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ICカード対応タイムレコーダー
「Green Nuts Plus」
連携ソリューションカタログ

「Green Nuts Plus」を利用した「勤怠管理システム」や「打刻データ収集プログラム」など、
様々なシステムとの連携例、連携方法をご紹介

Solut ion

Green Nuts Plus

https://www.mscreative.jp/

■LAN内で打刻データを簡単に収集したいとき
Webサーバー不要。
WindowsPCに直接打刻データを転送します。 現在お使いの勤怠管理システムに取り込みたいとき、
または、打刻データをExcel等に記録するだけでよい場合など、
お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

New!

打刻データ受信部

CSVデータ生成部

勤怠管理システム
または

給与システム

社員マスタ
管理プログラム

MC Time Service
(Windowsのサービスプログラム)

打刻データDB
(PostgreSQL)

社員マスタDB
(PostgreSQL)

打刻データ転送
(リアルタイム)

社員マスタダウンロード
1日1回自動でダウンロード

(手動でダウンロードも可能)

管理PCのソフトウェア構成 他システムとの連動時

Excelで社員マスタ編集時

「Green Nuts Plus」

MC Time Service の構成図

専用インストーラー付きで簡単にインストール可能

※1

※2

※3

■クラウド上の勤怠管理システムに
　「Green Nuts Plus」からの打刻データを収集したいとき 
既にクラウド上で稼働している勤怠管理システムと「Green Nuts Plus」を連携したい
ときは、 「MC電子タイムカード」を導入いただくことにより実現が可能です。

■勤怠管理パッケージ販売、ソフトウェア開発会社様向け
「Green Nuts Plus」の通信社様は無償で公開しております。
HTTPを利用しておりますので、企業内オリジナルシステム、他社勤怠管理システムとの連携が簡単に実現できます。

打刻データ
収集部

勤怠管理システム

通信仕様公開

HTTP

JAVAサンプルソース提供

「Green Nuts Plus」

Web サーバー

（お客様、または 
 事業者のシステム）

勤怠管理システム

クラウドデータセンター
（Webサーバー）

勤怠管理データ
打刻データ

管理 PC

ルーター

Green Nuts Plus

MC電子タイムカード 打刻データ

CSV

FeliCa（社員IDカード等） ／ おサイフケータイ ／ MIFARE（社員IDカード等）対応

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※MIFAREはNXPセミコンダクターズの商標および登録商標です。 ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの商標および登録商標です。

バッチ処理（タスク）で出力、取り込みを行います。

※1 打刻データCSVには、社員コード、ICカードID、打刻種別（出勤/退勤/外出/戻り）、打刻日時が出力されます。
※2 社員マスタCSVの取込は任意です。（バッチ処理（タスク）または手動で取り込みが可能です。）
 （社員マスタの取込を行わない場合は、打刻データCSVに社員IDが出力されません。ICカードIDで社員を特定する必要があります。）
※3 社員マスタ管理プログラムで、社員とICカードの紐付けを行ってください。
 （勤怠管理、または給与システムの社員マスタと同期をとるかは任意です。）
[ 社員マスタをダウンロードすると… ]
　　打刻時に社員名が表示されます。
　　登録されたICカード以外は反応しない設定が可能です。

「MC電子タイムカード」
管理機能のログイン画面

クラウド

打刻データ収集Webシステム
「MC電子タイムカード」

Solut ion

連携その２
打刻データ収集プログラム

「MC Time Service」
Solut ion

連携その４

各種勤怠管理システム
との連携

詳しくはお問い合わせ下さい。

Solut ion

連携その3

社員マスタ処理部

打刻データ
CSV

社員マスタ
CSV

Products
FeliCa/MIFARE対応 ICカードタイムレコーダー【Green Nuts Plus】

■出退勤をリアルタイムで管理
Green Nuts Plusがあれば、出退勤管理にかかる手間を大幅に削減可能。
あらゆる業種やビジネスモデルにフィットする方法でご活用いただけます。

各ソリューションとの連携におすすめ
Color:WHITE/GREEN Color:BLACK/WHITE



■新規に勤怠システム導入を検討されているお客様向け 

Web 勤怠管理システム
「MC事務時管」

Solut ion

Web勤怠管理システム「MC事務時官」はICカード対応タイムレコーダー「Green Nuts Plus」の
機能を最大限に活用できるアプリケーションソフトです。
製造業やサービス業、病院・介護施設などお客様の業種、規模、環境にマッチできるようなプランを
取りそろえております。また、様々な給与計算パッケージとの連携実績がございます。
※クロスブラウザ対応（Internet Explorer、Edge、Safari、Google Chrome、Firefox等 ）

