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このたびは、マックスタイムレコーダER-230S/PCをお買い上げいただきまして誠にありがとう
ございます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

この取扱説明書および商品には、本機を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな表
示を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。

本機が故障して修理が必要となることが想定される操作や、現状復帰するた
めに、リセットなどの操作が必要になるので絶対に行なってはいけないこと
が書いてあります。

操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。

取扱説明書のページが異なる場合に参照するところが書いてあります。

記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。この記号の中や近くの表
示は具体的な注意内容です。

記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表
示は具体的な禁止内容です。

記号は「しなければいけないこと」を意味しています。この記号の中や近く
の表示は具体的な指示内容です。
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本機のトラブルを避け、故障を未然に防止するために、下記の事項を必ず守ってください。

●トラブルの原因になりますので次のような場所では使用および保管をしないでください。
1.直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
2.ホコリや湿気の多い場所
3.傾いたり振動や衝撃の加わる場所
4.温度0℃以下、40℃以上になる場所
5.ゴキブリなどのいる場所

●本機の汚れを落とす際は、乾いた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、ア
ルコールなどの有機溶剤や薬品は使わないでください。変形したり変色するなどの原因に
なります。

●専用タイムカード「ER-Sカード」以外は使えません。又、折れ曲がったり、破れたり、濡
れたカードは絶対に使用しないでください。

●インクリボンは必ず「ER-IR101」をご使用ください。

●カードの横のパンチ穴をふさいだり、破損させたりしないでください。本機は、タイムカ
ードのパンチ穴を読みとって印字欄を決定します。

●タイムカードを強く押し込んだり、印字中に抜いたりしないでください。カードは自動的
に引き込まれ、自動的にもどります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと
があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



4

絶対に行なってはいけないことを記載します。

ポイントなどを記載します。

参照することを記載します。

第 4 章　勤務体系シフトを設定する
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4-3 タイムレコーダで勤務体系シフトを設定する
①フロントカバーをはずします。
倒れないよう、本体をおさえながら行ってくださ
い。

② ボタンを約3秒間押し続けま
す。
⇒ピッと音が鳴り、設定モードに入ります。
この時画面右上に◎マークが点灯します
（2分以上何も押さないと自動的に時計に戻りま
す。）

③ ボタンでオレンジのランプを
項目の「シフト」に合わせます。

④ ボタンで設定したいシフト番号に合

わせ、 ボタンで確定します。
⇒画面右上に◎マークが点灯しオレンジのランプ
が項目の「締日」に移動し、点滅部が「締日」に
移動します。

⑤ ボタンで締日を合わせ、

ボタンで確定します。セット 

数字送り 

セット 

数字送り 

設定開始 変更 

設定開始 変更 

シフト 

締日 

オレンジのランプ

オレンジのランプ

第 4 章　勤務体系シフトを設定する

☆P.00 タイムレコーダに設定されている勤務体系シフトと専用メモリカードに保存されている勤
務体系マスタの比較結果表示

目的別タイトル 
目的を示すタイトルです。 

項目タイトル 
項目を示すタイトルです。 

イラスト 
手順や操作をイラストで 
説明しています。 

目的別タイトル 
目的を示すタイトルです。 

操作ボタン 
操作するボタンを現して 
います。 

ディスプレイ 
手順によって表示される 
ディスプレイを現してい 
ます。 

取扱い事項 
正しくお使いいただくための 
補足説明をしています。 
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「スーパー楽らく集計」CD-ROMにはAdobe Acrobat Readerで参照できるPDF形式のマニ
ュアルと「Adobe Acrobat Reader 5.0」が入っています。本書の説明で分からない点やよ
り詳しい説明が必要な場合は、以下の手順に従って、PDF形式のマニュアルを参照してくだ
さい。

お使いのパソコンにPDF形式のマニュアルを参照する為の「Adobe Acrobat Reader」を組
込みます。尚、すでに「Adobe Acrobat Reader」4.0以降が組込まれている場合は、この操
作は必要ありませんので次項から参照してください。

①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動しま
す。

②「スーパー楽らく集計」CD-ROMをCDドライ
ブにセットします。

③インストールウィザードを表示したら［キャ
ンセル］をクリックしてインストールウィザ
ードを閉じます。

④デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダ
ブルクリックして開き、「ｒａｋｕ」（CD-
ROMマーク）にカーソルを合わせてマウス右
ボタンをクリックし［開く（Ｏ）］をクリック
して開きます。
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⑤「Acrobat」フォルダをダブルクリックして開
き、「ａｒ５００ｊｐｎ」をダブルクリックし
て起動します。

⑥画面の手順に従ってインストールしてくださ
い。

⑦インストールが完了したら「スーパー楽らく
集計」CD-ROMを取り出します。

①デスクトップ上にある「スーパー楽らく集計」
マニュアルアイコンをダブルクリックして
PDFマニュアルを開きます。

②目次の見たい項目をクリックすると、そのペ
ージが表示されます。
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①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動しま
す。

②「スーパー楽らく集計」CD-ROMをCDドライ
ブにセットします。

③インストールウィザードを表示したら［キャ
ンセル］をクリックしてインストールウィザ
ードを閉じます。

④Acrobat Readerを起動し、メニューの「ファ
イル（Ｆ）」「開く（Ｏ）」を順に選び、「ファ
イルの場所」で「ｒａｋｕ」（CD-ROM）、「ｍ
ａｎｕａｌ」フォルダを順にダブルクリック
します。

⑤「ｒａｋｕｈｅｌｐ」を選んで開きます。

⑥目次の見たい項目をクリックすると、そのペ
ージが表示されます。

☆Acrobat Readerの詳しい使い方は、同ソフトのヘルプファイルをご覧ください。

※お使いのパソコンにPDFファイルをコピーせずにお使いいただく場合は、以下の手順を参
照してください。
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1） 西暦年、月、日、時刻は設定済みですので、カードを発行するだけですぐご使用いただ
けます。但し、締日は20日に設定されておりますので、20日締め以外のお客様は締日
の設定が必要です。

2） 打刻データをUSB又はメモリーカードを使ってパソコンに打刻データを転送することで、
付属の集計ソフトを使った時間計算ができます。

3） 始業時刻、終業時刻、締日、日付変更時刻が異なる10の勤務体系に対応できます（シフ
ト1～10）。

4） 次のような特殊な勤務についても打刻ができます。
●早出勤務のとき、［早出／残業］ボタンを押すと、時刻の横に「ハ」と印字します。
●残業勤務のとき、［早出／残業］ボタンを押すと、時刻の横に「ザ」と印字します。
●直行して朝の打刻ができなかったとき、［直行／直帰］ボタンを押してカードを入れ
ると、出勤欄（1欄目）に「チョッコウ」と印字します。

●直帰して帰りの打刻ができない場合、その日の間に［直行／直帰］ボタンを押してカ
ードを入れると、退勤欄（6欄目）に「チョッキ」と印字します。

●日付変更時刻（1日の締めの時刻でこの時刻を過ぎると印字する段が翌日になります）
を超えて退勤する場合、［徹夜］ボタンを押すと出勤と同じ段に退勤打刻します。

●通常と異なる勤務シフトで打刻できます。出勤時に出勤ボタンを約3秒押すとシフト
変更モードに入ります。ここでシフトを指定しカードを入れるとそのシフトで打刻し、
付属集計ソフト「スーパー楽らく集計」でもそのシフトで集計します。但し月度内の
シフト変更は締日と日付変更時刻が同一の勤務シフトの場合のみとなります。

5） 勤務シフト、社員マスターのデータは｢スーパー楽らく集計｣で設定したデータをタイム
レコーダ本体に取り込めますので、本体設定、カード発行が簡単に行えます。

6） 設置の方法が次の3つから選べます。
●置いて使用⇒そのままお使い下さい。
●壁に掛けて使用⇒ワンタッチで壁に掛けられます。
●寝かせて使用⇒「寝かせ設定」により時計表示が逆さまになり、寝かせて使う時にも
時計が読めるようになります。

7） タイムカードを入れるだけで、通常のご使用はボタン操作の必要がないタイムレコーダ
です。
●印字する段や印字欄は自動的に選択されます。
●出勤など打ち忘れて退勤するときはボタン操作で印字欄を指定できます。
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8） 始業時刻、終業時刻を設定すると、遅刻マーク（チ）・早退マーク（ソ）が自動的に印
字されます。

9） 不意の停電や設定場所の移動によって電源が遮断された場合でも、内蔵のリチウム電池
で工場出荷から停電累計5年間は日付、時計、設定内容などのデータを保持します。但
し、停電時の印字はできません。

●固定勤務、フレックス勤務のどちらにも対応した勤務設定ができます。
●勤務シフトは最大10パターン設定できます。
●打ち間違いチェック機能により、修正が簡単に行なえます。
●勤怠の集計は出勤日数、有休の回数、遅刻の回数と時間数、早退の回数と時間数、実
働時間（所定内、早出、残業、深夜、深夜残業）と、各時間帯別の時給に従い金額計
算します。

●最大で本体100台、1000名分までのデータを取り込むことができます。
●集計データは、弥生給与2001・02、給与奉行21、給与じまん2、給料王2 XP版、給
与大臣Super 2001、給与Kids 3に取り込むためのデータファイルを作成できます。
またExcel形式で出力することもできます。

●集計は個人別、グループ別に行なえます。
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ご使用前に必ずお確かめください。

タイムネットアドレス：http://www.max-time.net
お客様相談ダイヤル　：0120 - 510 - 200

［月～金曜日（祝祭日除く）午前9時～午後6時］

☆お手数ですが、お客様登録カードに所定事項をご記入の上FAXにて送信するかハガキ部分をご
投函ください。マックスお客様リストに登録し、アフターサービスに活用させていただきます。

☆操作がわからなくなった時には、本書をお読みいただけますよういつでも取り出せる場所に大
切に保管してください。

☆メモリカード、USB接続をお使いにならない時は、コネクタキャップを付けてご使用ください。

　取扱説明書 
（本書）1冊 
 

壁掛け用ネジ 
　　　　4個 
 

専用メモリカード 
　　　　　　 1枚 
 
 

パソコン用メモリカードリーダー 
　　　　　　　　　　　　　 1台 
 
 

メモリーカードリーダー用 
ドライバーソフトCD 
　　　　　　　　　　 1枚 
 
 

　集計ソフト 
「スーパー楽らく集計」CD 
　　　　　　　　　　  1枚 
 
 

セキュリティカード 
　　　　　　　　2枚 
 

コンパクトフラッシュ専用 
リーダーライター 
ユーザーズマニュアル 
　　　　　　　　　　 1冊 

コネクタキャップ大・小 
　　　　　　　　 各1個 
 
 

シフト変更シール 
　　　　　　 1枚 
 
 

※本体に取り付けてあります 
 

　サンプルカード 
（ER-Sカード）20枚 
 

　お客様登録カード 
（保証書）　1枚 
 

導入・設定ガイド 
　　　　　　１冊 
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このソフトは以下のシステム環境で動作します。

「Designed for Windows」のロゴが表記されているDOS/V機
（NEC社9800シリーズでは動作しません。）
※対応OSがプリインストールされている機種に限ります。
※以下の動作環境はOSの制約により異なる場合があります。
クロック速度　： 233MHz以上（XPの場合 300MHz以上）
プロセッサ　　： Intel Pentium/Celeron 系列、AMD K6/Athlon/Duron ファミリ、

またはこれらと互換のプロセッサ
メモリ　　　　： 64MB以上（XPの場合 128MB以上）
ハードディスク： 100MB以上の空き容量
CD-ROMドライブを使用できること

USBポート

Windows98/98SE/Me/2000/XP日本語版
※ただし、プリインストールマシンまたはクリーンインストールマシンに限っての動作保証
となります。
（アップグレード版は当社の動作保証外となります。）
＊プリインストールマシンとは予めパソコンメーカーがWindowsをインストールした状
態で工場出荷しているパソコンです。

