
勤怠管理と工事ごとの労務費管理を一度におこなえる！
クラウドを使って簡単どこでも日報入力＆一度の処理で勤怠集計と工事ごとの労務費集計を実現！
そして、残業・有休届出などの各種申請をワークフロー機能を使って電子化し、承認作業の効率化。
残業時間や有休取得数の見える化も可能で、働き方改革対策に最適な建設業向け勤怠管理システムです。

TABLET/PC
EASY SETUP

ROUNDING
AUTO CALCULATION

481
TOTAL MINUTES

362
TOTAL MINUTES

507
TOTAL MINUTES

勤怠管理・工事ごとの労務費管理が同時におこなえる建設業向け勤怠管理システム

CLOUD
SERVICE

SECURE
SERVER

働き方改革対策に最適！

Easy Operation!  
Cloud Database System 
for Attendance Management 
“TSUKAERU CLOUD KINTAIKANRI for KENSETSUGYO V3”



使えるくらうど勤怠管理for建設業V3
主な機能と特徴

使えるくらうどシリーズと連携可能「 」

GPS打刻機能で
時間と位置情報を記録

01

02

03

日報入力するだけで勤怠時間と工事ごとの労務費時間を集計できます。

同じデータの二度打ち・転記は一切不要！

集計データの帳票出力も簡単操作で可能です。

GPSを使って打刻時の位置情報を送信

できます。送信された位置情報は打刻

時間と共にマップで確認可能です。

なお日報入力はGPS打刻以外にもシーン

に合わせて各種お選びいただけます。

各種申請をワークフロー機能で電子化し、申請・承認業務の効率化を実現。

勤怠以外の申請書も簡単操作で作成でき、電子印鑑にも対応！あらかじめ用意

されている残業・休出・休暇届の提出状況は一覧からチェックできます。

使えるくらうど勤怠管理for建設業V3は「使えるくらうどシリーズ」と連携して
勤怠管理業務以外の様 な々業務を一元管理できます。

選べる日報入力形式

GPS打刻 PC
日報入力 ICカード PC・タブレット

打刻

勤怠時間と
工事ごとの労務費を
同時に集計

紙のようなデザインで
各種申請を電子化できる
ワークフロー機能

オプション

オプション

1

日報・出面集計

工事を選択して
日報入力

時間と位置情報を記録

電子印鑑対応

申請状況をチェック



「建設業向けの豊富な機能」で働き方改革対策を実現!

働き方改革
対応

働き方改革
対応

日報未提出者には
提出催促メールを送信

働き方改革に対応した
時間外労働管理

スケジュール機能と
連動した有休管理

04

06

05 働き方改革対応！時間外労働4つの上限ルールを軸に時間外労働を管理できます。

そして任意の時間外労働基準を設定し、残業抑止のためのアラートメール送信が可能！

日報未提出一覧から未提出状況を素早く確認！

そして日報未提出者に対してダイレクトに提出催促メールを送信できます。

年間有休取得目標数を設定して、有休管理がおこなえます。

有休取得予定は個人スケジュールと連動、確かな有休取得を実現。

有休管理時間外労働管理日報提出管理ワークフロー労務費管理勤怠管理

建設業における
一連の業務を網羅した
クラウド原価管理システム

工事台帳 建築見積 SFA
階層見積に対応
建設業向け
クラウド見積作成システム

充実した機能で
業務効率化を実現できる
クラウド業務支援システム

2

催促メールを送信

時間外労働4つの上限ルールに沿って管理

当月の残業可能時間が
簡単に把握できる

有休予定を
スケジュール機能を使い

全員で共有



機能＆特徴紹介建設業向けに
開発された

工事ごとに労務費管理ができる！
勤怠時間管理と労務費管理が一度の日報入力でおこなえます。できる！

工事一覧から労務費情報を素早く確認できる！

作業者ごとに労務費をもたせることにより、毎日の日報入力だけで工事ごとの労務費を集計できます。
今までのように別々におこなっていた勤怠時間管理と工事ごとの労務費管理が一度の日報入力でおこなえます。
もちろん勤怠データの転記や同じデータの再入力は不要です。また、社員ごとの労務費は権限付与された
ユーザー以外は閲覧できません。

