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1. はじめに 

 

本ソフトウェアの名称及びバージョン 

 

ソフトウェア名称 ： マックス打刻データ収集ソフト 

バージョン  ： Ver.2.00.0.0 

 

 

ソフトウェア使用許諾契約書 

 

このソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）は、マックス株式会社（以下「弊社」

といいます）とお客様との間に締結される法的な合意文書です。お客様は本契約書の条項にご同意いた

だいた場合のみ本製品をご使用いただけます。ご同意いただけない場合は、購入後 30日以内に,本製品

を未使用のまま購入元に返品してください。なお、お客様が本製品をインストール、ダウンロードもし

くは使用した時点またはCD-ROMのパッケージを開いた時点で、お客様は本契約書の各条項に同意し、

また拘束されることを承諾したものとします。 

 

第１条（定義）  

本製品とは、本契約書とともにお客様に提供したパッケージ内に含まれるコンピュータプログラム（以

下「本プログラム」という）ならびに媒体、マニュアル等の関連資料、および電子文書をさします。ま

たお客様が最初に本製品を取得された後で弊社によって提供される本製品のアップデート、修正、機能

追加、および Web サービス（以下「アップデート」といいます）を実施する場合、当該アップデート

も本プログラムに含まれるものとします。 

 

第２条（使用許諾） 

弊社は、お客様が本契約書の定めに従われることを条件として、本プログラムを特定の 1台のコンピュ

ータにのみインストールして使用する権利を許諾します。ただし、当該許諾は、第４条に定める弊社の

権利の移転を意味するものではありません。 

 

第３条（制限事項） 

１．お客様は、本プログラムを許可無く第三者に譲渡もしくは貸与することはできません。 

２．お客様は、本プログラムの再使用権を第三者に許諾もしくは移転することはできません。 

３．お客様は、本プログラムを許可なく複製し、または複数のコンピュータに使用することはできませ

ん。 

他のコンピュータに移管する場合は、移管前のコンピュータから本プログラムを消去することが必要で

す。 

４．お客様は、本プログラムの改変、翻案、逆コンパイルまたは逆アセンブル等の解析作業を行うこと

はできません。 

５．お客様は、本製品のモニタ画面表示およびプリンタ等への出力物の複製を許可無く出版に利用する

ことはできません。 



 

                                                                               page. 4 - 36 

６．お客様は、本製品および本プログラムを日本国外で使用することはできません。 

７．お客様は、本製品の使用者および弊社の許可を受け本製品を譲渡もしくは借受した第三者に対して

も、本条第 1項から第６項の定めを順守させる義務を負います。 

 

第４条（知的財産権等） 

本製品にかかわる著作権および特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の産業財産権、その他一切の知

的財産上の権利は、弊社およびその製造受託者に帰属するものとします。 

 

第５条（保証および免責） 

１．弊社は、本プログラムに誤り、その他の障害がないこと、またはお客様の要求を満たすことを保証

するものではありません。また、これらに対応するよう仕様を変更する義務を負うものではありません。

弊社は弊社の判断に基づき本製品について改良･仕様変更等を行う場合がありますが、かかる改良･仕様

変更等は保証ならびに弊社の義務の変更を意味するものではありません。 

２．弊社は、本製品の使用または使用不能に起因または関連して生ずるいかなる損害（事業利益の損失、

事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない）に関しても、

原因のいかんに関わらず、本製品の代金額を超えて賠償の責めを負わないものとします。たとえ弊社が

かかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。ただし、本契約書とは別に本製品に添

付されている保証書がある場合、その対象及び範囲において、弊社は保証を行います。 

３．弊社およびその供給者は、本製品の使用または使用不能に起因または関連してお客様と第三者との

間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。 

 

第６条（有効期間） 

１．本契約書の有効期限は、お客様が本契約書にご同意した時点から、お客様が本製品の使用を停止す

るまでとします。 

２．お客様が本契約書のいずれかの条項に違反した場合、弊社は本契約を解除し、あわせて本製品の返

却を求めることができるものとします。 

 

第７条（準拠法及び管轄） 

本契約書は、日本国法に準拠するものとし、本契約書に関連または起因して生じる紛争については、東

京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。 

 

以上 
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2. 本ソフトウェアの目的および動作環境

2.1. 「打刻データ収集ソフト」とは 

本ソフトウェアは、マックス ICタイムレコーダー ER-IC1100,ER-IC1000シリーズ,マックスネット
ワーク型タイムレコーダーER-TC1000S（以下、端末）で打刻した勤怠時刻を、各端末から本ソフト
ウェアに通信回線などを通じて収集し、お客様が任意に設定した項目によるテキストデータに変換して
ファイル出力することを目的とします。
また、本ソフトウェア上で、各端末との最終通信日時を一覧で確認することができます。

