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 『台帳』とともに振り返る����年 
   緊急事態を救った『台帳』の機能たち 

【導入事例】ܢ�時間で電子申請対応事務所ܣに 

  意外と知られていない！？『&HOOV給与』活用術 顧問先と使う『&HOOV給与』 

   ユーザー直撃インタビュー 私たちはこうして顧問先に『&HOOV給与』を導入しました   

【予告】����年リリース 「データ共有」機能  

   事務局長に聞いた！ 「&HOOVアカデミー」の魅力 
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�������� ��������以前 

電子申請データは保存され続ける。 

�������� ��������以前 

�年を超えた電子申請データは消滅し、�年未満の電子申請データのみ保存される。 

 

『台帳』とともに振り返る２０２０年  
 

 

外部環境の変化が大きい年でした。新型コロナの影響で私たちの生活様式は一変し、働き方も大きく変わ 

った����年。１年前には想像できなかったスピードでテレワークが普及し、デジタル化も加速しました。 

ソーシャルディスタンスは守り続ける中、『台帳』とは ܢ密ܣ�だった方も多いのではないでしょうか。 

����年の『台帳』バージョンアップは全部で９回！ 

ܑバージョンアップとは別に、臨時対応として「ツール」の提供をさせていただきました。 

さて、『台帳』にまつわる出来事とともに、����年の�年間をハイライトで振り返ってみたいと思います。 

 

「電子申請データ長期保存サービス」（1月） 

「&HOOVドライブでずっと電子申請データを保存したい」という皆様のご要望から生まれたサービスが 

スタートしました。『台帳』では、&HOOVドライブ（クラウド環境）で電子申請データを管理しています。 

日に日に増え続ける電子申請データに対して、クラウドストレージは有限であるため、 

&HOOVドライブにおける電子申請データの保存期間は「�年」となっています。 

「�年」の制限を解除して&HOOVドライブで保管をご希望の場合は、本サービスのお申し込みが必要と 

なります。『台帳』保守契約と同時にお申し込みください。 

ܸすでに本サービスをお申し込みの方で、次回『台帳』保守契約日の到来時点で本サービスのご契約が 

 ない場合、�年を超えた電子申請データが消滅します。消滅したデータは復元できませんので、 

 ご注意ください。 

 

例）『台帳』保守契約開始日（����年�月�日）が到来した場合 

「電子申請データ長期保存サービス」有 

 

 

 

 

「電子申請データ長期保存サービス」無 
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検索と抽出 

保険料通知 

まずは、「検索と抽出」で
全事業所の対象者を確認
してから、事業所ごとに
「保険料通知」でお知らせ
を作成 ！ 

雇用保険高年齢被保険者の保険料免除措置終了に伴う機能（�月） 

雇用保険の適用拡大により、����年（平成��年）�月�日以降、��歳以上の労働者についても「高年齢被保

険者」として雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として����年（令和元年）度までは満��

歳以上の高年齢労働者に係る雇用保険料は免除されていました。当該経過措置の終了に伴い、����年 

（令和�年）�月�日からは、高年齢労働者に係る雇用保険料も徴収の対象となりました。 

そこで、対象となる被保険者の方に向けたお知らせの作成ができるよう、対応しました。 
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厚生年金上限該当被保険者 抽出＆お知らせ作成ツール（7月・9月） 

����年�月�日より、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級（��級・��万円）の上に 

�等級が追加され、上限が引き上げられました。 これに伴い、上限に該当する被保険者については、 

新たな標準報酬月額が割り当てられ、保険料が変更となることに先立ち、上記改正に対応するツールを 

ご用意しました。 

お知らせは早めに、しかし個人情報の等級変更は適切なタイミングでできるように、下記ઑの機能を 

搭載したツールを�月に、ઑにઓを追加したツールを�月に、２段階でご提供しました。 

�ઑ【該当者抽出】上限該当被保険者を抽出 

�【お知らせ作成】事業主向けの保険料のお知らせを作成 

�ઓ【個人情報更新】『台帳』の個人情報の等級を新等級に更新 

�月 第�弾 

�月 第�弾 
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算定公文書チェック（9月） 

電子申請後に発行された公文書と『台帳』に登録されている個人情報に相違がないかを確認し、  

データの整合性を保つためのチェック機能として生まれた「公文書チェック」機能。 

����年�月のリリース以降、雇用保険および社会保険の資格取得届のみの対応でしたが、����年�月から 

「算定基礎届」でも利用できるようになりました。（「試用版」としてご提供） 

ਉ�����年の算定事情 

新型コロナウイルスの影響で、一時帰休が多かった����年。同じ会社でも一時帰休している人と 

していない人がいたり、$さんは�月から一時帰休につき �・５・６月休業手当支給、 

%さんは�月から一時帰休につき �・６月休業手当支給というように、休業月が異なっていたり。 

さらにコロナ月変に該当したりܬとにかく複雑でした。 

一時帰休が解消してない場合、報酬月額の算定

時に休業手当等の支払いがあった月を対象とす

るため、算定基礎届の作成はほぼ例年どおりの

方法で比較的スムーズに作成できたのではない

かと思います。 

 

