週報+議事録 20,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

9 オールインワン(1-6set) 96,000 240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000

上級プランの金額表
１社（１事業所）/１月 あたりの金額。
社員数の規模に応じての価格設定となります。

（例）社員３５人（= STA-COの申し込みアカウント数が３５）の会社（支店を持たず本社のみの場合）で、上級プラン「週報」と「議事録」を付けた場合、
２１～５０名の欄の８番「週報＋議事録」 50,000円となり、
基本プランが 500円×35人=17,500円 ですので、
上級プラン50,000円 ＋ 基本プラン17,500円 = 合計67,500円 / 月 となります。

（１社で複数事業所（支店/営業所/それに該当する拠点等）を
お持ちの場合は、別途追加費用がかかります）



現状の分析導入の流れ

お問い合わせ

試用についてご連絡

試用開始

開始の流れ連絡

ご契約

正式利用開始

月末人数×500円の御請求

事前のご確認事項

(1) インターネット接続環境は含まれません。（各種携帯電話回線・wi-fi等をご用意ください）

(2) 外部サーバーを使用する性質上、サーバーメンテナンス等により一時的にご利用できなくなる場合もあります。

(3) 打刻データは、定期的にダウンロード・バックアップしておくことを推奨いたします。

(4) ＧＰＳ機能も使用する場合は、端末での許可をオンにする必要があります。

お客さま お客さま お客さま

弊社 弊社

3

まずはお気軽に

お問い合わせを

無料で

試してみる

利用開始！



現状の分析

オプションメニュー

報告書作成時に、画像添付も可能にする

当オプションを追加することにより、画像を添付して送信が可能となり、

画像はサーバー上に保管されます。

●当オプションにはサーバーの容量追加が必要となります。

１企業 10 GB あたり 5000円/月 （サーバー容量＋メンテナンス管理費込み）

5,000円（１０ＧＢごと） ／月

画像添付機能

データ保管期間を、１年から３年に延長

打刻したデータはサーバー上に記録され、通常プランでは１年間保管されます。

延長オプションを追加することにより、この保管期間を２年延長し、

３年間に延長することが可能です。

●ご注文の翌々月以降より、可能となります。

変更時に手数料 5,000円

延長期間中 200円/月

で３年に延長可能となります。

200円／月

データ延長プラン

各種オプション [追加できる機能について]

保管３年 画像添付機能 書式カスタマイズ 請求書発行 メールサポート

※定期的（例えば、月ごと）にcsvダウンロードをして

ローカルに保存することを推奨しており、

これを行えば保管期間は１年でも十分です。

[ ]



現状の分析

オプションメニュー

ご希望の書式にカスタマイズ

貴社で普段使用されている人事管理表のフォーマットと同じように

画面表示をしたい、といったご要望がある場合は、個別対応をいたします。

（内容/形式によっては、技術的に不可能な場合や

長期的な時間のかかる場合もあるため、まずはご相談ください。）

●まずはご希望フォーマット（Excelデータ等）をお送りいただき、

弊社にて拝見・調査をした後、カスタマイズ費用のお見積もりをいたします。

（ 別途お見積り ）

お好みの書式にカスタマイズ

各種オプション [追加できる機能について]

保管３年 画像添付機能 書式カスタマイズ 請求書発行 メールサポート

その他のオプション

●請求書・領収書の発行

基本、ＰＤＦをメール送信でご対応させていただきます（無料）

紙面で郵送をご希望の場合は手数料をいただきます （手数料 2000円/月）

●メールサポート

常設されているオンラインマニュアルがありますが、さらにご不明な点は

メールでも対応をいたします（通常０～２営業日前後で返信をいたします）



現状の分析

お申込みの前に、まずは試用（無料）をお勧めいたします

実際に使ってみて印象と異なる部分がないよう、まずは初めに試用（無料）をしてテストをおこなってから、お申込み/ご契約へとお進みください。

その他、よくある質問や補足事項など

まずはじめに行うのは、社員登録

お申し込み後、まずはじめに「管理者１名」のアカウントを発行してお渡しします。

その他のスタッフ/社員を登録していくのは、その管理者が登録ページから行っていただくのですが、

お申込み時に限り、別途指定のエクセルに氏名やメールアドレスその他を記入していただければ、スタッフの登録はこちらで代行いたします。

社員数が多くて、全員分を１人ずつ記入するのが大変な場合はこの方法が便利ですので、お問い合わせください。

データ保管とバックアップ

打刻や記入したデータは、CVSとしてダウンロードできるようになっています。

（現時点では、ダウンロードボタンは各項目ごとに散らばって配置されていますが、１クリックでの一括ダウンロードボタンも準備しています）

当運営本部でもバックアップやセキュリティ対策は行っていますが、万が一に備えて、ユーザー様側でも定期的（毎月）にデータをダウンロードして

ローカル環境（会社内のパソコンやハードディスクなど）に保管していただきますよう、お願いします。