2.2. 動作環境 

 Windowsパソコンのみの対応です。
 対象OS ：

・Windows７（32bit、64bit）
・Windows８（32bit、64bit）
・Windows８.1（32bit、64bit）
・Windows10（32bit、64bit）
・Windows Server 2008（32bit、64bit）
・Windows Server 2008 R2
・Windows Server 2012
・Windows Server 2012 R2

※ いずれもクリーンインストールまたはプレインストールされていること

 打刻収集できる端末機器
・マックス ICタイムレコーダー ER-IC1100
・マックス ICタイムレコーダー ER-IC1000 シリーズ
・マックス 紙カードタイムレコーダ ER-TC1000S（紙LAN）
・マックスタイムレコーダ ER-BFR800

 動作条件
・自動受信を行う場合はスリープや休止状態にしないこと

［メモ］ 
○本ソフトウェアは、Microsoft .Net Framework 4.5 上で動作します。
○Microsoft、WindowsおよびWindows Vista は、米国Microsoft Corporation の、
米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

※  Windows Server 2016 につきましては動作はいたしますが、保証はしておりません。
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3. 本ソフトウェアが想定するシステム構成

3.1. 機器間のインターフェイス 

（端末と本ソフトウェアのインターフェイス） 

 LAN によるネットワーク接続
 モデム（当社指定機種）による公衆電話回線経由の接続
 端末機側のUSB メモリ、CFカードからオフラインでデータの取り込みが可能

打刻データ収集ソフト 

一般電話回線 

PHS 

USBメモリ 

CFメモリカード 

モデム 

LAN 

LAN 

ER-IC1000 

ER-IC1100 

ER-TC1000S 
ER-TC1000S 

モデム 

ER-IC1000 

ER-IC1100 

ER-IC1000 

ER-IC1100 

ER-BFR800 

LAN 
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4. インストール方法

4.1. インストール前のご確認 

本項では「Windows7」上での画面で説明をしていますが、その他対応OS上でも同様にインスト
ールが可能です。Microsoft社のサポートが終了しているOSでは正常に動作しない場合がありま
すので、対応OSにご注意ください。またインストール作業は管理者権限ユーザーであり、インス
トールを許可できる方が行ってください。

4.2. インストール方法 

① CD を挿入すると２つのソフトウェア「Microsoft .NET Framework 4.5」

「打刻データ収集ソフト」のインストールが順番に行われます。

→「Microsoft .NET Framework 4.5」が

インストール済みの場合は、③が表示されます。

→「Microsoft .NET Framework 4.5」が

未インストールの場合は、右の画面が出てきますので、

  「インストール」をクリックしてください。 

※インストールが自動で開始されない場合は、

CD 内の「setup.exe」を実行して下さい。

② 「Microsoft .NET Framework 4.5」のインストールが

開始されます。（PCの性能によりますが、

5～30 分程度時間がかかります。）

※「インストールに予定より長く時間がかかっています」

という画面に切り替わる場合がありますが、

そのままお待ち下さい。

③ 「Microsoft .NET Framework 4.5」のインストールが

完了すると、「打刻データ収集ソフト」のインストールが

開始されます（「Microsoft .NET Framework 4.5」が

インストール済みの場合はここから）。

→「次へ」をクリックして下さい。

④ 使用許諾契約書の内容をお読みの上、「同意する」に

チェックを付け、「次へ」をクリックしてください。
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⑤ インストールフォルダを指定の上、「次へ」を 

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「打刻データ収集ソフト」のインストールが 

開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 右の画面が表示されると、「打刻データ収集ソフト」 

のインストールは完了です。「完了」をクリックして 

終了させてください。 
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5. 設定と使用方法 

5.1. 起動 

① デスクトップ上の「打刻データ収集ソフト」アイコンをクリックします。 

または、すべてのプログラム － 打刻データ収集ソフト、をクリックします。 

    

 

 

5.2. 初回の設定方法 ―シリアル認証から打刻受信まで― 

① 初回起動時にシリアル番号での認証が行われます。 

一度正しいシリアル番号を入力すると、 

次回以降の起動時にはこの画面は表示されません。 

 

 

 

 

② パッケージの裏面もしくは、CDケース裏面に記載してあるシリアル番号を入力してください。 
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③ 間違ったシリアル番号を入力すると右のエラー画面 

が表示されますので「OK」をクリックし、 

再度入力してください。 

 

 

 

 

 

5.3. 起動後のメニュー画面 

「打刻データ収集ソフト」を終了する際にはメニュー画面右下の「終了」ボタンか右上の「×」ボタン

をクリックしてください。設定した情報は終了時に保存され、それ以降の自動受信に反映されます。 

※設定した情報のキャンセルはできません。 
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5.4. 接続する端末を設定する 