しかし、問題は休業が解消している事業所の算定基礎届。一時帰休が解消している場合、「報酬月額の算定

時に休業手当等の支給月を対象から除く」という作業が発生し、かなり大変だったはず。いずれにしても、

誰が、何月に休業したのかを正確に把握しなければならず、漏れがないように賃金台帳をくまなく確認し、

備考欄への入力が必要でした。そのため、「前年と比べて�倍かかった！」という声も。 

例年以上に汗と苦労がにじんだ算定基礎届だったのではないでしょうか。 

算定基礎届の電子申請後は、『台帳』で個人情報の「標準報酬月額」の更新が必要です。更新時は公文書

（健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書）をもとに、慎重な操作が求められます。 

マスターデータの個人情報に誤りがあると、保険料計算をはじめ、届け出の作成等にも影響が生じるため 

です。だからこそ、「公文書は入念に確認したい」というのが申請者の心理ではないでしょうか。 

算定公文書チェックでは、公文書と電子申請時に『台帳』で作成した算定基礎届の「保存データ」を比較

し、それぞれの健保等級と厚年等級に相違がないかをチェックします。公文書と保存データを凝視しなくて

済みます（笑）イレギュラーが多かった����年、本機能がお役に立ちましたでしょうか？ 

「相違データなし」 

となればOK！ 
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、雇用調整助成金の特例措置が実施されたことを受け、雇用調

整助成金の申請書作成ツール「雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症関連）」を����年�月��日に 

リリースしました。リリース以降、皆様から弊社ツールの変更対応を望む声を多数お寄せいただき、 

����年�月��日に第�弾をリリースしました。 ܸ第２弾を以て、対応は終了しています。 

 

雇 用 調 整 助 成 金 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 関 連 ） 

【番外編】申請書作成ツール （�月・�月） 

● セルズソフトユーザー / 非ユーザー 問わず利用可能  

● 無料 

● ([FHOベース 

● サポートなしでも利用できるわかりやすさ 
 

すべての方に利用していただけたツールで

すが、『台帳』ユーザーの方は、ソフトに

登録されている「会社情報」および「従業

員情報（個人情報）」のデータを本ツール

へ取り込みできた点が利点でした。 

ツールの概要 

経済産業省のHPに掲載されました 

『台帳』ユーザーはより便利に使えた！ ポイント 
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今だから言える裏話。 揺れた�月・�月、そして�月。 
 

ਉ�雇調金ツール、利用対象者はユーザーのみか否か？ 

この点については、社内で協議し、最終的にはユーザー / 非ユーザーを問わず、すべての方に利用 

していただけるツールとして提供しました。困っているのは皆同じであり、緊急事態だからこそ、 

１人でも多くの雇用を守るためのお手伝いができればという思いで。 

ਉ�どこまで対応するのか？ 

本ツールリリース後、予想を上回る反響がありました。 

リリース後ほどなくして大幅な様式変更が発生したことから、その変更対応を望む声を 

多数お寄せいただき、第�弾ツールの準備を進めました。 

ところが、とくに�月中は�日に�度ぐらいの頻度で様式が変わり、変わっても「変更点」が 

明らかにされていない状態。どこが変わったのかを新・旧の様式を見比べて確認する以外に 

方法がなかったのです。緊急事態ということもあり、行政の様式やルールの明示が追い付いておらず、 

弊社がツールを作成しては変更が発生し、作成しては変更ܬ。繰り返される変更に悩まされ、 

いつ時点の様式をベースにするのか、いつリリースするのか、情勢と照らし、様式の「確定度」 

を見極めながらの調整にかなり難航したことがありありと思い出されます。 

実は、第�弾ツールのリリースに際して、「もっとこうしたい」と機能を拡充する案もありましたが、 

急場を凌ぐことを先決とし、皆様へ少しでも早くご提供できるよう、第２弾での機能追加は最小限に 

とどめました。 

 
「ありがとう」 そのひとことに ありがとう  

本ツールをリリース後、多くの方からあたたかいメッセージをいただき、 

スタッフ一同、心から励まされました。誠にありがとうございます！！ 

弊社は、今後とも専門性と品質のさらなる向上を目指し、お客様に寄り添った 

「かゆいところに手が届く」サービスを提供してまいります。 
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カレンダーの初日を入力後、 