＊クリーンインストールマシンとは、各Windows動作環境を満たしたパソコンを初期化
してWindowsをインストールしたパソコンです。この場合、OSが正常に動作するこ
とが確認されているパソコンに限ります。

1024×768ドット、High Color（65,000色）以上
小さいフォント

Windows2000/XP
◆インストールには「管理者」または「Administrators」グループのメンバーでのログ
インが必要です。

◆ソフトウェアの使い勝手上、下記フォルダについて機械使用ユーザーにフルコントロ
ールのアクセス許可を与えてください。
C:￥Program Files￥MAXスーパー楽らく集計

全てのOS（Windows）
◆必ず、添付のCD-ROMで起動するインストーラをお使いになりインストール、または
アンインストールしてください。
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USBを使う場合、別途USBケーブルが必要です。
USBケーブル ER-KBU2（品番ER90800）とご指定のうえお買い求めください。

以下の手順に沿って、ソフトをインストールしてください。
Windowsの種類別に手順が異なります。お使いのWindowsをご確認のうえ該当するページ
をご覧になり、インストールを行ってください。

◆Windows98/98SEへの導入 → P. 15
◆WindowsMeへの導入 → P. 21
◆Windows2000への導入 → P. 25
◆WindowsXPへの導入 → P. 28

☆インストールする前に、他のアプリケーションや常駐型ソフトを終了してください。

インストール手順 

手順1.　パソコンの日付と時刻を合わせる。 

手順2.　「スーパー楽らく集計」をインストールする。 

手順3.　専用メモリカードをインストールする。 

インストール終了 

手順4.　USBドライバをインストールする。 

USBメモリ 
カード 

データの取込み方法の選択 
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①画面右下の時刻表示をダブルクリックしてく
ださい。

①「スーパー楽らく集計」CD-ROMをパソコンにセットしてください。
しばらくすると自動でセットアップ画面が表示されますので、画面のメッセージに従って、
以下のようにインストールしてください。

②「ようこそ」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

②「日付と時刻のプロパティ」画面では、
日付と時刻を合わせてから、［OK］ボタンをクリックしてください。
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③「使用許諾」画面では、使用許諾契約の内容
をお読みのうえ、契約に同意する場合は、
［はい（Y）］ボタンをクリックしてください。

④「インストール先の選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑤「プログラムフォルダの選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

「既存のフォルダ」に表示される内容はお使い
のパソコンによって異なります。

⑥「ユーザ登録」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑦「セットアップステータス」画面が表示され
ます。しばらくお待ちください。

⑧「完了」画面が表示されたら、
［完了］ボタンをクリックしてください。

以上で「スーパー楽らく集計」インストール作
業は終了です。
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①「FlashGate」CD-ROMをパソコンにセットしてください。
メモリカードリーダ本体をパソコンのUSBポートに接続してください。
しばらくすると自動でセットアップ画面が表示されますので、画面のメッセージに従って、
以下のようにインストールしてください。

②まず「CompactFlash R/W Driver」をインス
トールします。
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

③「検索方法」画面では、「使用中のデバイスに
最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し
て、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

④「検索場所選択」画面では、「CD-ROMドライ
ブ」にチェックをして、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑤「ドライバの検索」画面では、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑥「デバイスドライバのインストール終了」画
面では、
［完了］ボタンをクリックしてください。
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⑦次に「USB Disk Controller」をインストール
します。
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑧「検索方法」画面では、「使用中のデバイスに
最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し
て、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑨「検索場所選択」画面では、「CD-ROMドライ
ブ」にチェックをして、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑩「ドライバの検索」画面では、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑪「デバイスドライバのインストール終了」画
面では、
［完了］ボタンをクリックしてください。

以上で「メモリカードリーダ」インストール作
業は終了です。
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パソコンの「マイコンピュータ」上に「リムー
バブルディスク」アイコンが追加されます。

打刻データをメモリカードで取り込む場合は以上で作業は終了です。

タイムレコーダにUSBケーブルをつないで直接打刻データを取り込む場合は、次に進んでく
ださい。

インストールには、別途USBケーブルが必要です。
USBケーブル ER-KBU2（品番ER90800）とご指定のうえお買い求めください。

①「スーパー楽らく集計」CD-ROMをパソコンにセットしてください。
タイムレコーダの電源を入れ、USBケーブルでタイムレコーダとパソコンを接続してくだ
さい。
しばらくすると自動でセットアップ画面が表示されますので、画面のメッセージに従って、
以下のようにインストールしてください。

②「ドライバの検索」画面では、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

③「検索方法」画面では、「使用中のデバイスに
最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し
て、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

☆ドライブ名（E:やF:）を覚えておいてください。「スーパー楽らく集計」で使用します。
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④「検索場所選択」画面では、「CD-ROMドライ
ブ」にチェックをして、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑤「ドライバファイルの検索」画面では、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑥「デバイスドライバのインストール終了」画
面では、
［完了］ボタンをクリックしてください。

以上で「USBドライバ」インストール作業は終
了です。
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①画面右下の時刻表示をダブルクリックしてく
ださい。

①「スーパー楽らく集計」CD-ROMをパソコンにセットしてください。
しばらくすると自動でセットアップ画面が表示されますので、画面のメッセージに従って、
以下のようにインストールしてください。

②「ようこそ」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

②「日付と時刻のプロパティ」画面では、
日付と時刻を合わせてから、［OK］ボタンをクリックしてください。
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③「使用許諾」画面では、使用許諾契約の内容
をお読みのうえ、契約に同意する場合は、
［はい（Y）］ボタンをクリックしてください。

④「インストール先の選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑤「プログラムフォルダの選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

「既存のフォルダ」に表示される内容はお使い
のパソコンによって異なります。

⑥「ユーザ登録」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑦「セットアップステータス」画面が表示され
ます。しばらくお待ちください。

⑧「完了」画面が表示されたら、
［完了］ボタンをクリックしてください。

以上で「スーパー楽らく集計」インストール作
業は終了です。
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デバイスドライバは、WindowsMe標準のUSBドライバを使用しますので、製品に同梱され
ている「FlashGate」CD-ROMは使用しません。

①メモリカードリーダ本体をパソコンのUSBポートに接続してください。
しばらくすると自動的に本体が使用できるようになります。
以上で「メモリカードリーダ」インストール作業は終了です。

パソコンの「マイコンピュータ」上に「リムー
バブルディスク」アイコンが追加されます。

打刻データをメモリカードで取り込む場合は以上で作業は終了です。

タイムレコーダにUSBケーブルをつないで直接打刻データを取り込む場合は、次に進んでく
ださい。

インストールには、別途USBケーブルが必要です。
USBケーブル ER-KBU2（品番ER90800）とご指定のうえお買い求めください。

①「スーパー楽らく集計」CD-ROMをパソコンにセットしてください。
タイムレコーダの電源を入れ、USBケーブルでタイムレコーダとパソコンを接続してくだ
さい。
しばらくすると自動でセットアップ画面が表示されますので、画面のメッセージに従って、
以下のようにインストールしてください。

☆ドライブ名（E:やF:）を覚えておいてください。「スーパー楽らく集計」で使用します。
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②「ドライバの検索」画面では、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

③「検索方法」画面では、「使用中のデバイスに
最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し
て、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

④「検索場所選択」画面では、「CD-ROMドライ
ブ」にチェックをして、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑤「ドライバファイルの検索」画面では、
［次へ＞］ボタンをクリックしてください。

⑥「デバイスドライバのインストール終了」画
面では、
［完了］ボタンをクリックしてください。

以上で「USBドライバ」インストール作業は終
了です。
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①画面右下の時刻表示をダブルクリックしてく
ださい。

①「スーパー楽らく集計」CD-ROMをパソコンにセットしてください。
しばらくすると自動でセットアップ画面が表示されますので、画面のメッセージに従って、
以下のようにインストールしてください。

②「ようこそ」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

②「日付と時刻のプロパティ」画面では、
日付と時刻を合わせてから、［OK］ボタン
をクリックしてください。
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③「使用許諾」画面では、使用許諾契約の内容
をお読みのうえ、契約に同意する場合は、
［はい（Y）］ボタンをクリックしてください。

④「インストール先の選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑤「プログラムフォルダの選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

「既存のフォルダ」に表示される内容はお使い
のパソコンによって異なります。

⑥「ユーザ登録」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑦「セットアップステータス」画面が表示され
ます。しばらくお待ちください。

⑧「完了」画面が表示されたら、
［完了］ボタンをクリックしてください。

以上で「スーパー楽らく集計」インストール作
業は終了です。
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デバイスドライバは、Windows2000標準のUSBドライバを使用しますので、製品に同梱さ
れている「FlashGate」CD-ROMは使用しません。

①メモリカードリーダ本体をパソコンのUSBポートに接続してください。
しばらくすると自動的に本体が使用できるようになります。
以上で「メモリカードリーダ」インストール作業は終了です。

パソコンの「マイコンピュータ」上に「リムー
バブルディスク」アイコンが追加されます。

打刻データをメモリカードで取り込む場合は以上で作業は終了です。

タイムレコーダにUSBケーブルをつないで直接打刻データを取り込む場合は、次に進んでく
ださい。

インストールには、別途USBケーブルが必要です。
USBケーブル ER-KBU2（品番ER90800）とご指定のうえお買い求めください。

デバイスドライバは、Windows2000標準のUSBドライバを使用します。

①タイムレコーダの電源を入れ、USBケーブルでタイムレコーダとパソコンを接続してくだ
さい。
しばらくするとタイムレコーダからデータを取り込む準備が整います。
以上で「USBドライバ」インストール作業は終了です。

☆ドライブ名（E:やF:）を覚えておいてください。「スーパー楽らく集計」で使用します。
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①画面右下の時刻表示をダブルクリックしてく
ださい。

①「スーパー楽らく集計」CD-ROMをパソコンにセットしてください。
しばらくすると自動でセットアップ画面が表示されますので、画面のメッセージに従って、
以下のようにインストールしてください。

②「ようこそ」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

②「日付と時刻のプロパティ」画面では、
日付と時刻を合わせてから、［OK］ボタン
をクリックしてください。
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③「使用許諾」画面では、使用許諾契約の内容
をお読みのうえ、契約に同意する場合は、
［はい（Y）］ボタンをクリックしてください。

④「インストール先の選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑤「プログラムフォルダの選択」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

「既存のフォルダ」に表示される内容はお使い
のパソコンによって異なります。

⑥「ユーザ登録」画面では、
［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

⑦「セットアップステータス」画面が表示され
ます。しばらくお待ちください。

⑧「完了」画面が表示されたら、
［完了］ボタンをクリックしてください。

以上で「スーパー楽らく集計」インストール作
業は終了です。
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デバイスドライバは、WindowsXP標準のUSBドライバを使用しますので、製品に同梱され
ている「FlashGate」CD-ROMは使用しません。

①メモリカードリーダ本体をパソコンのUSBポートに接続してください。
しばらくすると自動的に本体が使用できるようになります。
以上で「メモリカードリーダ」インストール作業は終了です。

パソコンの「マイコンピュータ」上に「リムー
バブルディスクまたはコンパクトフラッシュリ
ーダー／ライター」アイコンが追加されます。

打刻データをメモリカードで取り込む場合は以上で作業は終了です。

タイムレコーダにUSBケーブルをつないで直接打刻データを取り込む場合は、次に進んでく
ださい。

インストールには、別途USBケーブルが必要です。
USBケーブル ER-KBU2（品番ER90800）とご指定のうえお買い求めください。

デバイスドライバは、WindowsXP標準のUSBドライバを使用します。

①タイムレコーダの電源を入れ、USBケーブルでタイムレコーダとパソコンを接続してくだ
さい。
しばらくするとタイムレコーダからデータを取り込む準備が整います。
以上で「USBドライバ」インストール作業は終了です。