[新規接続]  

① 打刻受信タブから「新規接続」をクリックします。 

② 各端末の詳細を設定できる画面が開きますので、必要な情報を入力します。 

 

 

設定項目 説明 設定値 初期値 

端末番号 端末番号を選択

します。 

1～9999が選択可能で最大1000台まで設定可能

です。 

登録されていな

い最小の番号 

端末名 任意の端末名称

を設定できます。 

最大半角全角 64文字です。 空白 

機種名 接続する機種名

を設定します。 

ER-IC1100、 ER-IC1000、 ER-TC1000S、

ER-BFR800から選択可能です。 

ER-IC1100 

通信種別 通信方法を設定

します。 

LAN：下部に IPアドレス設定欄が表示されます。 

モデム：下部に電話番号設定欄が表示されます。 

オフライン： USB メモリを使用するときに使用 

またER-BFR800を選択した場合はLANのみ選択

可能となります。 

通信種別：LAN 

アドレス：空白 

共通受信

設定を使

用する 

共通受信設定、個

別受信設定を選

択します。 

チェック有り：共通の受信設定に則って受信します。 

チェック無し：個別の受信設定に則って受信します。 

 

 

チェック有り 
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ファイル

の保存場

所は出力

設定に準

じる 

保存場所を出力

設定に則るか、端

末固有の場所に

するかを選択し

ます。 

チェック有り：出力設定に則ります。 

チェック無し：ここで設定した場所に保存します。 

チェックを外すとこのダイアログが拡張され、出力

方法、出力ファイルパス、タイムスタンプはファイ

ル名の前後どちらにつけるかの設定項目が有効な出

力設定毎に追加されます。 

チェック有り 

受信設定 

（個別） 

打刻データを受

信するタイミン

グを設定します。 

一定間隔(何分/時間毎に受信するか)： 

5分／10分／15分／30分／1時間／ 

2時間／3時間から選択できます。 

基準時刻（一定間隔の基準時刻）： 

0:00～23:59の範囲で指定します。 

時刻指定： 

受信時刻を最大 6時刻設定できます。 

0:00～23:59の範囲で設定します。 

時刻指定 

全て空白 

※時刻の入力は以下のように行ってください。時間と分の間の「：」は不要です。 

12:15 の場合は「1215」と入力してください。 

9:25 の場合は「0925」「925」のどちらかを入力してください。
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③ [追加]ボタンをクリックすると、端末状況表示エリアに設定した端末を表示し登録します。 

端末設定画面は消えませんので、そのまま次の端末設定が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 手順②③を繰り返し端末の設定が終了したら、端末設定画面の［キャンセル］ボタンをクリックし

画面を閉じます。 
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［変更］ 
① 一度設定した端末の設定を変更するときは、変更する端末をダブルクリックすると端末設定画面が

開きます。 
② 修正後、［OK］ボタンをクリックすると、設定を変更して保存します。画面は閉じます。 

 

 

［削除］ 
① 一度設定した端末の設定を削除するときは、変更する端末をクリックし、選択状態（反転状態）に

します。 
② 選択後後、［削除］ボタンをクリックすると、確認画面が表示されますので［はい］ボタンをクリッ

クすると削除が完了します。 
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5.5. 出力設定（出力オプション）を設定する 

出力設定 1タブを選択し、はじめに出力オプションの項目を必要があれば変更してください。 

出力設定 2～5は複数のパターンで出力する必要がある場合のみ設定が必要な任意項目です。 

 

① この出力設定を有効にする（初期値：出力設定１のみオン、他はオフ） 

出力設定１はオン固定で変更できません。出力設定 2～5を使用する場合のみ使用する出力設定の

この項目にチェックをつけてオンにしてください。 

② 出力パターン選択（初期値：1打刻 1レコード） 

「1打刻 1レコード」か「1日 1レコード」を選択します。 

出力パターン変更時はエクスポート設定が初期化されますので注意してください。 

・実際の打刻とそれぞれの出力例 

社員番号 1001 2014年 11月 13日 08:00出勤打刻 

  社員番号 1002 2014年 11月 13日 08:30出勤打刻 

  社員番号 1001 2014年 11月 13日 19:55退勤打刻 

【1打刻 1レコードの場合】 

1001,201411130800,出勤 

1002,201411130830,出勤 

1001,201411131955,退勤 

【1日1レコードの場合】 

1001,20141113,0800,1955 

1002,20141113,0830, 
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③ ヘッダー（初期値：出力無し） 

エクスポート設定で設定した設定名（変更可）を出力するか設定します。 

 出力有り：設定した名称を 1行目のみに出力します。 

    ID,打刻日付,打刻時刻,打刻種別,端末番号 

    123456,20130531,0835,出勤,0001 

    213452,20130531,0842,出勤,0002 

 出力無し：1行目からデータを出力します。 

    123456,20130531,0835,出勤,0001 

    213452,20130531,0842,出勤,0002 

 