休日の設定をすればカレンダーが

完成！操作自体は、いたってシン

プルにもかかわらず、その僅かな

操作の裏側では、�年単位の変形

労働時間制における時間・日数・

週を自動集計し、限度チェックを

素早く行います。 

厚生労働省のホームページから

ダウンロードできる「モデル就業

規則」にはない「コメント」が挿入

されています。変更が必要な箇所

にマークがついているため、 

スムーズに編集できます。 

就業規則がない事業所から 

助成金の申請を依頼された場合

など、スポットで業務を受託する

ときにも役立ちます。 

カレンダー 

就業規則 

緊急事態を救った『台帳』の機能たち 雇用調整助成金の 

申請時にも大活躍！ 
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平均賃金 

雇用調整助成金の受給金額を算定する際や、休業手当を支給せざるを得ない場合などには、 

平均賃金の計算が必要になります。 

賃金の実績値を入力するだけで、カンタンに平均賃金の計算ができます。 

『台帳』には、本紙でご案内した以外にも 

さまざまな機能が搭載されています。 

『台帳』を「もっと知りたい！」 

「もっと活用したい！」という方に向けて、 

各種イベントを開催しています。いずれも 

「=RRP」での開催です。お気軽にご参加 

ください。ܸ詳しくは、弊社オフィシャル 

サイトをご確認ください。 

 

『台帳』導入説明会 対象：導入前の方 

セミナー形式となります。『台帳』がどのようなソフトなのか、 

概要を掴みたいという方、『台帳』でできる電子申請の流れを知りたい 

という方におすすめです。 

  個別相談会（ソフト体験デモ）対象：導入前の方 

マンツーマンでソフトのデモンストレーションをご覧いただけます。 

本サービスでは、システム導入前のご質問にその場ですぐにお答え 

できるのが利点で、気になる機能の動作検証も可能です。 

『台帳』活用座談会 対象：『台帳』をご利用中の方 

少人数制の勉強会です。『台帳』をより活用していただくための 

情報や実務のお役立ち情報をご案内します。 

参加者同士の情報交換も大歓迎です。 
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「人を育て、人を活かし、社員と会社の成長のために0（マインド）×6（スキル）×0（モチベーション）の全ての向上を

目指し、成果を生み出すための支援を行う」ことを理念とし、宮崎県宮崎市で�名体制で事務所を運営されている 

ウチヌノ人事戦略事務所様。����年�月��日より電子申請に対応しました。電子申請導入の経緯と今後の展望について、 

代表の内布誠さん（写真左）に「=RRP」でお話を伺いました。 

 

 

 利便性はわかっているけれどもܬ 

 ？導入前の「電子申請」の印象はいかがでしたかܛܛ

「環境さえ整えばどこからでもいつでもできるから楽だよ」と知り合いの社労士から電子申請の利便性は

聞いていました。電子申請が普及し始めた頃は、説明会にも足を運びました。そのときに見たのがH-*RY

でデータを直接入力して電子申請するやり方だったんですよね。それがえらい大変だなという印象で、

はっきりいって「面倒」、いつか業務ソフトでやろうと思い、そのときは電子申請を断念してしまい 

ました。 

 

 ハローワーク担当者のひとこと 

 。電子申請を導入しようと思ったきっかけを教えてくださいܛܛ

去年だったかな？ある日ハローワークへ行き、顔なじみの窓口の方と何かの話をしていたときに、 

「先生くらいですよ！（窓口に）来るのは」と言われてしまってܬさすがにちょっとこたえました�笑� 

これはまずい、恥ずかしいという思いが急に沸き上がってきました。ずっと「やろう、やろう」と思って

いましたけれど、このひとことがきっかけというか、引き金になりました。早く電子申請しなければと 

思い、それで����年は何としても、と。 

そんなときにセルズさんから「電子申請個別サポート」のご案内をいただき、申し込むことにしました。 

お恥ずかしい話、ずっと電子申請をやろうと思っていたものの、いわゆるܢ埒が明かない状態ܣだったん 

です。����年は何が何でも電子申請しようと決めていたので、渡りに船でした。 

 

【導入事例】2時間で “電子申請対応事務所 ”に 

『台帳』ユーザー / ウチヌノ人事戦略事務所 内布 誠 氏 
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 その日のうちに体感 個別サポートの効果 