☆ドライブ名（E:やF:）を覚えておいてください。「スーパー楽らく集計」で使用します。
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タイムカードを挿入しま 
す。フタはホコリが入ら 
ないように印字するとき 
以外は閉じてください。 
 

該当する勤務のときに 
このボタンを押します。 
 

通常は時刻、日付を 
表示しています。 
 

通常は押さなくても印字 
欄は自動で選択されます。 
ボタンを押すとボタンが 
優先されます。 
シフトを変更して勤務す 
る場合は、出勤ボタンを 
約3秒押します。 
 

カード挿入口 
 表示画面 

 

早出/残業、 
直行/直帰、 
徹夜ボタン 
 

出勤、外出、 
再入、退勤ボタン 
 

メ
モ
リ
カ
ー
ド
 

U
S
B

インクリボンの交換や、 
設定する時にはずします。 
 

フロントカバー 
 

データ転送用 
コネクタ 
 

P.40、62

パソコンに打刻デー 
タを転送する時にＵ 
ＳＢケーブルまたは 
メモリーカードを差 
し込みます。 
使用しない時は防塵 
の為コネクタキャッ 
プを付けてご使用く 
ださい。 
 

壁掛けで使用する時に取 
り外し、フックとして使 
います。 
 

壁掛け用フック 
 

P.56

P.61
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シフト内の項目変更 

数字送り 
 

数字戻し 
 

設定開始 /　変更 

来月 

今月 

メモリ出力 
メモリ入力 

時計に戻す 

セット 

：約3秒間押しつづけると、来月カード発行を開始します。

：約3秒間押しつづけると、今月カード発行を開始します。

：同時に約3秒間押しつづけると、データ編集（出退データクリア
等）を開始します。

：メモリカードにデータをコピーします。

：データ編集中は、勤務体系シフト読み込みを開始します。

：約3秒間押しつづけると、設定を開始します。
設定中は、設定項目を変更します。
データ編集中は、出退データクリアを開始します。

：シフト設定中に設定項目を変更します。
データ編集中は、シフト初期化を開始します。

：点滅している数字を送ります。

：点滅している数字を戻します。

：点滅している数字を確定します。
カード発行中は、シフト選択を開始します。

：設定・カード発行・データ編集を終了し時計表示に戻します。

来月 

今月 

来月 今月 

メモリ出力 

メモリ入力 

設定開始 変更 

シフト内の項目変更 

数字送り 

数字戻し 

セット 

時計に戻す 
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本体の電源ケーブルをコンセントにつないでください。
電源が入ると◎ランプが点滅を始め、しばらくして現在時刻を表示します。

工場出荷時に西暦年、月、日、時刻を設定されていますので改めて設定する必要はありま
せん。

工場出荷時はマシン番号1に設定されています。
1台でご使用する場合はそのままお使いください。

2台以上のタイムレコーダER-230S/PCの出退データを一括集計する場合は、それぞれの
タイムレコーダに異なる「マシン番号」を設定してください。

①フロントカバーを外してください。

② ボタンを約3秒間押しつづけ
てください。

ピッと音が鳴り、設定モードに入ります。

設定開始 変更 
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③ ボタンを2回押してください。
項目１の「マシン番号」にオレンジのランプが点
灯し、「マシン番号」表示が点滅します。

④ または ボタンを押して

「マシン番号」を合わせ ボタンを押し

てください。
ピピッと音が鳴り、点滅が消えたら設定完了です。
「マシン番号」は、1から100の中から自由に設
定できます。

⑤ ボタンを押してください。
時計表示に戻ります。

⑥フロントカバーを取り付けてください。

時計に戻す 

セット 

数字戻し 数字送り 

設定開始 変更 

マシン番号 

マシン番号 
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工場出荷時に西暦年、月、日、時刻を設定されていますので改めて設定する必要はありませ
ん。

①フロントカバーを外してください。

② ボタンを約3秒間押しつづけ
てください。
ピッと音が鳴り、設定モードに入ります。項目１
の「現在時刻」にオレンジのランプが点灯し、
「時間」表示が点滅します。

③「時刻」を合わせます。

または ボタンを押して

「時間」を合わせ ボタンを押してくだ

さい。
「分」表示が点滅します。
「時間」は24時制で、「午後3時」であれば「15
時」に合わせてください。

④ または ボタンを押して

「分」を合わせ ボタンを押してくださ

い。
ピピッと音が鳴り、点滅が消えたら設定完了です。
「秒」表示が「00」から歩針を始めます。

⑤ ボタンを4回押してください。
項目１の「年月日」にオレンジのランプが点灯し、
「西暦年」表示が点滅します。

設定開始 変更 

セット 

数字戻し 数字送り 

セット 

数字戻し 数字送り 

設定開始 変更 

現在時刻 

現在時刻 

年月日 

現在時刻 
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⑥「日付」を合わせます。

または ボタンを押して

「西暦年」を合わせ ボタンを押してく

ださい。
「月」表示が点滅します。

⑦ または ボタンを押して

「月」を合わせ ボタンを押してくださ

い。
「日」表示が点滅します。

⑧ または ボタンを押して

「日」を合わせ ボタンを押してくださ

い。
ピピッと音が鳴り、点滅が消えたら設定完了です。

⑨ ボタンを押してください。
時計表示に戻ります。

⑩フロントカバーを取り付けてください。

時計に戻す 

セット 

数字戻し 数字送り 

セット 

数字戻し 数字送り 

セット 

数字戻し 数字送り 

年月日 

年月日 

年月日 

FRI

PM
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勤務体系シフトは「スーパー楽らく集計」で登録した勤務体系マスタを専用メモリカードを使っ
て読み込む方法と、タイムレコーダ本体で設定する方法があります。

ER-230S/PCでは10種類のシフトを設定できます。
シフトとは勤務体系のことで、日勤や夜勤などの出退勤時刻が異なる勤務、所定内時間が決
められたフレックス勤務などを管理することができます。

「スーパー楽らく集計」で設定した勤務体系をメモリカードにコピーすることで、タイムレ
コーダの簡単設定ができます。

①「スーパー楽らく集計」のアイコンをダブルクリックして起動してください。
パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。

②「スーパー楽らく集計」メニュー画面から、「勤務体系」をクリックしてください。
勤務体系マスタ画面になります。

③設定する「シフト」番号のタブをクリック
してください。
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④締日、日付変更時刻、遅刻・早退判別時刻を入力してください。

タイムレコーダにコピーするのは締日、日付変更時刻、遅刻・早退判別時刻の4項目のみで
す。残りの項目は、「スーパー楽らく集計」で使用します。内容については

をご覧ください。

締日は、1日～31日のいずれかを入力してください。
月末締めのときは31日を入力してください。
日付変更時刻は、タイムカードの印字段を切り替える時刻です。勤務に支障のない時刻を設
定してください。
遅刻判別時刻以降の出勤は、時刻の後に遅刻マーク「チ」が印字されます。
早退判別時刻以前の退勤は、時刻の後に早退マーク「ソ」が印字されます。

⑤登録ボタンをクリックしてください。
続けて「はい」、「いいえ」をクリックしてく
ださい。

「シフト」ごとに必ず「登録」してください。

⑥ほかの「シフト」番号も設定するときは、①～⑤を繰り返してください。
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①専用メモリカードリーダをパソコンに接続してください。

②メモリカードを専用メモリカードリーダに装着してください。

③「スーパー楽らく集計」の勤務体系マスタ画
面で、「設定ファイル」をクリックしてくださ
い。
続けて「はい」をクリックしてください。

④「ファイル保存画面」では、メモリカードドライブを選んで「OK」をクリックしてくだ
さい。続けて「はい」をクリックしてください。

ドライブ名は、パソコンのマイコンピュータ上に表示された「リムーバブルディスク」また
は「コンパクトフラッシュリーダー／ライター」のドライブ名を指定してください。

⑤「本体設定ファイルを設定しました」と表示
されれば完了です。「OK」をクリックしてくだ
さい。
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①勤務体系シフトを保存した専用メモリカードをタ
イムレコーダのメモリカードコネクタに差し込み
ます。
コネクタキャップを外してからメモリカードを装
着してください。コネクタキャップは無くさない
ようにしてください。

②フロントカバーをはずします。
倒れないよう、本体をおさえながら行ってくださ
い。

③ ボタンと ボタンを同時に約3
秒間押し続けます。
⇒ピッと音が鳴り、編集モードに入ります。
この時画面下の「来月」および「今月」部分のオ
レンジのランプが点灯します。
（2分以上何も押さないと自動的に時計に戻りま
す。）

④ ボタンを押します。
⇒「ＣＡｒｄ　ｉｎ」と表示されます。
メモリ入力 

今月 来月 

メモリカード メモリカード 
コネクタ 

コネクタキャップ 

FRI

PM

今月 来月 
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⑥ ボタンを押します。
⇒専用メモリカードからシフト１の設定内容を読
み込み、自動的に次のシフト番号の設定値を比較
して結果を表示します。専用メモリカードに保存
されている全てのシフト番号の設定値を読み込む
まで、⑥を繰り返します。

⑦ ボタンを押します。

⑧フロントカバーを取り付けます。

時計に戻す 

セット 

☆シフト番号が点滅している時は、タイムレコーダで既に該当するシフトを使用しているため、専
用メモリカードの勤務体系マスタのシフトの設定値をタイムレコーダに読み込み、書き換えるこ
とはできません。 ボタンで次のシフト番号の設定内容の比較を行うか、 ボ
タンで編集モードを終了します。

☆専用メモリカードの勤務体系シフトを本体に取り込めるのは、シフト番号が点滅しておらず、「 」
の表示が出ている場合です。全てのシフト番号で「 」が点灯していない場合、取り込み
完了です。

☆すでにタイムレコーダでカードを発行しているシフト番号の勤務体系シフトに、専用メモリカー
ドの勤務体系マスタのシフトの設定値を読み込んで書き換える場合は、一度該当するシフトの発
行済のカードを削除してから行ってください。

時計に戻す 数字送り 

⑤ ボタンを押します。
⇒タイムレコーダに設定されている勤務体系シフ
トのシフト１と専用メモリカードに保存されてい
る勤務体系マスタのシフト１の設定値を比較して
結果を表示します。

セット 

シフト番号 
今月 来月 

表示 意　味

シフト番号 点灯 このシフト番号でカードを発行したことが無い場合

点滅 このシフト番号でカードを発行したことが有る場合

点灯 専用メモリカードとタイムレコーダとの勤務体系シフトが異なる場合

無し 専用メモリカードとタイムレコーダとの勤務体系シフトが同じ場合
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①フロントカバーをはずします。
倒れないよう、本体をおさえながら行ってくださ
い。

② ボタンを約3秒間押し続けま
す。
⇒ピッと音が鳴り、設定モードに入ります。
この時 マークが点灯します
（2分以上何も押さないと自動的に時計に戻りま
す。）

③ ボタンでオレンジのランプを
項目の「シフト」に合わせます。

④ または ボタンで設定し

たいシフト番号に合わせ、 ボタンで

確定します。
⇒ マークが点灯しオレンジのランプが項目の
「締日」に移動し、点滅部が「締日」に移動します。

セット 

数字戻し 数字送り 

設定開始 変更 

設定開始 変更 

現在時刻 

シフト番号 
シフト 

オレンジのランプ

10日 → 出勤 15日 → 外出 25日 → 再入 退勤 31日 → 

☆クイック入力

④の後、 ボタンのいずれかを押すと、以下の値をワンタッチで呼び

出せます。確定はその後、 ボタンを押します。
（以下の値以外は通常操作で設定してください。）
⇒例　締日が10日のところは、④の後、 ボタンで締日の設定終了。セット 出勤 