④ 区切り文字（初期値：カンマ区切り） 

データとデータの区切りに入れる文字を設定します。 

 カンマ区切り：データとデータの間に”,”（カンマ）を入れます。 

 TAB 区切り：データとデータの間に TAB を入れます。 

 区切り無し：データとデータ間には何も入りません。 

 

⑤ 出力方法（初期値：追記） 

データ収集時に、一つのファイルに打刻データを追記するか、収集時に新たにファイルを作成する

か指定します。新たにファイルを作成する場合ファイル名はタイムスタンプ形式となります。 

 追記：一つのファイルに新しい打刻データを追記します。 

タイムスタンプ：データ収集し保存する際に、毎回新しいファイルを作成します。 

その時に、ファイル名に”年月日時分秒”をつけて保存します。 

 例 20130531164931.csv（2013年 5月 31日、16時 49分、31秒に保存） 

 

⑥ 出力順序（初期値：昇順） 

タイムレコーダーから取り込んだデータを新しい順に（一番上に最新のデータ）並べるか、古い順

に並べるかを指定します。 

 昇順：新しい打刻データが、最終行に追加されます。 

 降順：新しい打刻データを一番上に追加します。 

 

⑦ 日付変更（初期値：0:00、出勤を対象外とするはオフ） 

打刻データの締め時刻を設定します。 

ここで設定した時刻マイナス 1分までを前日のデータとして扱います。（表記は 24:00～47:58） 

出勤を対象外とするにチェックをつけると日付変更時刻の設定にかかわりなく、 

出勤打刻のみ日付変更時刻を 0:00として（リアルタイムの日時）出力します。 

※日付変更時刻を 0:00 以外に設定した場合、「出張」や「有休」等の事由打刻はタイムレコーダ

ー上で選択した日の前日のデータとして出力されます。 

1 行目に項目名を出力します。 

1 行目からデータを出力します。 
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・実際の打刻が下記の場合の日付変更時刻の適応例 

社員番号 1001 2014年 11月13日13:00出勤打刻 

社員番号 1001 2014年 11月14日01:30退勤打刻 

社員番号 1002 2014年 11月14日02:00出勤打刻 

日付変更時刻 3:00 

 

出勤対象外チェック無し 1001,20141113,13.00,25.30 

1002,20141113,26.00, 

出勤対象外チェック有り 1001,20141113,13.00,25.30 

1002,20141114,02.00, 

日付変更時刻 2:00 出勤対象外チェック無し 1001,20141113,13.00,25.30 

1002,20141114,02.00, 

出勤対象外チェック有り 1001,20141113,13.00,25.30 

1002,20141114,02.00, 

日付変更時刻 1:00 

 

出勤対象外チェック無し 1001,20141113,13.00, 

1001,20141114,,1:30 

1002,20141114,02.00, 

出勤対象外チェック有り 1001,20141113,13.00, 

1001,20141114,,1:30 

1002,20141114,02.00, 

 

⑧ 出力ファイルパス（初期値：C\MAX\打刻データ収集ソフト\dataX.txt、X：１～5） 

打刻データの出力場所を指定するファイルダイアログが開きます。 

 

⑨ 拡張子（初期値：txt） 

拡張子を「txt」と「csv」から選択できます。 

 

⑩ タイムスタンプはファイル名の（初期値：前につける） 

出力方法がタイムスタンプの場合のみ有効な設定です。 

後ろにつける ファイル名＋yyyymmddhhmmss.拡張子 

前につける  yyyymmddhhmmss＋ファイル名.拡張子 
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【1 日 1 レコードのマージ処理】 

・出力パターンが「1日 1 レコード」 

・出力方法が「追記」 

・区切り文字が「カンマ区切り」もしくは「TAB 区切り」 

上記の条件がそろった場合のみ、既に出力済みのファイルに対してもマージ処理を行います。 

 

締日末日、日付変更時刻05:00、出勤を対象外とする：オフ、出力方法：追記の場合 

受信した打刻データ（1回目） 

カード ID 打刻日時 打刻種別 

0000000001 2015 年 11月 20日 08:39 出勤 

0000000002 2015 年 11月 20日 08:40 出勤 

0000000001 2015 年 11月 20日 12:21 外出 

0000000002 2015 年 11月 20日 12:32 外出 

受信した打刻データ（2回目） 

カード ID 打刻日時 打刻種別 

0000000001 2015 年 11月 20日 04:59 出勤 

0000000001 2015 年 11月 20日 05:00 出勤 

0000000002 2015 年 11月 20日 05:01 外出 

0000000002 2015 年 11月 20日 05:02 外出 

0000000002 2015 年 11月 20日 05:03 外出 

0000000002 2015 年 11月 20日 05:04 外出 

エクスポート設定―1日 1 レコード 

社員番号、打刻日付、出勤時刻、退勤時刻、外出時刻 1、戻り時刻 1、外出時刻 2、戻り時刻 2、外出時刻

3、戻り時刻 3、外出時刻 4、戻り時刻4、打刻種別 1、打刻種別 2、打刻種別 3 

 

