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～給与明細は今、紙からクラウドの時代へ～

パートナー制度に
関する資料



当サービスは、『～給与明細は今、紙からクラウドの時代へ～』をテーマに、
給与計算ソフトからエクスポートした給与明細データを、毎月アップロードするだけの簡単操作で、
給与明細書をWeb上にて閲覧できるサービスです。

今回第二弾の給与計算ソフトとの連携として、『給与奉行』と連携可能な、「フォーカス 給与明細ク
ラウド for奉行」のサービスを開始しました。

「フォーカス 給与明細クラウド for奉行」は、 『給与奉行』にあわせたユーザーインターフェイスで
設計しているため、違和感なく操作できるのが特長です。
（対応ソフト：給与奉行21VerⅣ以降 ・ 給与奉行i ・ 給与奉行V）

また、インターネットサービスですので、ネットがつながる環境であれば場所を問わずアクセスが可
能です。
導入時のインストールの手間やサーバー構築の必要もないため、コストと手間をかけずにご利用
頂けます。

従業員に対し、紙で発行する準備や手間が省けますので作業の効率化、省資源化にも
つながります。

フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド とはとは

平成18年度税制改正により給与明細書に関する規定が改正され、平成19年1月1日以後に交付する給与明細書について、一定の

要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることになりました。
詳しくは国税庁HPをご覧下さい。

～給与明細を電子化、ネットで見るならフォーカスクラウド～



～給与明細を電子化、ネットで見るならフォーカスクラウド～

フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド 特長特長

•給与ソフトの計算結果をアップロードするだけの簡単操作で、インターネット上で
給与明細を閲覧できます。

•プログラムのインストールが不要なインターネットサービスのため、専用サーバーの構築や
維持管理など導入に関する手間やコストがかかりません。

•社員それぞれが明細をウェブで閲覧し、必要に応じてPDF印刷できますので、

給与担当者様の明細書発行の手間が省けます

•プログラムのインストールが不要なインターネットサービスのため、インターネットが 繋が
る環境であればどこでもアクセスが可能です。

またPCだけでなく携帯電話からのアクセスも可能です。
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フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド 特長特長

•SSL認証により通信経路上での「盗聴」や「データ改ざん」などを防ぐことが

できます。
国内大手データセンターに設置されたサーバー利用により、24時間365日の

死活監視を実施します。

•ランニングコストは毎月のご利用人数に応じた月額利用料のみ。
初期費用も低価格です。

•賞与処理数は毎月の利用人数に含みませんので、特定月にコストがUPしてしまう
といった心配もありません。
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フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド 特長特長

明細をウェブで閲覧し、必要に応じて
個人でＰＤＦ印刷
不要な明細印刷がなくなります

明細発行・封入のコスト・
手間を大幅削減！

計算・送信計算・送信
奉行シリーズからエクスポートしたデータを
アップロードするだけ！作業時間はたった３分！

印 刷印 刷

封 入封 入

仕分・配布仕分・配布

郵 送郵 送

閲 覧閲 覧

ペーパーレス！明細用紙代０円！

封筒代０円！

切手代・手間賃０円！

人件費・手間賃０円！

パソコン・携帯いつでもどこでも閲覧！
紛失による漏えいの心配もありません！



フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド イメージイメージ
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データセンター

給与管理者

従業員・スタッフ

従業員・スタッフ

データアップロード

PC閲覧

モバイル
閲覧

給与管理者は毎月給与奉行から
エクスポートしたデータをデータ
センターにアップロードするだけ。

従業員・スタッフは、PC、モバイル
からログインのうえ自身の明細書を
確認できます。



弥生給与 （弥生株式会社） ・・･･････・・・・・・・・・・・・・2011年1月リリース
※「やよいの給与計算」を除く

給与奉行 （株式会社オービックビジネスコンサルタント）
※対応製品 「給与奉行21 VerⅣ以降」「給与奉行i」「給与奉行V」

2011年4月リリース
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フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド
対応給与計算ソフト対応給与計算ソフト