セット 

退勤 再入 外出 出勤 

締日 
締日 

オレンジのランプ

「スーパー楽らく集計」インストールPCとタイムレコーダ本体が離れた場所にある場合にこ
こで説明する方法で設定します。（タイムレコーダと「スーパー楽らく集計」の設定が一致
しないと打刻データを読込できません。）
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始業 

始業 

オレンジのランプ

オレンジのランプ

⑤ または ボタンで締日を

合わせ、 ボタンで確定します。

⑥ ボタンを押します。
⇒オレンジのランプが項目の「始業」に移動し、
点滅部が始業時刻の「時間」に移動します。

⑦ または ボタンで時間を

合わせ、 ボタンで確定します。
⇒点滅部が「分」に移動します。

⑧ または ボタンで分を合

わせ、 ボタンで確定します。セット 

数字戻し 数字送り 

セット 

数字戻し 数字送り 

シフト内の項目変更 

セット 

数字戻し 数字送り 

8：00→ 出勤 → 外出 8：30 → 再入 9：00 → 退勤 9：30

☆クイック入力

⑥の後、 ボタンのいずれかを押すと、以下の値をワンタッチで呼び出せます。

確定はその後、 ボタンを押します。
（以下の値以外は通常操作で設定してください。）
⇒例　始業時刻が8:00のところは、⑥の後、 ボタンで始業時刻の設定終了。セット 出勤 

セット 

退勤 再入 外出 出勤 
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⑨ ボタンを押します。
⇒オレンジのランプが項目の「終業」に移動し、
点滅部が終業時刻の「時間」に移動します。

⑩ または ボタンで時間を

合わせ、 ボタンで確定します。
⇒点滅部が「分」に移動します。

⑪ または ボタンで分を合

わせ、 ボタンで確定します。

⑫ ボタンを押します。
⇒オレンジのランプが項目の「日付変更」に移動
し、点滅部が日付変更時刻の「時間」に移動しま
す。

シフト内の項目変更 

セット 

数字戻し 数字送り 

セット 

数字戻し 数字送り 

シフト内の項目変更 

終業 

終業 

オレンジのランプ

オレンジのランプ

日付変更 

オレンジのランプ

17：00→ 出勤 → 外出 17：30 → 再入 18：00 → 退勤 18：30

☆クイック入力

⑨の後、 ボタンのいずれかを押すと、以下の値をワンタッチで呼び出せます。

確定はその後、 ボタンを押します。
（以下の値以外は通常操作で設定してください。）
⇒例　終業時刻が17:00のところは、⑨の後、 ボタンで終業時刻の設定終了。セット 出勤 

セット 

退勤 再入 外出 出勤 
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⑬ または ボタンで時間を

合わせ、 ボタンで確定します。

⑭
⇒ ボタンを押し③に戻りま
す。

⇒ ボタンで時計に戻ります。

⑮フロントカバーを取り付けます。

時計に戻す 

設定開始 変更 

セット 

数字戻し 数字送り 

日付変更 

オレンジのランプ

シフト番号 
シフト 

オレンジのランプ

☆設定のクリア
⑥、⑨の時、 ＋ ボタンを同時に押す
と設定のない状態に戻ります。

数字戻し 数字送り 

☆遅刻マーク（チ）／早退マーク（ソ）を印字したくない場合は、始業／終業時刻は設定しないで
ください。
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①フロントカバーをはずします。
倒れないよう、本体をおさえながら行ってくださ
い。

② ボタンと ボタンを同時に約3
秒間押し続けます。
⇒ピッと音が鳴り、編集モードに入ります。
この時画面下の「来月」および「今月」部分のオ
レンジのランプが点灯します。
（2分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります。）

③ ボタンを押します。

④ または ボタンで初期化

したいシフト番号に合わせ、 ボタン

で確定します。

セット 

数字戻し 数字送り 

シフト内の項目変更 

今月 来月 

☆④で ボタンと ボタンを同時に押す

と、全初期化状態となり、 ボタンを押すと「ー

ー」を点滅し、全ての勤務体系シフトの初期化と全てのタ

イムカードデータをクリアします。

セット 

数字戻し 数字送り 

MON

PM

今月 来月 

今月 来月 
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⇒シフト番号が点滅している時は、そのシフト番
号で使用しているタイムカードがある事を示しま
す。タイムカードのデータをクリアした後、勤務
体系シフトを初期化したい場合は ボ
タンを2回押します。

⑤ ボタンで確定します。
⇒自動的に次のシフト番号が表示されます。

⑥
⇒④に戻ります。

⇒ ボタンで時計に戻ります。

⑦フロントカバーを取り付けます。

時計に戻す 

セット 

セット 

☆シフト番号の右側に「ＦＦ」と表示されるシフト番号は、
シフトの設定値が初期値ではない事を示します。

☆停電直前に勤務体系シフトの初期化を行っていた場合、停
電の影響で処理が正しく完了していない可能性がありま
す。停電後に確認の上、もう一度操作を行ってください。

今月 来月 

今月 来月 

今月 来月 

今月 来月 

今月 来月 

セット 

セット 

今月 来月 
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「スーパー楽らく集計」で設定した社員マスタをメモリカードにコピーし、タイムレコーダ
に取り込むことで、タイムカードの簡単発行ができます。

①「スーパー楽らく集計」のアイコンをダブルクリックして起動してください。
パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。

②「スーパー楽らく集計」メニュー画面から、「社員マスタ」をクリックしてください。

社員マスタ画面になります。

ER-230S／PCで使うタイムカードは、事前に｢カード発行｣する必要があります。専用ソフト｢ス
ーパー楽らく集計｣で登録した社員マスターに基づいて発行する方法（推奨）とタイムレコーダ
本体のマニュアル操作で発行する方法があります。どちらの場合も本体1台で100枚までカード
発行ができます。
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③マシン番号、カード番号、氏名、シフ
トを入力してください。

タイムレコーダにコピーするのはマシン番号、カード番号、シフトの3項目（＊）です。
残りの項目は、「スーパー楽らく集計」で使用します。

マシン番号は、タイムレコーダ本体で設定している番号（1～100のいずれか）を入力して
ください。
カード番号は、マシン番号ごとに1～100のいずれかを入力してください。
社員番号、氏名、フリガナを入力してください。
シフトは、その社員が主に勤務するシフトを入力してください。

④登録ボタンをクリックしてください。
続けて「はい」、「OK」をクリックしてくださ
い。

⑤ほかの「社員」マスタも設定するときは、③～④を繰り返してください。

☆同じマシン番号に同じカード番号は設定できません。

＊
＊

＊
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①専用メモリカードリーダをパソコンに接続してください。

②メモリカードを専用メモリカードリーダに装着してください。

③「スーパー楽らく集計」の社員マスタ画面で、「設定ファイル」をクリックしてください。

④「マシン番号」選択画面では、マシン番号を選んで「作成」をクリックしてください。
2台以上のタイムレコーダを一括管理するときは、タイムレコーダの数だけ設定ファイル
を作成してください。

⑤「ファイル保存画面」では、メモリカード
ドライブを選んで「OK」をクリックしてく
ださい。続けて「はい」をクリックしてく
ださい。

ドライブ名は、パソコンのマイコンピュータ上に表示された「リムーバブルディスク」また
は「コンパクトフラッシュリーダー／ライター」のドライブ名を指定してください。

⑥「本体設定ファイルを設定しました」と表示
されれば完了です。「OK」をクリックしてくだ
さい。
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①付属のメモリカード（コンパクトフラッシュカー
ド）をER-230S／PCにセットします。

②フロントカバーを開けます。

③発行するカードの月度に合わせて また

は ボタンを約3秒間押し続けてください。
本体画面に「Ｃａｒｄ Ｉｎ」を表示後、カード番
号とメモリ番号を表示します。メモリカードに書
き込まれている社員マスタ情報（カード番号とシ
フト番号）を全て取り込みます。

④メモリカードから社員マスタデータを取り込み終
えると、シフト毎に未発行分のカード番号を表示
しカード発行状態になります。未使用のER-Sカー
ドの前半を手前に向けて本体に挿入すると、カー
ドを発行し、未発行分のカード番号を選んで表示
します。

⑤発行したいカード番号を選ぶには
または ボタンを押しま

す。すでに発行済みのカード番号は画面左端に
「Ｃ」を表示します。

数字戻し 数字送り 

来月 

今月 

☆本体のマシン番号と一致する社員マスタファイルがメモリカードにない場合はＥ－２４を、ま
た または ボタンを押した時にメモリカード内の社員マスタ分全てのカードを
発行済みの場合はＥ－２３を表示して、通常画面に戻ります。

来月 今月 

来月 

来月 

「スーパー楽らく集計」に登録した社員マスタに基づいてER-230S／PCで使うタイムカード
を発行します。
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ER-230S／PCにメモリカードをセットしていない場合は、本体のキー操作でカード発行が
できます。機械1台でカード100枚まで発行できます。

①フロントカバーを開けます。

②発行するカードの月度に合わせて

または ボタンを約3秒間押し続けて

ください。
画面に「カード番号（初期値は001）・シフト番
号（初期値は01）」を表示します。

③発行したいカード番号は また

は ボタンで表示できます。

シフト番号を切り換えるには ボタン

を押してから または ボタ

ンで変更し ボタンを押します。

④未使用のER-Sカードの前半を手前に向けて本体に
挿入すると、表示しているカード番号・シフト番
号でカードを発行します。

⑤全てのカードを発行し終えると右のように表示し
ますので、 ボタンを押して通常画面
に戻します。

時計に戻す 

セット 

数字戻し 数字送り 

セット 

数字戻し 

数字送り 

来月 

今月 

来月 
カード番号 シフト番号 

来月 

来月 

来月 

☆すでに発行済みカードがある場合は先頭に「Ｃ」を表示し、
未発行分のカード番号を探して表示します。

☆ または ボタンを押した時すでに100枚発
行済みの場合は、Ｅ－２３を表示して通常画面に戻ります。

来月 今月 

セット 
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①フロントカバーを開けます。

② および ボタンを同時に約3秒
間押しつづけてください。時計表示のまま画面下
の「来月 今月」の上に「 」を表示します。

③ ボタンを押すと、登録済みカ
ードの内で最も若いカード番号を探して、先頭に
「ｄ」をつけて表示します。登録済みカードが1枚
もない場合はＥ－３４を表示して、通常画面に戻
ります。

④ または ボタンを押して、
データクリアしたいカード番号を選びます。

⑤ ボタンを押すと表示しているカード
番号の2ヵ月分の出／退データをクリアし、カー
ド番号を抹消します。

⑥ ボタンを押すと通常画面に戻ります。時計に戻す 

セット 

数字戻し 数字送り 

設定開始 変更 

今月 来月 

カード番号を指定して、ER-230S／PC本体にある2か月分の出／退データをクリアし、カー
ド登録を抹消します。

PM

今月 来月 

FRI

今月 来月 
カード番号 

データがあることを表示しています 

シフト番号 
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①フロントカバーを開けます。

② および ボタンを同時に約3秒
間押しつづけてください。時計表示のまま画面下
の「来月 今月」の上に「 」を表示します。

③ ボタンを押すと、登録済みカ
ードの内で最も若いカード番号を探して、先頭に
「ｄ」をつけて表示します。登録済みカードが1枚
もない場合はＥ－３４を表示して、通常画面に戻
ります。

④ および ボタンを同時に
押します。

⑤ ボタンを押すと、画面左端で「ｄ」
が点滅し、登録済みの全カードを抹消し出／退デ
ータをクリアします。終了すると通常画面に戻り
ます。

セット 

数字戻し 数字送り 

設定開始 変更 

今月 来月 

ER-230S／PC本体にある全てのカード番号2か月分の出／退データをクリアし、カード登録
を抹消します。（テスト運用結果をタイムレコーダから削除する場合に使用します。）