インターネット の 接 続 環 境とパソコン が あ れば、
簡単に勤怠管理システムを導入することができます。
勤 怠 管 理 サーバー のメンテナンスは、全て弊 社に
お任せください。 
ネットワークやパソコンに詳しくない企 業 様 でも
安心して導入が可能です。
しかも、初期導入費用は、タイムレコーダーの
購入費用と各種マスタ投入支援費用のみ。
※クラウドのご利用料金は、月額制となります。

選べる４つの導入プラン

初期費用を抑えて導入ラクラクPlan：1

パッケージ製品をご購入いただき、御社のネットワーク内で勤怠管理システムをご利用いただくプランです。
サーバー機（ハードウェア）、OSは別途ご用意ください。
管理対象社員数が1,000名以下であれば、推奨サーバ－スペックは以下の通りです。
O  S： Windows Server 2012 R2
C P U： インテル Corei3プロセッサ3.30 GHz以上
メモリ： 4GB以上
H D D： 100GB以上

御社のクローズド環境でのご利用ならPlan：2

PC

ルーター

Green Nuts Plus

PC

ルーター

Green Nuts Plus

管理PC

ルーター

Green Nuts Plus

（　　　　）

本社

工場

営業所・支店

「権限レベル設定」により、設定されたレベルに応じた
メニュー項目が表示されます。

1.一般社員 ： 本人のデータ参照のみ。
2.管 理 者  ： 部門内のデータ参照・訂正が可能。
3.総 　 務  ： 部門内のデータ参照・訂正が可能。
※権限の追加も可能となります。

■ 月間勤務状況
■ 日別勤務状況
■ 打刻エラー一覧
■ 勤務内容修正一覧
■ 超過勤務一覧
■ 個人情報設定
■ お知らせ登録
■ 月締め（確定処理）
■ 帳票・ファイル出力

■ 社員区分登録
■ 勤務体系登録
■ 所属登録
■ 社員登録・ICカード割当
■ 勤怠管理対象外社員登録
■ 所属長兼任設定
■ 祝日登録
■ 時間休設定
■ 端末登録

Web 勤怠管理システム「MC事務時管」

抜群の操作性と高機能を兼ね備えた、先進の勤怠管理ソフトウェアです。

権限と機能

指 定した社 員の1ヶ月分 の出退 勤データが
表示されます。（社員はリストから選択します）
勤務時間はタイムレコーダーからデータを
取り込んだ時点で自動計算されます。

指定した日付、部門の出退勤データを表示します。
一括入力も可能です。

月間勤務状況／日別勤務状況

機能一覧

工場・店舗・オフィス等
▼

FeliCaまたはMIFARE対応の社員証や
おサイフケータイを「Green Nuts Plus」にかざすだけ。

総務・管理本部
▼

遠隔地でも勤務実態の確認ができ、集計・訂正も簡単に行えます。

随時・月次処理 マスタ管理

●有休管理オプション

年次有給休暇の自動付与、残日数管理

が可能となります。

（自動付与の条件の設定も可能）

●シフト登録オプション

Excelで作成された「シフト管理表」を

取込み、「MC事務時管」へ反映します。

毎日の勤務体系（シフト）を細かく設

定でき、勤怠管理が更に便利に！！

●申請・承認オプション

打刻訂正、休暇、残業・休出の申請・承認

が可能となります。申請、承認制を導入

することにより、社員の勤務状況をしっ

かりと把握し、正しい勤務管理を！！

MC事務時管
エムズ・クリエイティブ

サーバー

※タイムレコーダーの追加は、１台あたり3,000円の追加料金で利用可能です。
※導入後、50名を超えた場合は、10名単位でライセンス追加が可能です。（10名で1,000円／月の追加料金)

カスタマイズ 例1
既に導入 済み の人事管 理システムの 社 員マスタ、部 門マスタとの
自動連係することにより、マスタ登録の二重登録負担を軽減させた。

カスタマイズ 例2
36協定のしきい値を事前登録することにより、しきい値を超えた
とき、または上 限を 超 えたときにアラート通 知を管 理 者にメール
で行う仕組みを追加した。