出力結果（1 回目） 

0000000001,20151120,0839,,1221,,,,,,,,,, 

0000000002,20151120,0840,,1232,,,,,,,,,, 

 

出力結果（2 回目） 

0000000001,20151119,2859,,,,,,,,,,,, 

0000000001,20151120,0500,,1221,,,,,,,,,, 

0000000002,20151120,0840,,0501,,0502,,0503,,0504,,,, 

 

 出勤は早い時間を優先し、退勤は遅い時間を優先します。 

 外出と戻りは早い時間を優先します。 

 打刻種別は取り込んだ順番を優先します。 

 1 回目と 2 回目の間にエクスポート設定を変更した場合、マージ処理は行われません。 
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5.6. 出力設定（エクスポート設定）を設定する 

出力設定－エクスポート設定画面で、ファイルに出力する項目と出力順を設定することができます。 

 

① 項目を追加/削除する場合 

出力する項目を追加/削除する場合には、空いている場所でマウスを右クリックし、出力項目を選

択します。項目横のチェックをはずすか一覧表示右の×をクリックすると削除できます。 

 

② 項目の出力順を変更する場合 

順番を変更したい項目を選択して画面右上、もしくは右クリックメニューの「上へ移動」「下へ移

動」で順番を移動することができます。 

 

③ 詳細設定を変更する場合  

各項目の×以外の場所をクリックすると左にある＋が-に変化し詳細設定が開きます。 

設定できる内容は「ヘッダ名」「文字数」「出力書式」「出力文字」となり、「ヘッダ名」は全項目で

設定可能ですが、それ以外の内容は項目毎に異なります。（P20、21参照） 

【ヘッダ名】 

 出力オプションでヘッダー出力有りとした場合に出力されるヘッダ名を最大全角 64文字まで 

 任意に指定可能です。 

【文字数】 

 文字数指定で実際のデータより短い文字数を指定した場合は右端から出力されます。 

 文字数指定で実際のデータより長い文字数を指定した場合はその分左端から 0で埋められます。 

【出力書式】 

 項目毎に出力書式や区切り文字を選択します。 

【出力文字】 

 汎用項目で出力する固定の文字列を最大全角 64文字で任意に指定可能です。 

② 

① 

③ 
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出力オプション―出力パターン選択が1 打刻1 レコードの場合の出力項目一覧 

No 項目名 文字数 備考 初期値 

1 カード ID 1~16( 固 定

／可変) 

文字数指定無し（可変長）か 1文字～16文字（固

定長）で指定可能 

文字数指定

無し 

2 打刻日時 16(固定) 

12(固定) 

10(固定) 

yyyy/mm/dd hh:mm 

yyyymmddhhmm 

yymmddhhmm 

yyyy/mm/

dd hh:mm 

3 打刻日付 10(固定) 

8(固定) 

6(固定) 

yyyy/mm/dd 

yyyymmdd 

yymmdd 

yyyy/mm/

dd 

4 打刻時刻 1~5(可変) 出力書式：分単位、時分（60進）、時分（10進） 

時分の区切り文字：なし、：(コロン)、.(ピリオド)

が選択可能 

時分（ 60

進） 

：(コロン) 

5 打刻日付(年) 1~4(固定) 西暦 4文字、文字数指定可能 4文字 

6 打刻日付(月) 2(固定) 月2文字 ― 

7 打刻日付(日) 2(固定) 日2文字 ― 

8 打刻日付(時) 2(固定) 時2文字 ― 

9 打刻日付(分) 2(固定) 分2文字 ― 

10 打刻種別 1~10(可変) 任意設定可能で最大全角半角 10文字 

変換テーブルにチェックか登録が無ければ未出力 

変換テーブ

ル 

11 シフトNo. 1~4(固定) 文字数指定可能 4文字 

12 端末番号ハー

ド 

1~4(固定) 文字数指定可能 4文字 

13 端末番号ソフ

ト 

1~4(固定) 文字数指定可能 4文字 

端末設定 

14 端末名 1~64(可変) 任意設定可能で最大全角半角 64文字 端末設定 

15 曜日 1(固定) 日:0～土:6、打刻日時より算出 ― 

16 社員番号 1~64(可変) 任意設定可能で最大半角 64文字、一致するカード

IDが無ければカード IDを文字数指定無しで出力 

カード情報 

17 

18 

備考１ 

備考２ 

1~64(可変) 