 ？個別サポートの効果はいかがでしたかܛܛ

個別サポートを申し込み後、サポート当日までに取得・喪失（雇保/社保）の手続き案件を用意するよう

にと担当の方から言われていたので、準備して当日を迎えました。当日はマンツーマンで教えていただき

ながら、電子申請できる環境を整えることができました。また、事前に用意していた取得と喪失の手続き

もその場で電子申請し、�時間のうちに電子申請に対応できるようになりました。 

他の手続きは、後日自分でマニュアルを見ながら進め、わからないときはサポートセンターへ質問する、 

というような感じで進めましたね。なんと今年の夏は、年度更新と算定基礎届もクリア！ 

おかげさまで、今では一通りの手続きが電子申請できるようになりました。 

 

「個別サポート」という選択 

 ？個別サポートを利用しないという選択もあったと思いますが、いかがですかܛܛ

正直言えば、本当にやる気になれば自力でできたかもしれません。でも、最初の設定とか大変じゃない 

ですか、そもそものところが。電子申請自体をやる・やらないのところはそうでもないですけれど、 

「環境整備」がいちばんのハードルだと思っています。私はそこを早く何とかしたかったので、有償でも

個別サポートをお願いしました。たぶん初期設定を自分でやろうと思ったら、マニュアル片手にやらなく

てはいけない。その時間がもったいない。「時間を買う」ではありませんが、それならいくらか有償でも 

サッとできる環境を整える方がよいと思いました。 

個別サポートは、:(%を使いながらセルズの方と一緒に進めることができましたし、時間もたっぷり 

確保していただき、すごくわかりやすく、たった�時間で電子申請の垣根がぐんと低くなりました。 

 

 コケると痛いから気を付ける 

 。電子申請導入後の様子を教えてくださいܛܛ

個別サポート時にセルズさんから事前に注意事項を聞いていましたが、それでもはじめの頃は失敗も 

しました。頭では理解したつもりでも、やってみて初めてわかるというか、こういう場合はダメなんだ、 

こうすればいいんだ、と実際にやっていくなかで徐々にノウハウが蓄積されてきた感じでしょうか。 

ふりがなや機種依存文字といった、電子申請のルールに基づくデータ登録の問題など、申請した後に 

不備として返戻されたことにより理解できました。コケないとわからないんですよね(笑) 

コケると痛いから次回気をつけるようになる。たとえコケても、これはすでに歩いたり、 

走ったりしている状態なので、あとはただ気をつければよいだけのこと。 

はじめの一歩が大事なんだと今はつくづく思いますね。 
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 環境さえ整えば、後はカンタン。 

 ？電子申請導入時に最も苦労されたことは何ですかܛܛ

電子申請自体は全然難しくないのですが、環境整備がいちばんネックでした。 

はじめの設定がܬね。そう思って私は個別サポートを申し込みました。 

それさえクリアできれば、後は思っていた以上に簡単でしたね。 

 

『台帳』の電子申請サポート機能 

 ？電子申請時に「あってよかった！」と感じる機能はありますか܅܅

「公文書チェック」機能ですね。 

【公文書チェック】とはܬ 

発行された公文書と『台帳』に登録されている健保12、基礎年金番号、雇用保険番号、資格取得年月日と 

相違がないかをチェックし、相違がある場合は公文書の正しい情報を『台帳』の個人情報へ取り込むことが 

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎年金番号が必要なときもあるので、社労士としてはマイナンバーと基礎年金番号の両方を管理したい

というのが本音です。ただ、最近ではマイナンバーで手続きができるため、入社時に基礎年金番号を回収

しないケースも多くなっています。顧問先から基礎年金番号を回収しなくても、電子申請後に発行された

公文書を見ればそこに記載されているので、公文書を見て個人情報に手入力していました。 

しかし、公文書データを個人情報に取り込みできる「公文書チェック」機能を知ってからはもうこれに 

頼りっぱなしです。転記しなくても、手軽に登録できるのがありがたい！この機能を知ったときは、 

「こんなに便利なものがあるんだ！」と驚きましたね。それ以来、愛用しています。 
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 カレンダーに増えた「グリーン」  

 。電子申請導入後の変化を教えてください܅܅

まず、手続きする上で書類に顧問先の押印をもらうことにより、発生していたタイムラグがなくなりまし

たね。そして、電子申請するようになって気づいたのは、カレンダーに緑色の予定が増えたことです。 

私は、*RRJOHカレンダーで時間管理のマトリックスに基づいてタスクを分類し、「重要かつ緊急」の予定

を赤、「重要だが、緊急ではない」予定を緑で色別しているんです。それこそ、顧問先の給与計算や 

手続きは赤、ブログやホームページの運用に関するタスクは緑というように。電子申請するまでは、 

赤の予定が圧倒的に多かったのですが、電子申請するようになって緑の予定が増えてきたのがうれしい 

変化です。これはつまり、基本業務が効率化できている証ですよね。赤の予定は大切だけれど、どちらか

というとフローの仕事。それは社労士が絡まなくてもできることもあって、いつか中抜きされたらܬと 

考えると、今後は$,ではできない、コンサルのような「人」にしかできないようなことに注力していかな 

ければと思っています。商品開発やサービスなど、本来は基本業務の次の展開を考える必要があると思っ

ています。そういったこれからの飯の種を考える時間を捻出できるようになりましたね。 

 