今月 来月 

THU

PM

今月 来月 

今月 来月 

今月 来月 
カード番号 

データがあることを表示しています 

シフト番号 
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①設定内容を変更できないようにロックをかけ
ます。

②そのままご使用ください。

①フロントカバーをはずします。

②「寝かせ使用」に設定します。

③設定内容を変更できないようにロックをかけ
ます。

④横置きに設置してご使用ください。
表示が逆さまになり、手前側からカード挿入
する使い方でも時刻が読めます。
時刻は24時間制で表示します。

カード上部 
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①設定内容を変更できないようにロックをかけ
ます。

②背面のネジを外して、掛け用フックを取り外
してください。

③付属のネジ4個を使って、壁掛け用フックを希
望の位置に取り付けてください。

④本体をフックにスライドさせながら取り付け
てください。
この時、電源コードをはさまないよう注意し
てください。

ネジ 

下にスライド 

ネジ 

☆④の時、本体をキチンとセットしてください。
セットが不充分のままご使用になると、E-69などのエラーが表示され正常に打刻できません。
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①セキュリティカードをタイムレコーダに挿入して
ください。
ピッと音が鳴り、画面左下に マークが点灯し、
設定ロック状態になります。

再度セキュリティカードをタイムレコーダに挿入
すれば設定ロックが解除できます。

S

設定ロック状態では次の操作ができません。
・日付、現在時刻、マシン番号、寝かせ使用の設定
・勤務体系シフト（締日、始業時刻、終業時刻、日付変更時刻）の設定、初期化
・タイムレコーダの出退データクリア

工場出荷時はOFFになっています。
「寝かせ使用」に設定すると、時計表示が逆さまになります。横置きで手前側からカードを
挿入する使い方をしても時計が正しく読めます。
時刻は24時制で表示します。

①フロントカバーを外してください。

② ボタンを約3秒間押しつづけ
てください。
ピッと音が鳴り、設定モードに入ります。

設定開始 変更 

MON

PM

MON

PM

☆セキュリティカードはカギに代わるものです。紛失しないよう大切に保管してください。
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③ ボタンを3回押してください。
項目１の「寝かせ」にオレンジのランプが点灯し、
「OFF」表示が点滅します。

④ ボタンを押して「ON」に合わせ

ボタンを押してください。
ピピッと音が鳴り、点滅が消えたら設定完了です。

⑤ ボタンを押してください。
時計表示に戻ります。日付、時刻が逆さまになり
ます。時刻は24H表示になります。
（曜日とAM/PMの表示は消えます）

⑥フロントカバーを取り付けてください。

時計に戻す 

セット 

数字送り 

設定開始 変更 

寝かせ 

寝かせ 

寝かせ 

MON

PM

時刻 日付 
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タイムカードを挿入すると日付、曜日、時刻が印字されます。

①毎日の出勤・退勤時に、タイムカードを挿入してください。
ボタンを押さずタイムカードを挿入するだけで時刻が印字されます。
出勤・退勤の印字欄は自動で選択されます。

終業時刻が設定されている場合に外出するときは、 ボタンを押してください。終業
時刻以前にボタンを押さずにカードを入れると早退のマーク「ソ」を印字します。

カード発行されたタイムカードには、マシン番号、カード番号、シフト番号、使用期間
（開始年月日－終了年月日）が印字されています。確認のうえご使用ください。

ボタンを押してからタイムカードを挿入すると、指定の印字欄に印
字します。
すでに印字した欄より左に戻っての印字はできません。

退勤 再入 外出 出勤 

外出 

始業時刻より遅い出勤の場合、時刻と遅刻マ
ーク「チ」が印字されます。
終業時刻より早い退勤の場合、時刻と早退マ
ーク「ソ」が印字されます。

② 早出・残業のとき
ボタンを押してからタイムカード

を挿入してください。
出勤の場合、第1欄に時刻と早出マーク「ハ」
が印字されます。
退勤の場合、第6欄に時刻と残業マーク「ザ」
が印字されます。

早出/残業 

☆ ボタンを押すとオレンジのランプが点灯しますが、10秒以内にタイムカードを挿入し
なければ、ランプが消え、「早出／残業」印字はキャンセルされます。

早出/残業 

チェックで早／残業ボタン押下無しで
残業集計します
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③直行・直帰のとき
ボタンを押してからタイムカード

を挿入してください。
出勤の場合、第1欄に「チョッコウ」が印字さ
れます。
退勤の場合、第6欄に「チョッキ」が印字され
ます。

直行/直帰 

④徹夜明けのとき（日付変更時刻をまたいで勤
務した退勤時）

ボタンを押してからタイムカードを挿
入してください。
前日の第6欄に、時刻と徹夜マーク「テ」が印
字されます。

徹夜 

☆ ボタンを押すとオレンジのランプが点灯しますが、10秒以内にタイムカードを挿入し
なければ、ランプが消え、「直行／直帰」印字はキャンセルされます。

☆ ボタンを押すとオレンジのランプが点灯しますが、10秒以内にタイムカードを挿入しなけ
れば、ランプが消え、「徹夜」印字はキャンセルされます。

徹夜 

直行/直帰 

早退マーク 

カード番号 

日付 

直行マーク 

遅刻マーク 

早出マーク 

時刻 

残業マーク 

直帰マーク 

徹夜マーク 

☆翌日以降は直帰印字は行なえません。当日中に行ってください。
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カード発行されたシフトと異なるシフト勤務で出勤するときに操作します。
但し、締日、日付変更時刻が同じである事が交替勤務（シフト変更）できる条件となります。

① ボタンを約3秒間押しつづけてください。
シフト番号「ＳＦー０１」が表示されます。

② ボタンを押して勤務するシフト番号に合わ
せて、タイムカードを挿入してください。
出勤時刻が印字され、時計表示に戻ります。

シフト変更勤務では、
、 ボタンを押すことも

できます。

途中でシフト変更勤務をキャンセルする場合
は、 または ボタンを押してください。退勤 出勤 

直行/直帰 早出/残業 

外出 

出勤 

☆シフト変更勤務表示中に、10秒以内にタイムカードを挿入しなければ、シフト変更勤務はキャン
セルされて時計表示に戻ります。
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①フロントカバーを外してください。

②メモリカードをスロットに確実に装着してくださ
い。
コネクタキャップを外してからメモリカードを装
着してください。コネクタキャップは無くさない
ようにしてください。

③ ボタンを押してください。
ピッと鳴り、「Ｃａｒｄ」表示になって◎が点滅
します。しばらくすると、ピピッと鳴り、◎表示
が消えて時計表示に戻ります。メモリカードへの
コピーは完了です。

メモリ出力 

メモリカード メモリカード 
コネクタ 

コネクタキャップ 
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④スロット脇のイジェクタボタンを押し込んで、メ
モリカードを取り出してください。

⑤フロントカバーを取り付けてください。

①「スーパー楽らく集計」アイコンをダブルクリックして起動してください。
パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。

②メモリカードをメモリカードリーダに装着してください。

③「スーパー楽らく集計」メニュー画面から、
「読み込み」をクリックしてください。

イジェクタ 
ボタン 
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読み込み月度は、
締日当日に読み込むときは「今月度」を選んでください。
締日の翌日以降に読み込むときは「先月度」を選んでください。
タイムレコーダデータをメモリカードにコピーした日が締日当日までの場合で、締日を超
えてから「スーパー楽らく集計」に読み込む場合は「今月度」を選んでください。

読み込み方式は、
複数枚のメモリカードのデータを読み込むときは「メモリカード複数枚」を選んでくださ
い。
USBケーブル（別売：ER-KBU2）で直接つないで読み込むときは「タイムレコーダ直接
（USB）」を、E-mailで送られた出退データを読み込むときは「ハードディスク」を選んで
ください。

④読込方式がメモリカード1枚になって
いることを確認し、読込月度を選ん
で「実行」をクリックしてください。

⑤読込先を指定して「OK」をクリックしてください。続けて「はい」をクリックしてくだ
さい。

メモリカードリーダが接続されているドライブ名を選ぶと、右のウィンドウに出退データフ
ァイルが表示されますので指定のマシンを選んでください。

出退データファイルの名前は、「ER230」＋「マシン番号」＋「.csv」です。
マシン番号77のタイムレコーダからコピーした出退データファイルは、
「ER230077.csv」になります。
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⑥「読み込み完了」画面に表示されている期間と読み込み結果を確認して「OK」をクリッ
クしてください。

⑦先頭の出退データが表示されます。

打ち忘れがあるときは、打ち忘れがあったセルをクリックするか、「打ち忘れチェック一覧」
をクリックして修正してください。

「集計」をクリックすると、就業時間の集計処理を行います。集計結果は、給与ソフトに渡
す為のデータ変換やExcel形式に変換することができます。
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集計結果を給与ソフトに取り込むためのデータを作成します。取り込み可能な給与ソフトは
次の通りです。またExcel形式でデータ変換することもできます。

1.集計結果を表示している画面で、「データ変換」をクリックします。

2.データ変換形式の選択画面を表示しますので、ご使用の給与ソフトまたはExcel形式を選択
してください。

3.保存先指定の画面を表示しますので、保存先を指定しファイル名を付けて「ＯＫ」をクリ
ックしてください。

メーカー名 商品名

インテュイット 弥生給与 2001、02/03

OBC 給与奉行 21

PCA 給与じまん 2

ソリマチ 給料王 2 XP版

応研 給与大臣 Super 2001

日本法令 給与 Kid 3

☆給与ソフト別のデータ形式は「スーパー楽らく集計」のPDFマニュアル 7章 付録を参照してくだ
さい。
（P5 1-3  PDFマニュアルのみかた）
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⇒「固定勤務」設定で（日付変更時刻）～（日付変更時刻―0：01）の時間帯を作ります。

ここでは、日付変更時刻＝3：00とします。
「固定勤務」
所定内　　3：00～2：59
早出　　　　－　　　－
残業　　　　－　　　－
深夜　　　　－　　　－
深夜残業　　－　　　－

出勤　10：00 退勤　16：23 の場合
所定内　→　退勤16：23－出勤10：00＝6：23
早出　　→　0：00
残業　　→　0：00
深夜　　→　0：00
深夜残業→　0：00
※退勤（外出）時刻丸めは、2：59を基準に計算します。ご注意ください。（ ）

時刻丸めの設定をする場合は開始／終了時刻を時刻丸めに合せて設定してください。

3：00 2：59

所定内 

出勤 
10：00

退勤 
16：23

⇒「固定勤務」設定で各々の時間帯を設定します。

ここでは、日付変更時刻＝3：00とします。
「固定勤務」
所定内　　 9：00～17：00
早出　　　 6：00～ 9：00
残業　　　17：00～20：00
深夜　　　20：00～22：00
深夜残業　22：00～ 5：00

出勤　8：00 退勤　23：00 の場合
所定内　→　17：00－9：00＝8：00
早出　　→　 9：00―出勤8：00＝1：00
残業　　→　20：00―17：00＝3：00
深夜　　→　22：00―20：00＝2：00
深夜残業→　退勤23：00－22：00＝1：00
※深夜と深夜残業は日付変更時刻をまたぐ設定
ができます。

5：00 6：00 5：009：00 17：00 20：00 22：00

計算しません 早出 所定内 残業 深夜 深夜残業 

出勤 
8：00

退勤 
23：00
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⇒「固定勤務」設定で休憩の設定を行います。

「固定勤務」
所定内　　 9：00～18：00
早出　　　　　－　　　－
残業　　　　　－　　　－
深夜　　　　　－　　　－
深夜残業　　　－　　　－
休憩１　　12：00～13：00