 

任意設定可能で最大全角半角 64文字、一致するカ

ード IDが無ければ空白を出力 

カード情報 

19 汎用項目 空 白 、

1~64(可変) 

任意設定可能で最大全角半角 64文字 

汎用項目は複数設定可能（最大 99個） 

空白 

※ 初期値はカード ID、打刻日時、打刻種別となります。 
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出力オプション―出力パターン選択が 1日 1レコードの場合の出力項目一覧 

No 項目名 文字数 備考 初期値 

1 カード ID 1~16( 固 定

／可変) 

文字数指定無し（可変長）か 1 文字～16 文字（固

定長）で指定可能 

文字数指定

無し 

2 打刻日付 10(固定) 

8(固定) 

6(固定) 

yyyy/mm/dd 

yyyymmdd 

yymmdd 

yyyy/mm/d

d 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

出勤時刻 

退勤時刻 

外出時刻１ 

戻り時刻１ 

外出時刻２ 

戻り時刻２ 

外出時刻３ 

戻り時刻３ 

外出時刻４ 

戻り時刻４ 

1~5(可変) 出力書式：分単位、時分（60進）、時分（10進） 

時分の区切り文字：なし、：(コロン)、.(ピリオド)が

選択可能 

打刻日時の早い方から１、２、３、４となります 

出勤が複数存在する場合は早い時刻を、退勤が複数

存在する場合は遅い時刻をそれぞれ優先されます 

5 回目以降の外出時刻と戻り時刻に関しては変換不

可となります 

 

時分（60進） 

：(コロン) 

13 

14 

15 

打刻種別１ 

打刻種別２ 

打刻種別３ 

1~10(可変) 任意設定可能で最大全角半角 10文字 

出勤、退勤、外出、戻りは対象外です 

打刻日時の早い方から１、２、３となります 

4回目以降の打刻種別は変換不可となります 

変換テーブルにチェックか登録が無ければ未出力 

変換テーブ

ル 

16 シフトNo. 1~4(固定) 文字数指定可能 4文字 

17 端末番号ハ

ード 

1~4(固定) 文字数指定可能 4文字 

18 端末番号ソ

フト 

1~4(固定) 文字数指定可能 4文字 

端末設定 

19 端末名 1~64(可変) 任意設定可能で最大全角半角 64文字 端末設定 

20 曜日 1(固定) 日:0～土:6 ― 

21 社員番号 1~64(可変) 任意設定可能で最大半角 64 文字、一致するカード

IDが無ければカード IDを文字数指定無しで出力 

カード情報 

22 

23 

備考１ 

備考２ 

1~64(可変) 任意設定可能で最大全角半角 64 文字、一致するカ

ード IDが無ければ空白を出力 

カード情報 

24 汎用項目 空 白 、

1~64(可変) 

任意設定可能で最大全角半角 64文字 

汎用項目は複数設定可能（最大 99個） 

空白 

※ 初期値はカード ID、打刻日付、出勤時刻、退勤時刻となります。 
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5.7. 出力設定（変換テーブル設定）を設定する 

出力設定－変換テーブル設定で、打刻種別の出力形式（内容）を設定することができます。 

 

※ 打刻種別の「出勤」を「01」と出力したい場合には、「出勤」の右欄に「01」と入力します。 

入力内容は全角、半角とも可能で最大 10文字となります。 

初期値は打刻種別名と同じ日本語名称です。 

※ チェックボックスオン＆登録されている勤怠種別のみ出力します。 

初期値は出力設定１のみ全チェックオン、出力設定 2～5は全チェックオフです。 

※ 登録済みフリー項目は ER-IC1100の勤怠種別を任意の文字列に変換して出力します。 

初期値は空白となり、未登録の勤怠種別は出力しません。 
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5.8. 打刻データ自動受信 

「5.4 接続する端末を設定する」で受信設定を一定間隔にチェックをつけている、もしくは時刻指

定で時刻を 1 つ以上入力している端末に関しては打刻データ収集ソフトを終了した後に自動受信

が開始されます。 

 

5.9. 打刻データ手動受信 

打刻受信から「勤怠データ受信」を選択すると、選択にチェックが付いた端末に対して、任意のタイミ
ングで打刻データを受信することができます。 
【LAN/モデムの場合】 

① 通信したい端末にチェックを付け「打刻受信→勤怠データ受信」をクリックすると保存場所選択画

面が表示されます。自動受信と同じ場所に保存する場合はそのまま[OK]ボタンをクリック、別の場

所に保存したい場合は「保存場所を指定する」にチェックをつけ[参照]ボタンをクリックし、保存場

所を選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 打刻データ受信の確認画面が表示されますので 

[OK]ボタンをクリックして受信処理を開始させます。 
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③ 打刻読込終了画面が表示されると正常に通信が完了 