工事一覧画面から工事にかかった労務費情報を素早く確認できます。入力された日報から工事ごとの労務費をリアル

タイムで集計、クラウドシステムを使ってどこからでも確認可能です。また、膨大な数の工事でも検索機能を使って簡

単に検索できます。表示項目設定で任意の情報のみ表示することも可能です。

●スマホGPS打刻画面

●労務費設定画面

●工事別作業者別出面集計表

●工事一覧表

3

作業者ごとの労務費を
設定することも可能

工事ごと作業者ごとの
時間およびの労務費を集計

検索や表示項目設定もできる

工事にかかった労務費を確認



効率的に日報入力できますできる！

日報入力の際は作業者もしくは工事のどちらかの軸を選択します。
例えば工事を軸にして作業者の日報を複数まとめて入力、作業者を軸にして複数日の日報入力がおこなえ
ます。また複数入力の際、コピーでの行追加や前営業日コピーを使って効率的に入力いただけます。

●勤務時間設定画面

●日報入力画面

●残業・有休グラフ画面

●日報入力画面

●工事別出面明細表

クラウドを使ってどこからでも簡単日報入力！
工事を選択して出勤・退勤時間を入力するだけで日報入力完了！できる！

わかりやすい日報入力フォームに沿って、工事を選択、そして出勤・退勤時間を入力するだけで日報入力が
完了です！入力した勤怠時間データはシステム内で自動集計がおこなわれ、勤怠時間と工事ごとの労務費
として管理できます。今まで手書きやExcelで管理していた日報管理業務の大幅な効率化を実現します。

4

入力した日報データから
さまざまな集計がおこなえます

勤務時間から
残業時間を自動計算

同日中に現場移動した際など
複数工事の入力も可能

システム内で自動集計

作業者もしくは工事を軸にして日報入力

複数日報入力も簡単



GPSを使ったスマホ日報入力
GPS機能を使って時間と位置情報を記録！できる！

シーンによって選べる日報入力形式できる！

GPSを使って出勤・退勤時間の打刻時の位置情報を送信できます。
管理者は作業者が現場へ直行直帰する際の打刻時間と位置情報を、リアルタイムで同時に把握可能です。
送信された位置情報は打刻時間と共にマップで確認できます。

日報入力はGPS打刻、PC日報入力以外にも選べます。例えば、作業者はGPS打刻またはPC日報入力から
日報提出、事務員の方など内勤者は今までお使いのタイムカードと同じ感覚でお使いいただけるICカード
打刻を使用するなどシーンに合わせて使い分けていただくことも可能です。なおスマホやタブレット打刻は
GPS機能なしでもお使いいただけます。

オプション

● スマホGPS打刻画面

● スマホGPS打刻画面 ● タブレットICカード打刻画面

● 個人勤務表

● MAP管理画面※ 地図画面はサンプル画像です。

※ ICカード打刻にはタブレットとカードリーダー
　 そして ICカードが必要です。
　 推奨機器については担当営業にご相談ください。

選べる日報入力形式

GPS打刻 PC
日報入力 ICカード PC・タブレット

打刻

浅倉　一郎
07:42 出社

5

出社は青、退社は緑
時間と位置情報を記録

作業者は現場でGPS打刻
内勤者は社内でICカード打刻

社員全員の勤怠管理が可能に



提出された日報を一覧で確認・承認
日報内容を一覧で確認、そして一括承認もおこなえます。できる！

各種申請状況も確認できるできる！

毎日提出される日報をリスト形式の一覧から確認・承認できます。
承認作業は承認する日報をチェックして、承認ボタンをクリックするだけで完了、もちろん一括承認もおこ
なえます。また日報に不備があった際は、差戻しも可能です。
通知機能も搭載、そしてクラウドシステムなので、例えばタブレットなどの携帯端末を使ってどこからでも
日報確認・承認できます。

日報提出の有無だけではなく、必要届出の申請状況も確認
できます。例えば残業をおこなった作業日の日報に対しては、
残業届出の申請状況が確認可能です。また提出済み申請を
クリックすると申請書画面に遷移します。