出勤　8：45 退勤　18：25 の場合
所定内　→ （休憩開始12：00－所定内開始9：00）＋（所定内終了18：00－休憩終了

13：00）＝3：00＋5：00＝8：00
早出　　→　0：00
残業　　→　0：00
深夜　　→　0：00
深夜残業→　0：00

※時刻丸めの設定をする場合は、開始／終了時刻を時刻丸めに合せて設定してください。

12：0013：009：00 18：00

休憩 

所定内 

出勤 
8：45

退勤 
18：25

⇒「フレックス勤務」設定で所定内の基準時間数を8：00と設定します。

※フレックス勤務で基準時間を未設定のままにすると集計時間数は0：00になります。

「フレックス勤務」
所定内　実働　8：00

出勤　11：00 退勤　21：20 の場合
所定内　→　19：00－出勤11：00＝8：00
残業　　→　退勤21：20―19：00＝2：20

19：00

所定内 残業 

出勤 
11：00

退勤 
21：20
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⇒「フレックス勤務」設定で所定内の基準時間数を8：00と設定し、休憩の基準時間を3
時間、休憩時間を1時間と設定します。

「フレックス勤務」
所定内　実働　8：00
休憩①　3：00 で　1：00休憩

出勤　11：00 退勤　21：20 の場合
所定内　→ （14：00－出勤11：00）＋（20：00－15：00）＝8：00
残業　　→　退勤21：20―20：00＝1：20

14：0015：00 20：00

所定内 残業 

出勤 
11：00

退勤 
21：20

休憩 

⇒「フレックス勤務」設定で所定内の基準時間数を8：00と設定し、休憩の基準時間を3
時間、休憩時間を1時間と設定します。

「フレックス勤務」
所定内　実働　8：00
深夜　　22：00 ～　5：00

出勤　19：00 退勤　23：00 の場合
所定内　→　22：00－出勤19：00＝3：00
深夜　　→　退勤23：00―22：00＝1：00

出勤　11：00 退勤　23：00 の場合
所定内　→　19：00－出勤11：00＝8：00
残業　　→　22：00―19：00＝3：00
深夜残業→　退勤23：00－22：00＝1：00

22：00

所定内 深夜 

出勤 
19：00

退勤 
23：00

19：00 22：00

所定内 残業 深夜残業 

出勤 
11：00

退勤 
23：00
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シフトを分けて設定します。例えば、シフト１に「固定勤務」を設定、シフト２に「フレッ
クス勤務」を設定します。

シフト別に勤務体系を設定してください。また社員マスターで該当するシフトを個人別に指
定してください。

1.1枚のメモリカードに2台分のデータを書き込
みます。

2.「スーパー楽らく集計」の読み込み実行画面
で「メモリカード→複数」にチェックし実行
します。

※1枚のメモリカードには5台分までのデータを
書き込むことができます。

※ご使用前に必ずタイムレコーダ本体に「マシ
ン番号設定」を行ってください。

メ
モ
リ
カ
ー
ド
 

U
S
B

メ
モ
リ
カ
ー
ド
 

U
S
B

メモリ 
カード 

☆P33 3-3  2台以上のタイムレコーダの出退データを一括管理する場合（マシン番号の設定のしか
た）をご参照ください。
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1.各々のタイムレコーダのデータを生データのまま（「スーパー楽らく集計」に読み込ませ
ずに）、Eメールの添付ファイルとして本部に送ります。タイムレコーダの生データのファ
イル名は次の通りです。

2.本部ではあらかじめその月度のフォルダーを作成しておき、そのフォルダーに各地から送
信されてきたデータを保存しておきます。

3.「スーパー楽らく集計」を起動し読み込み実行画面で「ハードディスク」にチェックし実
行します。

4.データを保存したフォルダ、及びファイルを選択し実行します。
※ご使用前に必ずタイムレコーダ本体に「マシン番号設定」を行ってください。

マシン番号 ファイル名

００１ ER230001.csv

００２ ER230002.csv

０９９ ER230099.csv

１００ ER230100.csv

〜
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本　部 

☆P33 3-3  2台以上のタイムレコーダの出退データを一括管理する場合（マシン番号の設定のしか
た）をご参照ください。
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タイムレコーダに保存してある従業員の2か月分（先月分と今月分）の出退データを消すことが
できます。いったん消すと復活できませんのでご注意ください。

該当するカード番号の出退データのみクリアしま
す。

①フロントカバーを外してください。

② 、 ボタンを同時に約3秒間押
しつづけてください。
ピッと音が鳴り、編集モードに入ります。項目１
の「来月」「今月」にオレンジのランプが点灯し
ます。

③ ボタンを押してください。
ピッと音が鳴り、発行済みのカード番号を表示し
ます。

設定開始 変更 

今月 来月 

FRI

PM

今月 来月 

今月 来月 
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④ ボタンを押して「カード番号」を合

わせ ボタンを押してください。
ピッと音が鳴り、該当するカード番号の2か月分
（先月分と今月分）の出退データを消します。

セット 

数字送り 

⑤ ボタンを押してください。
時計表示に戻ります。

⑥フロントカバーを取り付けてください。

⑦「スーパー楽らく集計」の社員マスタから、集計
後、退職者を削除してください。

時計に戻す 

セット 

今月 来月 

FRI

PM
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まず、「スーパー楽らく集計」にそれまでの出退データを読み込んで、データを保存します。
次に、破損したカード番号の出退データのみクリアします。
最後に、タイムカードを再発行します。

①フロントカバーを外してください。

②メモリカードに出退データをコピーします。
メモリカードを装着し、 ボタンを押
してください。
ピッと音が鳴り、「Ｃａｒｄ」を表示して「◎」
が点滅します。しばらくしてピピッと音が鳴り、
時計表示に戻れば出退データコピーは完了です。

メモリ出力 

MON

PM

③「スーパー楽らく集計」に出退データを読み込みます。
メモリカードをカードリーダに装着してください。
「スーパー楽らく集計」に先月、今月の順で2か月分の出退データを読み込んでください。

④「スーパー楽らく集計」で該当するカードの
データを確定します。
該当する番号のカードをリアル表示させてく
ださい。
今月の最終打刻データをダブルクリックして
ください。

☆「打刻データ修正」画面で、空欄に数字「１」を
入れ、数字「１」を再度削除して［修正］ボタン
を押します。この操作を忘れると、締日に出退デ
ータを読み込んだときに以前の出退データが上書
きで消えてしまいます。
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⑤本体の 、 ボタンを同時に約3
秒間押しつづけてください。
ピッと音が鳴り、編集モードに入ります。項目１
の「来月」「今月」にオレンジのランプが点灯し
ます。

⑥ ボタンを押してください。
ピッと音が鳴り、発行済みのカード番号を表示し
ます。

⑦ ボタンを押して「カード番号」を合

わせ ボタンを押してください。
ピッと音が鳴り、該当するカード番号の2か月分
（先月分と今月分）の出退データを消し、次にデ
ータのあるカード番号で最も若いカード番号を表
示します。

セット 

数字送り 

設定開始 変更 

今月 来月 

FRI

PM

今月 来月 

今月 来月 

今月 来月 

⑧ ボタンを押してください。
時計表示に戻ります。

時計に戻す 

FRI

PM

セット 
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⑩ ボタンを押してください。
時計表示に戻ります。

⑪フロントカバーを取り付けてください。

時計に戻す 

⑨タイムカードを再発行します。
メモリカードを装着し、 ボタンを約3秒
間押しつづけてください。
「Ｃａｒｄ ｉｎ」を表示した後、カード番号表示
になります。

ボタンを押して、該当するカード番
号に合わせてください。
新しいタイムカードを挿入して発行してくださ
い。

数字送り 

今月 
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すべての出退データ、勤務体系シフト設定を一括クリアします。

①フロントカバーを外してください。

② 、 ボタンを同時に約3秒間押
しつづけてください。
ピッと音が鳴り、編集モードに入ります。項目１
の「来月」「今月」にオレンジのランプが点灯し
ます。

③ ボタンを押してください。
ピッと音が鳴り、シフト番号「ＳＦー０１」を表
示します。データがあると点滅します。

④ 、 ボタンを同時に押し
てください。
ピッと音が鳴り、「ＳＦ-－－ＦＦ」表示になりま
す。

数字戻し 数字送り 

シフト内の項目変更 

今月 来月 

MON

PM

今月 来月 

今月 来月 

今月 来月 
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⑤ ボタンを押してください。
すべての出退データが一括で消え、すべての勤務
体系シフトが工場出荷設定に戻され、時計表示に
戻ります。

勤務体系シフトの工場出荷設定は、
締日 20日、始業時刻 なし、終業時刻 なし、日付
変更時刻 3：00です。

⑥フロントカバーを取り付けてください。

セット 
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印字がうすくなったら早めに専用インクリボン・ER-IR101（別売）と交換してください。

＊インクの補充はできません。お求めは、タイムレコーダをお買い上げになったお店またはお近
くの文具・事務機販売店にご用命ください。

①フロントカバーをはずします。倒れないよう、
本体をおさえながら行ってください。

②リボンカセットの「指押さえ」と「フックレ
バー」を右手の親指と人差し指ではさみ、そ
のまま持ち上げます。次に「取手」を左手で
つまんで持ち上げ、インクリボンを取り外し
ます。

③新しいリボンカセットを取りだし、「つまみ」
を矢印の方向に回して、リボンのたるみを取
ります。（エンドレスリボンです。たるみを取
るために巻き取った部分も使えます。ピンと
張るまで充分に巻いてください。）
※リボンを矢印と逆に回さないでください。カ
セット内部で詰まり、お使い頂けなくなります。

リボン 

フックレバー 

指押さえ 

取手 

つまみ 

つまみ 
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④リボンカセットの左右両側面の「ツメ」を本
体のカセット台の「ミゾ」に合わせます。

⑤リボンカセットの「つまみ」を回しながら、
「リボン」が「プリンターヘッド」と「マスク
板」の間になるよう、カチッと音がするまで
押しつけます。（きちんとセットされていない
とリボンが送られない場合があります。）

⑥リボンカセットのつまみを矢印の方向に回し
て、リボンのたるみを取ります。この時、リ
ボンが正しくセットされているか、リボンの
ねじれがないか確認してください。

⑦フロントカバーを取りつけます。

⑧電源コードを差し込み、未使用のタイムカー
ドを入れて印字が正常であることを確認して
ください。

ツメ 
ミゾ 

つまみ プリンタヘッド 

マスク板 リボン 
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カードに印字し
ない

タイムカードが
入らない

カードが入った
まま出てこない

印字する段がず
れる

印字が薄い

インクリボンは正しくセットさ
れていますか？

カードに曲がりや破損はありま
せんか。お使いの機械で発行さ
れたカードですか？

印字途中で電源コードを抜いて
いませんか。カードに付箋紙等
を貼ったまま入れていません
か？

印字中のカードを押し込んだ
り、引き抜いたりしていません
か。締日や日変時刻の設定は合
っていますか？

インクリボンが消耗していませ
んか？

インクリボンを正しくセットしてくだ
さい。

新しいカードを再発行してご使用くだ
さい。挿入したカードのマシン番号と
本体のマシン番号が合っているか確認
してください。

電源コードを抜き差ししてください。
直らない場合は本体背面のネジを取
り、壁掛け用フックを下にずらして外
します。詰まったカードや異物を取り
除いて裏カバーを元に戻してください。

カードは自動で引き込まれる位置まで
軽く差し込んでください。カード発行時
と締日や日変時刻の設定が合っている
か確認し、必要なら修正してください。

本体購入店かお近くの文具事務用品店
でインクリボン（商品名：ER-IR101）
をご購入頂き、取扱説明書に沿って交
換してください。

79

74

33

3

79

現　象 チェック方法 処　置 参照頁

●以上の処置を行っても、正常に復帰できない場合は、お買い上げ店またはお近くの文具事
務用品店・マックスサービス㈱窓口まで、ご相談ください。
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自動で引き込む位置までカード
を差し込んでいません。