「電子申請する前」の部分を効率化できたらܬ 

 ？の変化はありましたか「手続きに必要な時間」܅܅

私は、日々業務の作業時間を計測しているのですが、時間がかかるのがやはり『台帳』に情報を登録する

までの部分なんですよ。手続きに必要な個人情報を『台帳』に登録してしまえば、そこからは非常に 

スムーズで問題はないのですが、そこまでがܬ。この部分を課題と感じているので、「&HOOVドライブ」 

を導入し、「入社連絡」を利用するのが次の目標なんです。 

＜&HOOVドライブ顧問先側 「入社連絡」画面＞ 【&HOOVドライブ「入社連絡」】とはܬ 

「&HOOVドライブ」とは、社労士事務所とその顧問先で利用で

きるクラウドサービスで、その中のひとつに「入社連絡」機

能があります。顧問先が「事業所マイページ」（顧問先専用

サイト）から定型フォーマットに情報を入力・送信すると、

社労士事務所は『台帳』でそれを確認できます。クリック 

操作だけで個人情報へ取り込みできるため、転記の必要が 

なく、ミスを防ぐことができます。 

とくに入社時は必要となる情報が多いため、それを漏れなく

回収し、『台帳』に自動登録できるのは大きなメリット！ 

 �名につき、約��分かかる個人情報の登録もあっという間に 

でき、大きな時短効果が期待できます。 

ܸ�「&HOOVドライブ」は、『台帳』の保守契約に含まれるサービスで、

ご利用に際して追加料金は発生しません。顧問先は無料でご利用可能

です。 
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 これから電子申請をはじめる方へ 

 ？電子申請導入前のご自身に声をかけるならどのような声をかけますかܛܛ

「やれよ！とにかくやれ！！」 もうその一言に尽きます(笑) 

 

 。それでは、みなさんへメッセージをお願いします܅܅

はじめる前はもちろん不安もあると思いますが、困ったときはセルズさんがサポートしてくださる 

ので、大丈夫です！電子申請自体は、決して難しいものではありませんので、�日も早く導入される 

ことをおすすめします。 

 ！！内布様、誠にありがとうございましたܛܛ

 

【内容】 

 ਮ��遠隔サポート（�時間） 

 ਮ��チャットサポート（１ヶ月） 

【対象】 

 ਮ 『台帳』保守契約中で電子申請未対応の方 

 ਮ 遠隔操作で案内が可能な方 

 ਮ 各種事前準備(＊)がお済みの方 

 ＊電子証明書の取得、提出代行証明書の取得、『台帳』のインストール、 

  電子申請を行う事業所の登録   

 ܸ�事前準備にご協力いただくことが難しい場合は、受付をお断りする場合があります。 

【募集期間】 随時受付 

【費用】 ������円(税込) 

電子申請初期設定個別遠隔サポート 

（�ヶ月チャットワークサポート付き） 

KWWSV���ZZZ�FHOOV�FR�MS�LQLWLDO-VHWWLQJ-VXSSRUW 

セルズ 電子申請個別サポート 
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「顧問先Cells給与」をご存知でしょうか？ 

「顧問先&HOOV給与」とは、『&HOOV給与』をご利用中の社労士事務所が顧問先に初期導入（ソフト本体）費用 

�円、年間保守契約費用（ܸ）のみで『&HOOV給与』を導入できるサービスです。 

なお、社労士事務所は顧問先へ「�社」導入すると年間保守契約費用が無償となるメリットがあります。 

ܸ�������円/年（税込）  年間保守契約費用は、前払いにてお支払いいただきます。 

意外と知られていない！？『Cells給与』活用術 

顧問先と使う『Cells給与』 

&Dȿɏ こんなとき役に立つ 

給与計算を受託しなくても、給与データを受領する

ことで自身の『&HOOV給与』で顧問先と���％同じ 

状態を保持できます。 

普段から使い慣れたソフトだからこそ、入力データ

や計算方法などの相違点をすぐに発見でき、社労士 

として迅速かつ適切なアドバイスができます。 

 社労士事務所と顧問先の良好な関係を構築 

 