（超過チェックのタイミングは、日次、月次、年間で実施）
管理 PC

ルーター

本社

工場 PC

ルーター

Green Nuts Plus

Green Nuts Plus

PCルーター Green Nuts Plus

営業所・支店

VPN

勤怠管理データ
打刻データ

（　　）
MC事務時管

お客様内
サーバー

クラウドプラン

パッケージプラン

従業員50名以下の企業様へ
ICカード対応タイムレコーダーとWeb勤怠管理システム（クラウドプラン）の利用料がお得な「スモールビジネスプラン」をご用意しました！

従業員50名以下の企業様向けPlan：3 スモールビジネスプラン

日別

月間

勤怠管理データ
打刻データ

Web勤怠管理システム
「MC事務時管」

初期導入費用 無料！ 月々 5,000円

Web勤怠管 理システム「MC事務時管」をベースとして、お客 様の要 望
にあわせたカスタマイズが可能です。お気軽にご相談ください。

お客様のご要望に合わせてカスタマイズPlan：4 カスタムプラン

提供される機器、サービス
●ICカード対応タイムレコーダー「Green Nuts Plus」 1台（レンタル）
●Web勤怠管理システム「MC事務時管」  50名ライセンス

クラウド

連携その1

ICカード対応タイムレコーダー
「Green Nuts Plus」
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ルーター

Green Nuts Plus

管理PC

ルーター

Green Nuts Plus

（　　　　）

本社

工場

営業所・支店

「権限レベル設定」により、設定されたレベルに応じた
メニュー項目が表示されます。

1.一般社員 ： 本人のデータ参照のみ。
2.管 理 者  ： 部門内のデータ参照・訂正が可能。
3.総 　 務  ： 部門内のデータ参照・訂正が可能。
※権限の追加も可能となります。

■ 月間勤務状況
■ 日別勤務状況
■ 打刻エラー一覧
■ 勤務内容修正一覧
■ 超過勤務一覧
■ 個人情報設定
■ お知らせ登録
■ 月締め（確定処理）
■ 帳票・ファイル出力

■ 社員区分登録
■ 勤務体系登録
■ 所属登録
■ 社員登録・ICカード割当
■ 勤怠管理対象外社員登録
■ 所属長兼任設定
■ 祝日登録
■ 時間休設定
■ 端末登録

Web 勤怠管理システム「MC事務時管」

抜群の操作性と高機能を兼ね備えた、先進の勤怠管理ソフトウェアです。

権限と機能

指 定した社 員の1ヶ月分 の出退 勤データが
表示されます。（社員はリストから選択します）
勤務時間はタイムレコーダーからデータを
取り込んだ時点で自動計算されます。

指定した日付、部門の出退勤データを表示します。
一括入力も可能です。

月間勤務状況／日別勤務状況

機能一覧

工場・店舗・オフィス等
▼

FeliCaまたはMIFARE対応の社員証や
おサイフケータイを「Green Nuts Plus」にかざすだけ。

総務・管理本部
▼

遠隔地でも勤務実態の確認ができ、集計・訂正も簡単に行えます。

随時・月次処理 マスタ管理

●有休管理オプション

年次有給休暇の自動付与、残日数管理

が可能となります。

（自動付与の条件の設定も可能）

●シフト登録オプション

Excelで作成された「シフト管理表」を

取込み、「MC事務時管」へ反映します。

毎日の勤務体系（シフト）を細かく設

定でき、勤怠管理が更に便利に！！

●申請・承認オプション

打刻訂正、休暇、残業・休出の申請・承認

が可能となります。申請、承認制を導入

することにより、社員の勤務状況をしっ

かりと把握し、正しい勤務管理を！！

MC事務時管
エムズ・クリエイティブ

サーバー

※タイムレコーダーの追加は、１台あたり3,000円の追加料金で利用可能です。
※導入後、50名を超えた場合は、10名単位でライセンス追加が可能です。（10名で1,000円／月の追加料金)

カスタマイズ 例1
既に導入 済み の人事管 理システムの 社 員マスタ、部 門マスタとの
自動連係することにより、マスタ登録の二重登録負担を軽減させた。

カスタマイズ 例2
36協定のしきい値を事前登録することにより、しきい値を超えた
とき、または上 限を 超 えたときにアラート通 知を管 理 者にメール
で行う仕組みを追加した。

（超過チェックのタイミングは、日次、月次、年間で実施）
管理 PC

ルーター

本社

工場 PC

ルーター

Green Nuts Plus

Green Nuts Plus

PCルーター Green Nuts Plus

営業所・支店

VPN

勤怠管理データ
打刻データ

（　　）
MC事務時管

お客様内
サーバー

クラウドプラン

パッケージプラン

従業員50名以下の企業様へ
ICカード対応タイムレコーダーとWeb勤怠管理システム（クラウドプラン）の利用料がお得な「スモールビジネスプラン」をご用意しました！

従業員50名以下の企業様向けPlan：3 スモールビジネスプラン

日別

月間

勤怠管理データ
打刻データ

Web勤怠管理システム
「MC事務時管」

初期導入費用 無料！ 月々 5,000円

Web勤怠管 理システム「MC事務時管」をベースとして、お客 様の要 望
にあわせたカスタマイズが可能です。お気軽にご相談ください。

お客様のご要望に合わせてカスタマイズPlan：4 カスタムプラン

提供される機器、サービス
●ICカード対応タイムレコーダー「Green Nuts Plus」 1台（レンタル）
●Web勤怠管理システム「MC事務時管」  50名ライセンス