● 勤怠承認画面

● 勤怠承認画面

● 残業申請書画面
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日報情報を一覧で確認できる

チェックを入れて一括承認
承認業務の効率化

申請提出状況をチェック

承認が必要な際はそのまま承認処理

提出済み申請をクリックすると申請画面に



勤怠照会は専用画面あるいは紙ベースで確認
絞り込み検索や追加・修正が可能な専用画面から照会できる！

帳票を印刷して紙ベースで照会できる！

毎日入力される勤怠時間の照会方法はシーンやご利用に合わせて2パターンからお選びいただけます。
一つは勤怠照会画面からの照会で、指定日あるいは月・部署・担当者を組み合わせた絞り込み検索が可能
です。そして照会画面から提出された日報の修正や追加入力もおこなえます。

もう一つの照会方法は作業者別出面明細表や個人勤務表などの帳票を出力、そして印刷をおこない紙ベースで
照会します。出力する項目は印刷出力設定で必要に合わせておこなえます。

7

●印刷出力設定ダイアログ ●作業者別出面明細表

●印刷処理メニュー画面

●勤怠照会画面
検索条件を指定して絞り込み

照会画面から
修正や追加可能

出力帳票を選択

出力条件を
簡単操作で設定

作業者ごとの
勤務状況を確認できます



返信 転送

A

日報未提出一覧から提出催促メールを送信
日報未提出を厳格に管理できますできる！

8

システム管理者もしくは選任者は日報未提出一覧から未提出状況を確認可能です。
そして日報未提出者に対してダイレクトに日報提出の催促メールを送信できます。
毎日の日報提出状況を把握して厳格に管理することで、正確な勤怠・労務費管理を実現します。

●日報催促メール送信ダイアログ ●日報催促メール受信イメージ

●日報未提出一覧画面

●会社休日設定

日報提出が必要な日を
会社カレンダーから判別

日報提出を催促する社員を
選択してメールを送信

該当日付の日報入力画面への
リンクが挿入されます

社員ごとに
一括メール送信

メール文章の
書き換え可能



ワークフロー機能で申請・承認業務の効率化
残業申請などの各種申請を電子化できる！

残業や休日出勤、有休申請など各種申請書を電子化することで、申請・承認業務の効率化を実現します。
複雑な申請経路にも柔軟に対応、承認印も電子化でき申請・承認業務をよりスピーディーにおこなえます。
例えばクラウドシステムなので承認者はどこからでも承認がおこなえ、社内に承認者不在で申請が滞る
ようなケースも解消できます。またあらかじめ用意されている有休申請の際は申請と同時に有休日報として
自動入力され、有休管理や年次有休管理表の有休取得に反映されます。

紙のようなデザインのオリジナル申請書を作成できるできる！

あらかじめ用意されている勤怠関連の申請書に加えて、独自の申請書を作成いただけます。
作成方法は今までお使いのExcel申請書のレイアウトを取り込み、入力項目に合わせたWEBパーツを
埋め込んでいくだけで申請書フォームが作成できます。

※ デフォルトで用意されている勤怠関連の申請書フォームはレイアウト変更のみ可能、入力項目の変更不可。

オプション

● 休暇兼遅刻早退申請書画面（有休申請時）

● 申請画面（申請承認後）

● 有休管理画面

● オリジナル申請書● 申請書フォーム作成画面
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申請区分 有休申請

有休申請の場合、有休日報として自動入力も可能
そして有休管理 有休消化として計上

承認状態に応じて
電子印鑑が自動押印

紙のような申請画面から
各種申請の効率化

Excelを取り込んでWEBパーツを
埋め込むだけでフォームが完成

紙のようなデザインの
オリジナル申請書を設計できる



外出先からでも承認がおこなえるできる！

クラウドシステムを使って、どこからでも承認処理ができるので、承認手続にかかっていた時間を大幅削減
可能です。承認者は自分宛の承認依頼一覧から、承認する申請をチェックし承認ボタンをクリックする
だけで承認処理が完了です。また一括承認や承認依頼通知設定もおこなえます。

柔軟な申請経路設計ができるできる！

独自の申請ルートに沿った経路設計がフレキシブルにおこなえます。例えば申請金額が10万以下なら部長
決済で10万以上なら社長決済が必要なケース、重要項目が選択された場合は直接社長決済など、各申請
や社内ルールに基づいた申請経路作成が柔軟におこなえます。また電子化により常に適正な申請経路で
承認処理がおこなえるのもポイントです。