しています。保存場所選択画面から選択したファイルに 

タイムレコーダーの差分データが出力されます。 

 

 

  

 

 

※期間を指定して打刻データを受信する 

① 通信したい端末にチェックを付け「打刻受信→勤怠データ受信」をキーボードの Ctrl ボタンを押し

ながらクリックすると保存場所選択画面が表示されます。自動受信と同じ場所に保存する場合はそ

のまま[OK]ボタンをクリック、別の場所に保存したい場合は「保存場所を指定する」にチェックを

つけ[参照]ボタンをクリックし、保存場所を選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 打刻データ受信の確認画面が表示されますので 

[OK]ボタンをクリックします。 
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③ 全データ受信の確認画面が表示されますので 

[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

④ 開始日と終了日の期間選択画面が表示されます 

ので、打刻を受信したい期間を入力し 

[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 打刻読込終了画面が表示されると正常に通信が完了 

しています。保存場所選択画面から選択したファイルに 

タイムレコーダーの期間指定データが出力されます。 
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【オフライン（USB メモリ、CFカード等）の場合】 

① 通信種別がオフラインの端末にチェックを付け「打刻受信→勤怠データ受信」をクリックすると保

存場所選択画面が表示されます。自動受信と同じ場所に保存する場合はそのまま[OK]ボタンをクリ

ック、別の場所に保存したい場合は「保存場所を指定する」にチェックをつけ[参照]ボタンをクリッ

クし、保存場所を選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 打刻データ受信の確認画面が表示されますので 

[OK]ボタンをクリックします。 
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③ オフラインの打刻データファイルを選択する画面が表示されますので変換する打刻データファイル

を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 打刻読込終了画面が表示されると正常に通信が完了 

しています。保存画面から選択したファイルに 

タイムレコーダーのオフラインデータが追記されます。 
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6. その他の設定 

6.1. 打刻受信タブ-オプション 

自動受信時 or バッチ処理の通信エラー発生時に端末番号、端末名、機種名、アドレス、エラー番

号を指定したアドレスにメールで送信します。 

 

 

設定項目 説明 設定値 初期値 

SMTP サーバアド

レス 

SMTP サーバアドレスを設定します。 最大半角 256文字 空白 

転送元メールアド

レス 

転送元のメールアドレスを設定します。 最大半角 256文字 空白 

転送先メールアド

レス 

転送先のメールアドレスを設定します。 最大半角 256文字 空白 

ユーザ ID 

パスワード 

AUTH 認証 

メール送信時にユーザ認証(AUTH LOGIN)

に必要なユーザ ID/パスワードを設定しま

す。有効にする場合 AUTH 認証をチェック

します。 

最大半角 128文字 

最大半角 128文字 

ON/OFF 

空白 

空白 

OFF 

送信ポート番号 メール送信ポート番号を設定します。設定な

しの場合はポート２５を使用します。 

 

1~65535 25 
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メール送信は １端末の通信毎に行うか、同じ時刻に設定さ

れた全端末の通信後まとめて行うかを選択

します。 

1 端末通信毎に行う

／まとめて行う 

まとめて

行う 

メール表題 メール送信時の表題を設定します。 最大全角半角64文字 空白 

テスト送信 表題はそのまま、本文は「テスト送信」のみ

のメールをテスト送信します。 

  

【送信本文サンプル】 

端末番号,端末名,機種名,アドレス,エラー番号,日時 

1,東京本社,ER-IC1100,192.168.1.200,-1,15/12/02 17:25:29 

2,大阪支店,ER-IC1100,192.168.2.200,-1,15/12/02 17:25:30 
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6.2. 打刻受信タブ-入出力 

端末設定をCSV 形式で入出力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

列番号 項目名 例 設定範囲 

1 端末番号 1 半角数字 1～9999、前0はないものとして

取り込む（重複・空白不可） 

2 端末名 本社 最大全角 64文字（空白不可） 

3 機種名 ER-IC1100 ER-IC1100、ER-IC1000、ER-TC1000、

ER-BFR800（空白不可） 

4 通信種別 LAN LAN、モデム、オフライン（空白不可） 

5 アドレス 192.168.0.50 最大半角 64文字 

6 受信設定 一定間隔 一定間隔、時刻指定 

7 一定間隔 10分 5分／10分／15分／30分／1時間／2時

間／3時間 

8 基準時刻 0:10 00:00～23:59 

9 時刻指定 1 6:00 00:00～23:59 

10 時刻指定 2 10:00 00:00～23:59 

11 時刻指定 3  00:00～23:59 

12 時刻指定 4  00:00～23:59 

13 時刻指定 5  00:00～23:59 

14 時刻指定 6  00:00～23:59 

15 共通受信 使用する 使用する／使用しない 

16 ファイル保存場所 出力設定 出力設定／個別 

17 出力方法１  追記/タイムスタンプ 

18 出力ファイルパス１  ファイルパス 

19 タイムスタンプの位置１  前/後 

20 出力方法２  追記/タイムスタンプ 

21 出力ファイルパス２  ファイルパス 

22 タイムスタンプの位置２  前/後 

23 出力方法３  追記/タイムスタンプ 
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24 出力ファイルパス３  ファイルパス 