お悩み その  

受託可能件数には限界がܬ 

舞い込んできた給与計算業務の依頼。 

給与計算業務は、締日/支払日が重なることが 

多く、一定期間に集中するのが辛いところ。 

リソースを増やして受託するのは現実的に厳しい。 

とはいえ、お断りするのも気が引けるܬ 

 

お悩み�そのજ  

給与データのチェックは難易度高め 

社会保険料が正しく控除されているだろうか？  

残業代の計算式は適切なのか？など給与計算に 

誤りがないかを確認するのは想像以上に骨が折れる 

もの。ましてや、双方で異なるソフトを使用していれ

ばなおさら。 

顧問先に『Cells給与』を導入すると… 
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ユーザー直撃インタビュー  

私たちはこうして顧問先に『Cells給与』を導入しました 
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            顧問先への『Cells給与』導入に追い風  

    【予告】2021年リリース「データ共有」機能 

 

「データ共有」機能とは、「顧問先&HOOV給与」サービスによって、『&HOOV給与』ユーザーである 

社労士事務所とその顧問先事業所が給与データを授受する際に利用できる:(%機能です。 

リリースは、����年上半期を予定しています。リリース情報は、弊社ホームページにてお知らせします。 

 

 

顧問先に『&HOOV給与』を導入し、たとえば「給与計算は顧問先で、手続きは社労士事務所で」とした場合、 

社労士事務所は顧問先から給与データを預かり、管理する必要があります。 

どのように給与データを授受するのか？このデータ授受こそが課題でした。 

データを送る側は、通常『&HOOV給与』内の「ਫਫNN�[OV」と「〇〇保存データ.[OV」の２つの([FHOファイルを 

メールやチャットで送信し、受け取る側はその２つの([FHOファイルを『&HOOV給与』内に格納します。 

ファイルを授受する際、どうしても手動で一旦『&HOOV給与』から外部へファイルを取り出し、 

一方ではやはり手動でそれを『&HOOV給与』内部へ取り込むといった、ܢユーザーのひと手間ܣが必要でした。 

そこで、その手間を省き、安全かつスムーズにデータ授受できるように開発したのが「データ共有」機能 

です。 

本機能では、『&HOOV給与』を起動した状態でファイルを「アップロード」 し、「 取り込む 」仕組みと 

なっています。データ授受が『&HOOV給与』のソフト上で完結します。 

本機能を利用することで、従来のようにファイルを外部に取り出す必要がなくなり、アップロード時も 

取り込み時もクリック操作のみで完了するため、画面を行ったり来たりせずにスムーズなデータ授受が 

実現します。また、ファイル誤送信による情報漏洩を防ぐことにもつながります。 

「データ共有」機能はなぜ生まれたのか？ 

事前設定は難しいのでは？ 

そう頭をよぎった方もいるかもしれません。 

設定は、至ってシンプル！ �分でできる２ステップです。 

ܸ�初めて『:(%明細』をご利用の方は事前にお申し込みが必要です。 

「データ共有」機能の利用に先立って『:(%明細』の「無償体験版6」のアカウント発行をしていただくと 

スムーズです。「無償体験版6」のアカウント発行については、3��をご確認ください。 

 

● 67(3１『:(%明細』で共有,'発行（社労士事務所） 

● 67(3２『&HOOV給与』で共有,'登録（社労士事務所 / 顧問先事業所） 
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67(3１ 【:(%明細】社労士事務所が「共有,'」を発行する。 

 

 

 

 

 

 

67(3２ 【&HOOV給与】社労士事務所と顧問先が「共有,'」を登録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新規追加」をクリックすると、 