● 承認一覧画面

● 承認画面

承認印が押印

承認依頼一覧から選択

申請内容を確認して
承認処理

1

2

3

申請金額が 10万以下なら部長決済
10万以上なら社長決済

担当者が承認できない場合は、
別の担当者が承認できる

重要選択肢が選択された場合は
社長決済

申請者が承認者を指定して
承認申請できる

申請者

申請者

or

10万以下 10万以上

部長

部長課長

社長 社長
複
雑
な
申
請
経
路

代
理
承
認

重
要
事
項

承
認
者
指
定

部長不在のため課長が代理承認

or
申請者 担当者A 担当者B

申請者が承認者を指定

重要度選択項目

重要 通常

10



日報や申請提出状況を俯瞰してチェック
提出状況を○・△・×でわかりやすく判別できるできる！

日報や各種申請書の提出状況を、表形式の日付一覧で確認できます。
提出状況は「承認済み ○」「承認待ち △ 」「未提出 ×」の3種類の記号で表示されます。
提出された日報をクリックすると日報照会画面に遷移、提出された申請書をクリックすると該当する申請
書に遷移します。提出された申請書を効率的に検索でき、なおかつ今までのような紙やエクセルでの申請
のように紛失の恐れもありません。

● 会社休日設定

● 申請チェック画面

● 日報照会画面

● 休日出勤申請書画面
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提出・承認状況と連携

一覧で素早く確認できる

日報提出が必要な日を
会社カレンダーから判別

提出された申請書を
素早く検索可能



会社休日設定はパレットを使って簡単に
カレンダーから休日を選んでクリックするだけできる！

会社ごとに異なる休日設定方法は、最初に法定もしくは所定をパレットから選択し、カレンダー上の指定
休日をクリックするだけで簡単におこなえます。そして休日に指定された日付に日報入力をおこなう場合は、
自動的に休日出勤区分が入力されます。

日報締め処理で新規日報入力や修正を制限
日報・申請提出状況を確認しながら日報締め処理、一括処理も可能できる！

日付ごとの日報提出状況とともに、残業や休日出勤申請などの各種申請状況を確認しながら、締め処理を
おこなえます。締め処理は複数日付をチェックすることで、まとめてスピーディーに一括処理できます。
また日報を締めることにより、時間外労働時間や有休取得状況が集計されます。

● 日報締め処理画面

● 日報入力画面（締め処理後）

● 会社休日設定画面
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会社共通のみならず
部署ごとの設定も可能

所定・法定を選んでクリック

全てにチェックを入れて
一括締め処理も可能

締め処理された日付の
日報入力を制限



振替休日状況を一目で管理できる
振替休日必要発生日と振替休日取得日をしっかり管理できる！

担当者ごとに振替休日取得残日数と振替が必要となった出勤日、そして振替休日取得日を一覧で表示します。
振替休日取得状況を容易に確認でき、振替休日取得の計画化に役立ちます。また振替休日は半日ごとで
管理をおこなえます。

● 日報入力画面（法定休出  振休）

● 振休管理画面

● 日報入力画面（振休  1日）
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振休発生が
半日単位で表示

表示切替

振休の発生・取得状況が
一覧で確認可能

振休取得が
半日単位で表示



有休取得目標を設定して有休取得を管理
カレンダーと連動した有休管理機能で計画的な有休取得を促進できる！

はじめに年間の有休取得目標数を設定、それに対する有休取得と取得予定から有休残日数を担当者ごと
に確認できます。取得予定は個人スケジュールと連動しており、「区分 有休」を選択してスケジュール作成
すれば取得予定にカウントされます。あらかじめ有休取得をスケジューリングすることで、計画的な有休
取得につながります。

担当者ごとの有休付与が自動的におこなえるできる！

担当者の勤続年数で異なる毎年の有休付与日数、そして繰越がシステム内で自動的におこなえます。
システム導入時に担当者ごとの現在までの有休付与・繰越履歴を設定すれば、担当者に応じた毎年の有休
付与や繰越管理が可能です。そして有休状況は年次有休管理表として帳票出力できます。

● 個人スケジュール画面

● 有休管理画面

● 年次有休管理表

● 勤続年数ごとの有休付与日数例

個人スケジュールに
有休予定を入れる

有休予定として
カウント

1

2

勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5

付与日数 10 11 12 14

4.5

16

働き方改革
対応

14

有休取得目標に対して
残日数を計算

勤続年数により異なる
有休付与日数を自動計算



時間外労働状況を見える化して未然に抑止
働き方改革に対応した時間外労働管理機能できる！

働き方改革によって定められている4つの上限ルールを軸に時間外労働を管理できます。各ルールに応じた
時間外労働の状況確認のほか、任意のアラート設定も可能です。
例えば当月の時間外労働30時間超過にアラート表示をおこなうことや、アラート該当者には警告のための
アラートメールを送信できます。