カードの表裏／上下を逆向きに
差込もうとしています。または
タイムレコーダ本体の締日設定
が変更されています。

カード両サイドのパンチ穴が正
常に読み取れません。

打刻回数（1日24時間中1枚の
カードで6回まで）を超過して
いるか、退勤・徹夜で打刻した
カードを挿入しています。また
は本体の日付変更時刻設定が変
更されています。

カード発行していないタイムカ
ードを差込んでいます。

来月度用のカードを挿入してい
ます。

カード発行時に、先月度用で発行
済みのカードを挿入しています。

差込み口にカードを挿入し、軽く押し
てください。

カードの前半・後半や上下の向きを合
せてください。または本書P42・43を
参照して、締日設定を確認してくださ
い。ER-Sかどうか確認してください。

カードが自動で引き込んだら手を離し
てください。またはカードに折れ・曲
がりが無いか確認してください。エラ
ーが解決しない場合は本体背面のネジ
を外して壁掛け用フックを下へ外し、
物が詰まっていないか確認してカバー
を戻してください。

1枚のカードで1日24時間中6回または
退勤や徹夜で第6欄目（カード右端）に
打刻したカードには打てません。また
は本書P44・45を参照して、日付変更
時刻設定を確認してください。

必ずお使いのタイムレコーダでカード
発行したタイムカードを挿入してくだ
さい。

締日前に来月分カードは挿入できませ
ん。今月度分カードを挿入してくださ
い。

既にカード発行操作をしたカードの再
使用はできません。新しいカードを挿
入してカード発行してください。

－

42
43

56

44
45

51
52

－

51
52

エラーNo エラー内容 対応方法 参照頁

タイムレコーダ本体の使用中に表示するエラーと内容、対応方法を一覧にしました。
対応のときの参考にしてください。
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カード発行時に、今月度用で発行
済みのカードを挿入しています。

カード発行時に、来月度用で発行
済みのカードを挿入しています。

使用期間前の今月カードを挿入
しています。

使用期間後の今月カードを挿入
しています。

来月分のカード発行で2ヶ月先
の日付を指定しています。

メモリカードにデータ出力でき
ない。

USBケーブル接続でデータを送
信できない。

制限人数分以上にカード発行し
ようとしています。

メモリカード経由のカード発行
で、社員マスターに無いマシン
番号・社員番号のカードを発行
しようとしています。

既にカード発行操作をしたカードの再
使用はできません。新しいカードを挿
入してカード発行してください。

既にカード発行操作をしたカードの再
使用はできません。新しいカードを挿
入してカード発行してください。

使用期間前のカードには時刻を打てま
せん。締日や日変時刻の設定を確認し
てからお使いください。

締日を経過したカードには時刻を打て
ません。締日や日変時刻の設定を確認
してからお使いください。

発行できるカードは締日を基準として
「今月」「来月」だけです。本体の年月
日設定を変更しても、2ヶ月先のカー
ド発行はできません。

メモリカードを本体に確実に差し込ん
でから、 ボタンを押してくだ
さい。

USBケーブルをタイムレコーダ・パソ
コンとも差し込み直してください。
USBドライバが正常に組み込まれてい
るか確認してください。

メモリカード経由の場合は登録された
社員マスター分、マニュアルでカード
発行する場合は100人分しかカード発
行できません。

メモリカード経由でカード発行する場
合、｢スーパー楽らく集計｣で登録した
マシン番号・社員番号分のカードしか
発行できません。

メモリ出力 

51
52

51
52

42
〜
45

42
〜
45

51
52

62

19
23
27
30

49
51
52

51

エラーNo エラー内容 対応方法 参照頁
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メモリカードをセットせずに、
メモリカード経由の勤務体系設
定を指示しています。

本体に登録済みのカードが使用
する「シフト番号」を初期化し
ようとしています。

シフト変更勤務（カード発行時
と異なる勤務体系シフトで時刻
を打つ）で、出勤打刻済みのカ
ードを挿入しています。

シフト変更勤務で選択した勤務
体系シフトの締日・日付変更時
刻とカード発行時の指定シフト
が違います。

メモリカード経由のカード発行
で、発行した月と前月の締日・
日付変更時刻の設定が違いま
す。

発行済みカードで使う勤務体系
シフトの締日を変更しようとし
ています。

発行済みカードで使う勤務体系
シフトの日付変更時刻を変更し
ようとしています。

メモリカード経由で勤務体系を設定す
る場合は｢スーパー楽らく集計｣でデー
タ書き込みしたメモリカードをタイム
レコーダ本体にセットしてください。

エラー表示後、初期化できないシフト
番号を点滅表示します。 また
は ボタンで別のシフト番号に
変更して ボタンを押してくだ
さい。

シフト変更勤務への変更は当日1回目
の打刻前しかできません。

カード発行時に指定した勤務体系シフ
トと締日・日付変更時刻が同じシフト
を選び直してください。

発行するカードの締日・日付変更時刻
の設定を「スーパー楽らく集計」で確
認してください。前月と異なる設定で
カード発行する場合は、予め発行する
カード番号のデータをクリアしてから
カード発行してください。

既に発行済みカードのある勤務体系シ
フトの締日は変更できません。予め発
行カード番号のデータをクリアしてか
ら勤務体系を変更してください。

既に発行済みカードのある勤務体系シ
フトの日付変更時刻は変更できませ
ん。予め発行カード番号のデータをク
リアしてから勤務体系を変更してくだ
さい。

セット 

数字戻し 

数字送り 

48

46

61

61

37

53

53

エラーNo エラー内容 対応方法 参照頁
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カード発行時に「設定ロック用
キーカード」を挿入しています。

メモリカード経由のカード発行
で、1～100以外のカード番号
や1～10以外のシフト番号を選
択しています。

発行済みカードが1枚もない状
態で出／退データをクリアしよ
うとしています。

自動送りされるが、カードがス
ムーズに入らない（基準穴が見
つからない）。本体のカード位
置センサが汚れて、挿入したカ
ードを読み取れていません。

自動送りされるが、カードがス
ムーズに入らない（コード穴位
置が正しくない）本体のカード
位置センサが汚れて、挿入した
カードを読み取れていません。

プリンタ異常（プリンタヘッド
がロックしたために印字できま
せん）

「設定ロック用キーカード」や「発行
済みのカード」にはカード発行できま
せん。新しいカードを挿入してカード
発行してください。

カード番号は1～100、シフト番号は1
～10しか指定できません。

登録済みカードが1枚もないか、全て
の登録カードが抹消済みです。

カードに汚れ、折れ・曲りがないか確
認してください。カード位置センサが
汚れた場合は、本体背面のネジを外し
壁掛け用フックを下にずらして抜きま
す。本体下から約2cm部分のくぼみ内
にあるセンサ（黒い小さな部品）の表
面を拭いてカバーを戻してください。

電源コードを抜き差ししてください。

51
52

49

53

56

33

エラーNo エラー内容 対応方法 参照頁

ネジ 

センサ 
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データが読めない：
「USBケーブルが接続されていま
せん」

データが読めない：
「ER-230S/PCデータ通信エラー」

データが読めない：
「打刻データがありません」

データが読めない：
「打刻データのファイル形式が違
います」

読み込み人数が1000人を越えま
した

1

2

3

4

5

①タイムレコーダのUSBケーブルが外れています。
②タイムレコーダの電源が切れています。
③タイムレコーダで設定もしくはデータ編集を行っていま
す。

→以上を確認の上で、読み込みを行ってください。

①データ読み込み中にUSBケーブルが外れたか、タイムレ
コーダの電源が切れました。

→確認の上で、読み込みを行ってください。
②読み込んだデータを保存するディスク容量が足りません。
→ハードディスクの空き容量は1MB以上必要です。不要な
ファイルを削除した上で読み込みを行ってください。

①締日当日以前にメモリカードにコピーし、締日の翌日以降
に「スーパー楽らく集計」に読み込んだ可能性があります。

→もう一度タイムレコーダでデータ出力してください。
②タイムレコーダとパソコンの日時が異なっている可能性が
あります。

→パソコンの日時を正しく修正してください。
③コピーした日付と読み込みした日付の月度が異なっている
可能性があります。

→正しい月度（今月/先月）を指定して読み込んでください。
（8-1-2項参照）

①タイムレコーダでデータ出力中にメモリカードを抜き取っ
たり、停電するなどの理由でデータファイルが壊れている
可能性があります。

②メモリカードのデータにExcel等で修正を可能性がありま
す。

→もう一度、メモリカードにデータをコピーした上で読み込
みを行ってください。

①読み込み人数が1000以下になるようにメモリカードを選
別した上で読み込みを行ってください。

No エラー 原因と対応

※PDFマニュアルをご覧ください。
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読み込み・設定ファイルの保存が
できない：
「デバイスが準備されていません」

読み込み・設定ファイルの保存が
できない：
「メモリカードドライブが存在し
ません」

パソコンに「不明なデバイス」ま
たは「CRCエラー」が表示される

起動できない
「パスワードが正しくありません」

集計結果が合わない

6

7

8

9

10

①メモリカードがメモリカードリーダに正しく装着されてい
ますか。

→メモリカードを一旦外してから奥まで押し込んでリーダラ
ンプが点灯するのを確認してください。

②専用メモリカードリーダ以外のリムーバブルディスクが接
続されています。

→そのドライブにメディアを挿入して、「OK」をクリック後、
専用リーダのドライブを指定して読み込みしてください。

①リーダ/ライタのUSBケーブルが外れています。
②Windows98の場合：リーダ/ライタのUSBドライバがイ
ンストールされていません。

→以上を確認の上で、読み込みまたは設定ファイル作成を行
ってください。

①USBケーブルで接続した状態でタイムレコーダの電源を
入れていませんか。

→一度USBケーブルを外して差し直してください。
②2メートル以上のUSBケーブルを使っていませんか。
→マックス指定のUSBケーブルをお使いください。（マック
スUSBケーブル：ER-KBU2）

・登録したパスワードを確認してください。パスワードは大
文字、小文字を区別します。CapsLockランプが点いてい
ると正しく入力できない可能性があります。

・登録したパスワードを忘れてしまったときはパスワード変
更処理を行ってください。

・打ち忘れがある状態のまま集計していませんか。出勤－退
出の組み合わせになるよう打刻修正を行ってください。

・丸めの設定はされていますか。時刻丸め、時間数丸めの組
み合わせによっては思わぬ集計になることがあります。

・時間帯区分の設定はされていますか。所定内・残業等の設
定がされている時間帯のみ集計します。

・休日の設定はされていますか。休日が設定されてなければ
すべて平日として集計します。

No エラー 原因と対応
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時給が正しく計算されない

データ参照すると打刻修正が反映
されていない

リアルカード表示画面で社員番
号、氏名が表示されない

表示される文字の一部が欠けてい
る

勤務体系を更新したのにデータを
読み込むと元に戻ってしまう

未来の有給マークが入力できな
い：
「未来の日付データの修正はでき
ません」

読込みできない：
｢インデックスが有効範囲に無い｣

修正/参照で読み込みできない：
「プロシージャエラー」

11

12

13

14

15

16

17

18

・時給体系の設定はされていますか。時給体系に金額が入力
されていることを確認してください。

・時間帯区分の設定はされていますか。所定内・残業等の設
定がされている時間帯のみ時給計算を行います。

・休日の設定はされていますか。休日が設定されてなければ
すべて平日として集計します。

・打刻修正を行ったら「修正更新」をクリックしてください。

・社員マスタの登録がされていません。営業所で追加カード
発行をした場合などに起こる可能性があります。そのまま
集計すると正しく集計されません。一旦読み込みを終了し
て、社員マスタの更新を行ってからもう一度読み込んでく
ださい。