クラウド

連携その1

ICカード対応タイムレコーダー
「Green Nuts Plus」



●お問い合せフォーム・見積依頼フォームをご用意いたしております。是非ご利用ください。
www.mscreative.jp/

ICカード対応タイムレコーダー
「Green Nuts Plus」
連携ソリューションカタログ

「Green Nuts Plus」を利用した「勤怠管理システム」や「打刻データ収集プログラム」など、
様々なシステムとの連携例、連携方法をご紹介

Solut ion

Green Nuts Plus

https://www.mscreative.jp/

■LAN内で打刻データを簡単に収集したいとき
Webサーバー不要。
WindowsPCに直接打刻データを転送します。 現在お使いの勤怠管理システムに取り込みたいとき、
または、打刻データをExcel等に記録するだけでよい場合など、
お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

New!

打刻データ受信部

CSVデータ生成部

勤怠管理システム
または

給与システム

社員マスタ
管理プログラム

MC Time Service
(Windowsのサービスプログラム)

打刻データDB
(PostgreSQL)

社員マスタDB
(PostgreSQL)

打刻データ転送
(リアルタイム)

社員マスタダウンロード
1日1回自動でダウンロード

(手動でダウンロードも可能)

管理PCのソフトウェア構成 他システムとの連動時

Excelで社員マスタ編集時

「Green Nuts Plus」

MC Time Service の構成図

専用インストーラー付きで簡単にインストール可能

※1

※2

※3

■クラウド上の勤怠管理システムに
　「Green Nuts Plus」からの打刻データを収集したいとき 
既にクラウド上で稼働している勤怠管理システムと「Green Nuts Plus」を連携したい
ときは、 「MC電子タイムカード」を導入いただくことにより実現が可能です。

■勤怠管理パッケージ販売、ソフトウェア開発会社様向け
「Green Nuts Plus」の通信社様は無償で公開しております。
HTTPを利用しておりますので、企業内オリジナルシステム、他社勤怠管理システムとの連携が簡単に実現できます。

打刻データ
収集部

勤怠管理システム

通信仕様公開

HTTP

JAVAサンプルソース提供

「Green Nuts Plus」

Web サーバー

（お客様、または 
 事業者のシステム）

勤怠管理システム

クラウドデータセンター
（Webサーバー）

勤怠管理データ
打刻データ

管理 PC

ルーター

Green Nuts Plus

MC電子タイムカード 打刻データ

CSV

FeliCa（社員IDカード等） ／ おサイフケータイ ／ MIFARE（社員IDカード等）対応

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※MIFAREはNXPセミコンダクターズの商標および登録商標です。 ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの商標および登録商標です。

バッチ処理（タスク）で出力、取り込みを行います。

※1 打刻データCSVには、社員コード、ICカードID、打刻種別（出勤/退勤/外出/戻り）、打刻日時が出力されます。
※2 社員マスタCSVの取込は任意です。（バッチ処理（タスク）または手動で取り込みが可能です。）
 （社員マスタの取込を行わない場合は、打刻データCSVに社員IDが出力されません。ICカードIDで社員を特定する必要があります。）
※3 社員マスタ管理プログラムで、社員とICカードの紐付けを行ってください。
 （勤怠管理、または給与システムの社員マスタと同期をとるかは任意です。）
[ 社員マスタをダウンロードすると… ]
　　打刻時に社員名が表示されます。
　　登録されたICカード以外は反応しない設定が可能です。

「MC電子タイムカード」
管理機能のログイン画面

クラウド

打刻データ収集Webシステム
「MC電子タイムカード」

Solut ion

連携その２
打刻データ収集プログラム

「MC Time Service」
Solut ion

連携その４

各種勤怠管理システム
との連携

詳しくはお問い合わせ下さい。

Solut ion

連携その3

社員マスタ処理部

打刻データ
CSV

社員マスタ
CSV

Products
FeliCa/MIFARE対応 ICカードタイムレコーダー【Green Nuts Plus】

■出退勤をリアルタイムで管理
Green Nuts Plusがあれば、出退勤管理にかかる手間を大幅に削減可能。
あらゆる業種やビジネスモデルにフィットする方法でご活用いただけます。

各ソリューションとの連携におすすめ
Color:WHITE/GREEN Color:BLACK/WHITE
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