働き方改革
対応

●時間外労働管理画面

●日報入力画面

●アラート設定画面
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時間外労働

アラート条件設定に沿って表示

時間外労働上限規制
4つのルールで管理

該当者には
アラートメールを送信

別便で関係者宛ての
アラートメールも送信可能



ポータル画面で本人状況確認
当月の勤務実績や日報提出状況がわかるできる！

ポータル画面にログインユーザーの今月の残業時間や有休取得状況などの勤務実績が表示されます。
勤務状況を常に自ら確認できることで残業抑止や有休取得促進につながります。
そして日報未提出一覧も表示され、日報提出忘れを防ぎます。

打刻前通知機能で打刻忘れを防ぐ
予定打刻時間前に通知メールを送信できるできる！

毎日の出勤・退勤時間の前に打刻忘れを防止するメールを送信できます。
通知メールを送信することで打刻忘れを未然に防ぎ、より正確な勤怠時間と労務費管理を実現します。

●ポータルトップ画面

返信 転送

A

●打刻前通知メール受信イメージ

●就業時間通知設定

16

日報未提出一覧で
提出忘れを防ぐ

ログインユーザーごとの
勤務実績が確認できる

通知時間とメール内容を設定

打刻時間前に
メールで通知



勤怠データを給与ソフトへ
勤怠データをCSV形式で書き出しできるできる！

毎日の日報で入力された勤怠データを、今までお使いの給与ソフトに合わせて、CSV形式で書き出しできます。
出勤日数や時間など各書き出し項目は自由に選択可能です。またデータコンバート以外にも勤務実績表
などの帳票を出力して手入力でのデータ移行もおこなえます。
※ 非対応の給与ソフトもあります。まずは担当営業にご相談ください。

● 出力CSV

● 給与ソフトCSV出力画面

● 給与ソフトCSVフォーマット設定画面
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書き出し項目の選択可能
お使いの給与ソフト用の
出力フォーマットを作成

出力する項目の
詳細設定可能

CSV形式で出力

お使いの給与ソフトへ
インポート



個人と現場予定が連携できるスケジュール機能
急なスケジュールの変更もリアルタイムで共有できるできる！

クラウドを使ってスケジュール管理をおこなえば、どこからでも最新のスケジュール確認・共有ができます。
スケジュールはカレンダー形式で表示されるので、どの現場にどの作業者が配属されているか一目で確認
可能です。そして個人・現場スケジュール双方の連動もおこなえます。また個人カレンダーに有休予定をスケ
ジューリングすれば、有休管理機能の有休取得予定としてカウントされます。

オプション

● 有休管理画面

● 個人スケジュール画面

● 現場スケジュール画面

● 工事一覧画面
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工事登録すると
現場スケジュールに
工事が自動追加

現場・個人
スケジュールが連動

有休管理機能の
有休予定にカウント

詳細をクイック表示



帳票紹介
さまざまな観点からデータを出力できる！

毎日の日報データを自動集計して各種帳票として出力できます。たとえば、給与計算には勤務集計表、有休
管理には年次有休管理表、工事別の労務費の確認には工事別出面集計表など、建設業向けの帳票を多数
用意しております。また期間や社員などの出力項目は専用ダイアログで設定可能です。

●年次有休管理表 ●振休精算一覧●勤怠実績表

●日別勤務表 ●月間勤務表

●工事別出面集計表

●勤務集計表

●工事別作業者別出面集計表 ●工事別出面明細表 ●作業者別出面集計表 ●作業者別工事別出面集計表

●月間作業者出勤表 ●月間作業者出勤表(作業者別)

●個人勤務表

●印刷出力設定ダイアログ

●印刷処理メニュー画面

●月間工種別出勤表●作業者別出面明細表

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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出力設定前に
帳票プレビュー可能 出力条件を

設定して出力



使えるくらうど工事台帳
建設業における原価管理に関連する業務を全て網羅できる！

連携ソフト

使えるくらうど工事台帳は仕入や出面管理のみならず、実行予算管理、発注処理、支払査定、入金処理などの
建設業の一連の原価管理に関連する業務を網羅しています。勤怠管理システムと連携することで、工事に関
する勤怠や原価関連情報などの全てを、クラウド一元管理化できます。