25 タイムスタンプの位置３  前/後 

26 出力方法４  追記/タイムスタンプ 

27 出力ファイルパス４  ファイルパス 

28 タイムスタンプの位置４  前/後 

29 出力方法５  追記/タイムスタンプ 

30 出力ファイルパス５  ファイルパス 

31 タイムスタンプの位置５  前/後 

※列番号１～5は必須項目になります。
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6.3. カード情報タブ 

カード IDと社員番号をひも付けするマスタを作成することで、カード IDではなく社員番号をキー

にして打刻データを取り込むことが出来るようになります。 

 

 カード情報タブを選択すると年月度選択画面が表示されます。 

 年月度を指定して「OK」ボタンを押すとカード情報画面が表示されます。 

選択した月度のデータがない場合で先月度のデータがある場合は先月度データをコピーして表示

します 

 締日設定ボタンから締日の設定（1～29日、末日）が可能です。 

※ 自動受信の場合も月度のデータがない場合は先月度データをコピーします。 
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カード情報画面 

 

① 新規登録 

 

新規登録ボタンを押すとカード登録・修正画面が表示されます。入力後登録ボタンを押したときに

既に同じ ID番号が登録されている場合は、「ID番号が重複しています。」とエラー表示します。 

最大登録数は 9999件です。 

登録完了 or キャンセル押下でカード情報画面に遷移します。 

① ② ③ ④ ⑤ 
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② 変更 

ID番号は変更できません。社員番号と備考の変更は可能です。社員番号は重複して登録可能です。 

複数選択（CTRL選択、SHIFT選択）可能ですが、複数選択されている場合は最小の ID番号が対

象になります。 

 

③ 削除 

複数選択（CTRL 選択、SHIFT 選択）可能ですが、複数選択されている場合は選択されている全

てが対象になります。 

 

④ 入出力 

カード情報一覧を以下のCSV形式で入出力（メニュー選択時にインポートかエクスポートを選択） 

 

列番号 項目名 例 備考 

1 ID番号 123456 半角 1~16文字（空白不可） 

2 社員番号 1001 半角 1~64文字（空白不可） 

3 備考１ 鈴木 太郎 全角半角 1~64文字 

4 備考２ 品質保証部 全角半角 1~64文字 

※インポート時は、列番号２まである CSVファイルは、取込み可能です 

 

⑤ ファイル参照 

カード情報タブの設定ファイルの保存場所（フォルダ）を指定するファイルダイアログが開きます。 

初期値は「C\MAX\打刻データ収集ソフト\CARD\」、ファイル名は cardyyyymm.xml 
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6.4. バッチファイル 

インストール先のフォルダに「DAKOKU_Bat.exe」が存在します。このファイルを実行すると、選択

にチェックが入っている端末全てに対し、受信処理を 1回だけ行います。打刻データ収集ソフトで受信

タイミングを設定するのではなく、他のアプリケーションやタスクスケジューラ等で受信タイミングを

設定したい場合は「DAKOKU_Bat.exe」をご使用ください。 

 

6.5. 通信結果のエラー番号と対応方法 

エラー番号 原因 対応方法 

－１ 設定されたタイムレコーダーの IP アドレ

スから全く応答がありません 

・タイムレコーダー本体の IP アドレスと

打刻データ収集ソフトで設定した IP アド

レスが間違っていないか確認してくださ

い 

・タイムレコーダーを再起動してください 

・打刻データ収集ソフトがインストールさ

れたPCからタイムレコーダーまでの経路

を確認（ハブの電源、LAN ケーブルの抜

け等）してください 

－４ 設定されたタイムレコーダーの IP アドレ

スから応答はありましたが、処理途中で接

続が切れてしまいました 

・タイムレコーダーを再起動してください 

・打刻データ収集ソフトがインストールさ

れたPCからタイムレコーダーまでの経路

を確認（ハブの電源、LAN ケーブルの抜

け等）してください 

－９ ファイルの出力に失敗しています ・出力先のファイルをエクセル等で開いた

ままにしないでください 

・出力先のフォルダに書き込む権限を付与

してください 
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