共有,'が自動生成されます。 

メモ欄は、共有,'をどの顧問先に利用 

するのかを記録する用途で設けています。 

任意でご利用ください。 

＜『:(%明細』 管理者サイト＞ 

基本項目の「データ共有」タブで 

共有,'を登録し、保存します。 

社労士事務所と顧問先の操作は同一

です。 

67(3１の操作は社労士事務所側 

の操作のため、顧問先は『&HOOV 

給与』に共有,'を登録するのみで

2.！ 

ものの��秒で完了する手軽さです。 

 ਉ�「共有,'」を顧問先に伝えるには？ 

『:(%明細』から3')で「共有,'通知書」を発行できます。 

ਉ��『:(%明細』を使ったことがないけれど、大丈夫？ 

突然登場した『:(%明細』の存在に驚かれるのも無理はありません。 

本機能は、『&HOOV給与』の有料オプション機能である『:(%明細』を用いた仕組みであるものの、 

「無償」でご利用いただけるサービスですので、ご安心ください。 

「データ共有」機能のご利用前に、『:(%明細』の「無償体験版6」のアカウントを発行する必要があります。 

アカウント発行については、3��をご確認ください。 

ਉ�なぜ 『:(%明細』を利用するの？ 

大切な給与データを授受する際に、セキュリティは決して軽視できません。 

そこで、「データ共有」機能の利用に際して、本人確認のために「,'」（『:(%明細』のアカウント）を用いる仕組み 

としています。『:(%明細』は運用実績もさることながら、『&HOOV給与』のオプション機能であるため、相性抜群！ 

皆様に「無償」でご利用いただくことができるサービスとして、なるべく早くご提供するために『:(%明細』を 

利用しています。 

＜『&HOOV給与』事業所ファイル＞ 

ܸ画面等は、一部変更となる可能性があります。 



20 

顧問先（テスト顧問先１）から社労士事務所へデータ共有する場合 （顧問先ય社労士事務所） 

＜顧問先＞「保存して終了」する時に「〇〇のデータをアップロードしますか？」とメッセージが表示されます。 

＜社労士事務所＞新着アップロードがある場合、ソフト起動時にポップアップが表示されます。 

取り込むデータを選択し、「取込」をクリックします。 

「データ共有」機能はこう使う！（ざっくり） 

“取り込み忘れ”を 

防げるからうれしい 

ܸ画面等は、一部変更となる可能性があります。 
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「データ共有」機能では、今までメール等でやりとりをしていた社労士事務所と顧問先間のファイル

のやり取りがとてもスムーズになります。かねてより、併設の社労士事務所のスタッフからも「もっ

とやりとりがしやすくなれば」という声を聞いており、何としてもそれを叶えたいと思っていまし

た。ただ、ソフトを使用者が管理する設備内に設置して運用する、オンプレミス型のソフトに対して

([FHOファイルを共有する機能は聞いたことがなく、前例も見当たりませんでした。 

そんな中、社労士事務所と顧問先でどのようにファイルをやりとりするのか、共有する仕組みづくり

が開発で一番悩んだ点です。思うように進まず、苦しい場面も多々ありま

すが、「この機能でその手間を無くすことができるんだ！」という気持ち

をモチベーションに、リリースに向けて鋭意開発中です。 

リリースをお楽しみに！ 

D�^^�'��ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ĞǀĞůŽƉĞƌ 

&HOOV給与開発チーム 

「データ共有」機能開発担当 池田 

「データ共有」機能を 

利用する前に 

『:(%明細』ではじめの一歩 

「無償体験版6」のアカウントを発行しましょう！ 

『&HOOV給与』を起動し、「:(%明細 %< &(//6」の画像をクリックすると、:(%明細サイトへアクセスできます。 

:(%明細サイトの「無償体験版に申し込む」よりアカウントを発行してください。 

ܸ弊社の『:(%明細』は『&HOOV給与』ユーザーを対象にしたオプション機能です。 
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   無償体験版の活用 『WEB明細』をこれから利用される方へ 
 

『:(%明細』では、給与 / 賞与明細のほか、源泉徴収票、給与関連の出力帳票等、任意の書類もアップロードできます。 

「データ共有」機能の利用要件は、『:(%明細』の「無償体験版6」のアカウント発行です。 

とはいえ、要件だけを満たして『:(%明細』そのものを体験しないのはもったいない！ 

この機会に、無償体験版を利用してみませんか？ 

 

          無償体験版6 

最大５人用の「無償体験版6」では、『:(%明細』がどのようなモノなのかを自身で試してみたい場合や 

顧問先の事業主や役員に『:(%明細』を提案する際のデモ用として利用する場合等におすすめです。  

�������������年�月より期間の制限がなくなった 

従来は「アカウント発行から�年」と期間に制限がありましたが、現在は『&HOOV給与』の保守契約が有効な場合に限り、 

無期限でご利用いただけるようになりました。 

         

          無償体験版3/86 

『:(%明細』がどのようなモノか掴めたら、「無償体験版3/86」をご利用ください。 

「無償体験版6」をご利用の方で実際の事業所規模で試してみたいという場合に、「無償体験版3/86」をご提供

します。本番と同じ環境で『:(%明細』を利用できるため、企業や組織に導入するための予行練習として最適な

体験版です。 顧問先のニーズにいつでも対応できるように準備しておくことが大切です。 

 