・パソコン画面の解像度があっていません。デスクトップ画
面上でマウスを右クリックして「プロパティ」を選び、
「設定」ページで次のとおりに設定してください。
・「画面の領域」を「1024×768」に設定。
・「詳細」をクリックして「フォントサイズ」を「小さいフ
ォント」に設定。

・出退データを読み込むとき、集計を正しく行うためにタイ
ムレコーダの基本設定（締日、日付変更時刻、遅刻/早退
判別時刻）を読み込んで設定を上書きしています。

・勤務体系を更新したときは、必ずタイムレコーダに転送し
て、同じ設定にしてください。

・タイムレコーダ本体でメモリカードに出退データをコピー
した日の翌日以降の出退データは修正できません。

・旧バージョンをアンインストール後、最新バージョンにバ
ージョンアップして下さい。（5-8 ｢スーパー楽らく集計｣
のバージョンアップを参照してください）

・旧バージョンをアンインストール後、最新バージョンにバ
ージョンアップして下さい。（5-8 ｢スーパー楽らく集計｣
のバージョンアップを参照してください）

No エラー 原因と対応
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データが読込みできな
い：
「設定の異なるファイ
ル」

19 ・月途中で読込みした後、タイムレコーダ本体の勤務体系を変更し、
同じ月度のデータを再度読み込みした時、[設定の異なるファイル]
のエラーメッセージで読込みできない。

最初に月途中で読込みした月度の出退データが下記のフォルダーにあ
りますので、以下の手順で出退データファイルの拡張子を変更してく
ださい。
C:￥Program Files￥MAX￥スーパー楽らく集計￥2003￥20033.dat
（出退データ）

「スーパー楽らく集計」をインストールしたドライブ　　2003年3月度

C:￥Program Files￥MAX￥スーパー楽らく集計￥2003￥20033K.dat
（集計結果込み）

①エクスプローラを立ち上げ、上記出退データファイルの存在するフ
ォルダを“2003”（2004年度であれば2004）をクリックします。

②エクスプローラの右側の欄に上記出退データファイルが表示されま
すので、拡張子を変更するファイルを右クリックして、表示される
メニューから 名前の変更（M）を選択する。

③｢.dat｣を｢.bak｣に変更し、ENTER キーを押してください。ファイル
名の後尾に“K”の付いた集計結果込みのファイルも同時に変更して
ください。

④この後、「スーパー楽らく集計」を立ち上げ、出退データを読み込み
する事ができます。但し、月途中で読込みした元の出退データへの
修正は新しく読み込んだファイルにはありませんので、再度、入力
してください。

「スーパー楽らく集計」に取り込む複数台タイムレコーダ出退データは
勤務体系（勤務体系画面の基本設定＜締日、日付変更時刻＞10シフト）
が全て一致していないと｢本体設定の異なるファイル｣のエラー表示で
取り込みできません。設定の異なる出退データを別PCの「スーパー楽
らく集計」で集計する等の対応が必要になります。

No エラー 原因と対応
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集計結果を弥生給与にインポート
できない

20 ・従業員特定コードを名前に設定、社員マスタ入力の［性］
と［名］の間にスペースを
入力すると、弥生給与側はスペースの無い入力になってい
る為、インポートできません。社員マスタを修正してスペ
ースを削除してから、集計結果の変換／インポートしてく
ださい。

・従業員特定コードが社員番号で、社員番号が8桁を越える
場合は8桁以内にしてください。（各社の給与ソフト別イ
ンポートデータ形式についてはスーパー楽らく集計PDFマ
ニュアル7章をご覧ください）

No エラー 原因と対応
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タイムカード 

USBケーブル 

インクリボン 

消耗品 
 

オプション 

商品名：ER-IR101
品　番：ER90202
価　格：￥2,500

10人用 
 

ホワイト 
 

15人用 
 

30人用 
 

商品名：ER-Sカード 
品　番：ER90060
価　格：￥1,800
入　数：100枚入 

商品名：ER-KBU2
品　番：ER90800
価　格：￥2,700
長　さ：1.8m

商品名：ER-RW10
品　番：ER90229
価　格：￥3,000

ブラック 

ホワイト 
 

ブラック 

商品名：ER-RW15
品　番：ER90230
価　格：￥4,000

ホワイト 
 

商品名：ER-RB10
品　番：ER90700
価　格：￥3,000

商品名：ER-RB15
品　番：ER90701
価　格：￥4,000

商品名：ER-RW30
品　番：ER90231
価　格：￥7,000

タイムカードラック 
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商品名 ER-230S／PC

電源 AC 100V 50／60Hz

外形寸法 240（H）×175（W）×120（D）mm

質量 2.4kg

消費電力 通常5W、最大30W

時計機構 水晶発振式

表示管 蛍光表示管

表示内容 日付、曜日、時分、AM／PM

印字方式 インパクトドット方式

印字内容 日付、曜日、時分、（チ）、（ソ）、（ハ）、（ザ）、（チョッコウ）、

（チョッキ）、マシン番号、カード番号、シフト番号、使用期間

メモリー保持 工場出荷時より停電累計５年間

使用人数 最大100人

タイムカード 専用カード「ER-Sカード」

インクリボン 専用インクリボン「ER-IR101」

メモリーカード 専用メモリカード（コンパクトフラッシュ）

メモリーカード USB接続用

リーダー

USBケーブル 専用USBケーブル「ER-KBU2」（別売り）

使用温度 0℃～40℃

保存温度 －20℃～60℃
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●保証期間中万一故障した場合、保証書記載内容に基づき無料修理いたします。詳しくは保
証書をご覧ください。

●保証期間後の修理は、お買い求めの販売店、当社営業所、またはマックスサービス㈱窓口
にご相談ください。修理によって機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有償修
理いたします。

●お客様登録カード：お買い上げ後、必ずお客様登録カードをお送りください。

●お買い求めの販売店、または当社営業所、マックスサービス㈱にお持ち込みください。



●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。 

この取扱説明書は再生紙を使用しています。 
2003.06 Vol.3

本 社・営 業 本 部  
札 幌 支 店  
仙 台 支 店  
東 京 支 店  
名 古 屋 支 店  
大 阪 支 店  
広 島 支 店  
福 岡 支 店  
盛 岡 営 業 所  
南 九 州 営 業 所  
新 潟 マ ッ ク ス ㈱  
群 馬 マ ッ ク ス ㈱  
埼 玉 マ ッ ク ス ㈱  
千 葉 マ ッ ク ス ㈱  
横 浜 マ ッ ク ス ㈱  
長 野 マ ッ ク ス ㈱  
静 岡 マ ッ ク ス ㈱  
金 沢 マ ッ ク ス ㈱  
京 滋 マ ッ ク ス ㈱  
兵 庫 マ ッ ク ス ㈱  
岡 山 マ ッ ク ス ㈱  
四 国 マ ッ ク ス ㈱  

徳島営業所 
松山営業所 

マックスサービス㈱札 幌
マックスサービス㈱仙 台
マックスサービス㈱高 崎
マックスサービス㈱埼 玉 
マックスサービス㈱名古屋 
マックスサービス㈱大 阪 
マックスサービス㈱広 島 
マックスサービス㈱福 岡 

〒１０３-８５０２ 
〒０６０-００４１ 
〒９８４-０００２ 
〒１０３-８５０２ 
〒４６１-００２５ 
〒５５３-０００４ 
〒７３３-００３５ 
〒８１２-０００６ 
〒０２０-０８２４ 
〒８９１-０１１５ 
〒９５５-００８１ 
〒３７１-０８４４ 
〒３３１-０８２３ 
〒２８４-０００１ 
〒２４１-０８２２ 
〒３９９-００３３ 
〒４２２-８０３６ 
〒９２１-８０６１ 
〒６１２-８４１４ 
〒６５２-０８３２ 
〒７００-０９７１ 
〒７６１-８０５６ 
〒７７０-０８６６ 
〒７９０-０９５１ 
〒０６０-００４１
〒９８４-０００２ 
〒３７０-００３１ 
〒３３１-０８２３ 
〒４６１-００２５ 
〒５５３-０００４ 
〒７３３-００３５ 
〒８１２-０００６ 

中 央 区 日 本 橋 箱 崎 町６－６ 
札幌市中央区大通東６－１２－８ 
仙台市若林区卸町東２－１－２９ 
中 央 区 日 本 橋 箱 崎 町６－６ 
名古屋市東区徳川１－１１－２３ 
大 阪 市 福 島 区 玉 川１－３－１８ 
広島市西区南観音７－１１－２４ 
福 岡市博多区上牟田１－５－１ 
盛 岡 市 東 安 庭 ２ －１０ － ３ 
鹿 児 島 市 東 開 町 ３ － ２４ 
三 条 市 東 裏 館 ２－１４－２８ 
前 橋 市 古 市 町 ２３３ － ５ 
さいたま市北区日進町３－４２１ 
四 街 道 市 大 日 １８７０ － １ 
横 浜 市 旭 区 さ ち が 丘７－６ 
松 本 市 笹 賀 ８１ ５ ５ 
静 岡 市 敷 地 １ － ３ － ２６ 
金 沢 市 森 戸 ２ － １５ 
京都市伏見区竹田段ノ川原町９ 
神戸市兵庫区鍛冶屋町２－１－２ 
岡 山 市 野 田 ３ － ２３ － ２８ 
高 松 市 上 天 神 町 ７６１ － ３ 
徳 島 市 末 広 １ － ４ － ２５ 
松 山 市 天 山 ２ － １ － ３５ 
札幌市中央区大通東６－１２－８ 
仙台市若林区卸町東２－１－２９ 
高 崎 市 上 大 類 町 ４１２ 
さいたま市北区日進町３－４２１ 
名古屋市東区徳川１－１１－２３ 
大 阪 市 福 島 区 玉 川１－３－１８ 
広島市西区南観音７－１１－２４ 
福 岡市博多区上牟田１－５－１ 

TEL（０３）３６６９-８１０８㈹ 
TEL（０１１）２６１-７１４１㈹ 
TEL（０２２）２３６-４１２１㈹ 
TEL（０３）３６６９-８１４１㈹ 
TEL（０５２）９３５-８５３１㈹ 
TEL（０６）６４４４-２０３１㈹ 
TEL（０８２）２９１-６３３１㈹ 
TEL（０９２）４１１-５４１６㈹ 
TEL（０１９）６２１-３５４１㈹ 
TEL（０９９）２６９-５３４７㈹ 
TEL（０２５６）３４-２１１２㈹ 
TEL（０２７）２１０-７７５５㈹ 
TEL（０４８）６５１-５３４１㈹ 
TEL（０４３）４２２-７４００㈹ 
TEL（０４５）３６４-５６６１㈹ 
TEL（０２６３）２６-４３７７㈹ 
TEL（０５４）２３７-６１１６㈹ 
TEL（０７６）２４０-１８７１㈹ 
TEL（０７５）６４５-５０６１㈹ 
TEL（０７８）６５２-７３７０㈹ 
TEL（０８６）２４６-９５１６㈹ 
TEL（０８７）８６６-５５９９㈹ 
TEL（０８８）６２３-０２８６㈹ 
TEL（０８９）９１３-０６０８㈹ 
TEL（０１１）２３１-６４８７㈹
TEL（０２２）２３７-０７７８㈹
TEL（０２７）３５０-７８２０㈹
TEL（０４８）６６７-６４４８㈹ 
TEL（０５２）９３５-８２１０㈹ 
TEL（０６）６４４６-０８１５㈹ 
TEL（０８２）２９１-５６７０㈹ 
TEL（０９２）４５１-６４３０㈹ 

ホームページアドレス：http://www.max-time.net

●修理サービスおよび不明の点はお買い上げの販売店もしくは下記へお問い合わせください。 
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