20

工事または仕入先を
選択して一括入力

●原価入力画面

●工種選択ダイアログ

実行予算登録項目を
絞り込み選択できる

●支払予定画面

●支払査定ダイアログ

支払予定日・額を査定

●実行予算画面

●見積選択ダイアログ

明細はフォルダで
階層化

仕入先マスタに税区分設定して
請求書そのままの金額で入力可能

期間ごとの査定対象額を表示

見積データを参照して
実行予算を作成

区分ごとに査定処理入力した原価が
支払予定に登録

実行予算を
ワークフローで回せる



使えるくらうど建築見積
最大5階層の階層見積に対応した建設業向け見積作成ソフトと連携できる！

建設業に特化したクラウド型見積作成システムをオプション連携として使用いただけます。建設業で多く用
いられる階層見積に対応。そして歩掛や法定福利費計算、材料ごとの諸経費計算などもおこなえます。建設
業向けの各種機能と直感的で操作しやすいUIで見積作成業務の効率化を実現します。

連携ソフト
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あらかじめ用意されたレイアウトパターンからPDF見積書を出力
作成した見積は、あらかじめ用意されたレイアウトパターンを組み合わせたPDF見積書として出力できます。例えば、表紙
有無やフォントタイプ、明細欄のマイナス表記方法などを選択して、お好きなPDFレイアウトを簡単作成できます。

●明細選択ダイアログ

●明細選択ダイアログ ●プレビュー表示

●見積作成画面

ドラッグ＆ドロップで行を移動

Enterでカーソル移動
あらかじめ登録した

明細マスタから選択するだけ

パターン選択するだけで
簡単レイアウト設定

プレビュー確認しながら
レイアウト設計できます

できる！



使えるくらうどSFA
豊富なグループウェア機能で社内コミニュケーション活性化と業務効率化できる！

オリジナルDB作成が気軽におこなえるできる！

簡単操作でお客様の業務に合わせたオリジナルDB作成がおこなえます。例えば営業日報や顧客管理DBを
作成、そしてクラウドを使って一元管理できます。作成方法は簡単でお好きな入力フィールドを追加するだけで
オリジナルDBを作成いただけます。

連携ソフト

●オリジナルDBサンプル画面

● DB作成画面

●会議室画面

●閲覧チェック部分

社内回覧や情報発信に適した会議室機能やお知らせ機能を使って社内連絡業務の効率化！
これらの機能は閲覧チェックやコメント書き込みが可能で確かな情報共有を実現します。そして気軽に
メッセージをやり取りできるチャット機能もご用意しています。

●チャット画面

22

閲覧チェック機能で
回覧情報を確認

ファイルや写真の
添付もできる

簡単操作でフィールド作成

タブで切替可能

クリックしてフィールド追加

オリジナルDBで
社内情報を一元管理



【札幌営業所】TEL：011 - 252 - 9245
〒060-0052
北海道札幌市中央区南２条東２-１６ 堀尾ビル３階 大通東センターオフィス３８号室
【仙台営業所】TEL：022 - 208 - 9540
〒980 - 0021
宮城県仙台市青葉区中央２丁目２-１０ 仙都会館 5 階　510
【北関東営業所】TEL：048 - 658 - 8720
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-266-3 シンワKIビル リージャス大宮ウエストセンター
【東京営業所】TEL：03 - 6866 - 8830
〒160 - 0022
東京都新宿区新宿 2-5-12 FORECAST新宿 AVENUE 6 階 
【名古屋営業所】TEL：052 - 856 - 9606
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16  広小路ガーデンアベニュー 3・4F
【大阪営業所】 TEL：06 - 6541 - 0275
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 2-4-11 サンライズビル 9F-18
【広島営業所】TEL：082 - 535 - 5310
〒730-0022
広島県広島市中区銀山町 3-1 ひろしまハイビル21 16 階
【福岡営業所】TEL：092 - 710 - 7792
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル 3 階
【沖縄サテライトオフィス】
〒900-0012
沖縄県那覇市泊 2丁目1-18 T＆C泊ビル 5F

※ 本パンフレットに掲載されている画面イメーシ お゙よび仕様は製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
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