2020年12月10日  WEB明細まるっとガイド  リリース 

これから『:(%明細』をはじめる方に朗報です！ 

「どのように利用すればよいのか？」 

「どのように顧問先へ提案すればよいのか？」 

このような疑問やお悩みを解決すべく、 

『:(%明細』の情報を集約したܢ�:(%明細まるっとガイド ܣ

を����年��月��日にリリースしました。 

申込方法や顧問先への提案の仕方、明細をアップロード 

する方法など基本的な流れをご案内しています。 

ぜひご活用ください！ 

:(%明細サイト（ܸ）や「&HOOV給与」サポートページ 

にある左記の画像をクリックするとアクセスできます。 

ܸ�3��をご確認ください。 
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事務局長に聞いた！ 「Cellsアカデミー」の魅力 ～受験時代を思い出して～ 
 

講師が実務で対応した話（実例）が聞ける 

私も毎回傍で講義を聞いていますが、豊富な実例が織り交ぜられており、記憶の定着が良くなると感じ

ます。私が受講していた大手資格スクール（通信）では、実務経験がない方が講師を務めていました。  

労働保険・社会保険、並行したカリキュラム  

通常は労働保険（労基ߞ労災ߞ雇用ߞ安衛ߞ徴収）を習い、社会保険（健保ߞ国年ߞ厚年）へ進みます

が、労働保険と社会保険を並行することにより、学習したことを忘れにくくする効果を狙っています。 

 講師が複数人いること  

他校では、ਫਫコース（担当講師ਛਛ）という感じで、�人で全教科を担当することが多いと思います。 

&HOOVアカデミーでは、�名の講師が個々の専門科目に特化した講義分担制となっています。 

気になる「講師との相性」にも左右されにくいのではないでしょうか�笑� 

事務局のスタッフも有資格者 

 受講前相談も有資格者のスタッフが承ります！自身の受験経験に基づいたアドバイスができればと 

思っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。 

昨今のコロナ禍により、通学型社労士試験対策講座の閉講等が 

起こり、社労士を目指す方々の学習環境に大きな変化がありまし

た。当社は社会保険労務士事務所からスタートし、社労士の皆様

と共に歩んで参りました。 

このような状況下で社労士を目指す方のお力になるべく、����年

��月��日（土）よりオンライン社労士受験対策講座【セルズアカ

デミー】を開講することに致しました。 

「=RRP」を利用した定期講座に加え、過去の授業を再度受講

できるビデオアーカイブも設けており、業務などの都合により

受講できなかった場合や、授業のわからなかった部分を何度も

視聴することが可能です。「=RRP」での講師への個別相談も

承ります。 

&HOOVアカデミー 

事務局長 池原 

<RX7XEHで 

「座談会動画」を配信中！ 
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なるこのつぶやき。 

「密」。 

2020年の一字が発表され、本格的に年末を意識した頃、この冬いちばんの寒気が 

日本列島を覆った。年末といえば、数年前に社内で川柳大会をしたのが懐かしい。 

五・七・五に世相を反映した句を思い思いに詠んだ。同じ空間でワイワイと肩を寄せ合い、 

それこそ密に句を味わった頃がやけに遠く感じる。 

〈人と会う約束、仕事、なくなりて静かな三月、四月、来月〉。 

俵万智さんの歌集『未来のサイズ』の一首より。 

コロナ禍で外に出る予定がなくなり、春はカレンダーが一気に真っ白になったことが 

思い出される。 

素人なりに、私も三十一文字で2020年を振り返ってみたい。 

マスクして 覆う違和感 いつの間に ないと不安に 駆られるこころ 

マスクは馴染みが薄かったが、今や生活必需品へと昇格した。 

いえのなか 感染リスク 下がるのに 見えない不安 ただただ募る 

弊社では原則テレワークとなり、一時「完全出社停止」となった。これまで経験した 

ことのない事態にそれぞれが不安と隣り合わせだったと思う。 

自粛中 食欲だけは 自粛せず けれども服は あるもので済む 

外出しなくなったせいか、物欲は嘘のようになくなったものの、  

悲しい哉 食欲だけは相変わらず… 

健康な証とポジティブに考えてみる(笑) 

さて、年末年始にかけて、GO TOトラベルの一時停止が決まり、帰省を自粛する人が 

多くなることが見込まれる。そんな中、遠方に住む家族や親戚、友人へ“帰省暮” 

を贈る人が増えているらしい。会えない代わりのご挨拶として、息災を願い、 

１年の感謝の気持ちを込めて贈るという。人と人とのつながりが今まで以上に大切に 

感じられる昨今、トレンドに乗ってみるのもよさそう。 

「久しぶり」 声より先に 笑み漏れて 駆け寄りたいけど ディスタンス  

2021年に向けて、なかなか会えていない人との再会を願い、希望を込めて。 

本年も誠にありがとうございました。 

2021年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

文・編集 鳴子 由香利  &HOOV1(:6 9RO��� ������������ 発行  