今後も他メーカー給与計算ソフトに今後も他メーカー給与計算ソフトに
順次対応予定です！順次対応予定です！
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フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド
初期導入費用と月額利用料初期導入費用と月額利用料（エンドユーザー様）（エンドユーザー様）

【初期導入費用】

52,500円

＋

【ご利用人数と月額利用料】
50人まで 3,150円/月

51人～100人まで 5,250円/月

101人～200人まで 10,500円/月

201人～300人まで 15,750円/月

301人～500人まで 21,000円/月

501人～ ＋200人毎につき 5,250円加算となります

※for 奉行の場合

エンドユーザー様へは下記料金体系をご説明ください。エンドユーザー様へは下記料金体系をご説明ください。
毎月の給与計算結果をアップロードした実数により算出となります。毎月の給与計算結果をアップロードした実数により算出となります。
（月額利用料に賞与処理数は含みませんので、賞与月に利用料が上がる心配がありません！）



エンドユーザー様の月額利用料のお支払は、銀行振込、自動振替のいずれかが選
べるようになっています。
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フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド
月額利用料のお支払月額利用料のお支払（エンドユーザー様）（エンドユーザー様）

◎ 自動振替（口座振替）

毎月月末付でその月の利用人数に応じた請求書を事前に発行致します。
利用料は翌月27日に預金口座より引き落としとなります。

◎ 銀行振込

毎月月末付でその月の利用人数に応じた請求書を発行致します。
翌月末までに当社指定口座へお振込いただきます。



※1 ご希望の場合、一旦パートナー様へログインID/PASSの情報を送信させていただくことも可能です。
※2 無料お試し期間終了後から1年間となります。 途中解約の場合は、解約月時点の利用人数を基に残月分のお支払とさせていただきます。

ご紹介頂きましたエンドユーザー様が⑦の有償利用の開始に至った場合、
パートナー様にご紹介手数料をお支払いたします。（次頁以降をご参照ください）
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フォーカス給与明細クラウドフォーカス給与明細クラウド
サービス利用までの流れサービス利用までの流れ

今なら 大で２ヶ月間【お申込月から翌月末まで】無料でお試し頂けます。
お申込後３営業日以内に、ログインID/PASSをエンドユーザー様へ発行いたします。

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
様

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
様

当当

社社

③当社にてエンドユーザー様
専用のID/PASSを設定

⑤ログインのうえ
お試し開始！

②パートナー様専用お申込
フォームからの送信

この間の 大2ヶ月間

お試しいただけます！

⑦有償利用開始（利用期間は 低1年とさせていただきます）※2

パートナーパートナー様様

①エンドユーザー様への
ご紹介

④ログインID/PASSの情報をエンドユーザーのご担当者様宛にメールにて送信※1

⑥利用申込書等 手続資料のご記入・ご返送



◎ 月額利用料の5か月分を一括でお支払いたします。

例）
月額利用料が50人までのお客様をご紹介いただいた場合 ・・・・・・・・・・・・・・15,750円

月額利用料が301人～500人までのお客様をご紹介いただいた場合 ・・・・・・105,000円

初期費用52,500円につきましては、パートナー様からのご紹介のケースでは当面の間、頂戴致しません。
ご提案の差別化にお役立てください。

上記ご紹介手数料のお支払には、事前に弊社パートナー制度へご加入いただく必要があります

～給与明細を電子化、ネットで見るならフォーカスクラウド～

パートナーパートナー様へのご紹介手数料について様へのご紹介手数料について



パートナー制度の加入についてパートナー制度の加入について

ただいま、給与明細クラウド for奉行をご紹介いただけるパートナー様を募集中です！

パートナー制度にご加入いただくことで

その１ ご紹介手数料のお支払対象となります
→エンドユーザー様紹介時にご利用いただく、パートナー様専用申込フォームをご案内いたし
ます

その２ 御社専用のログインID/PASSを無料で発行いたします
→利用期間は無制限
→体験IDのような機能制限はなく、すべての機能を使用できます

・お客様ご提案時の仕様、機能の事前確認用として
・先々のお客様ご紹介後の問い合せ対応用としてご利用ください

パートナー制度へのご加入は別添の専用申込書をFAXでご返信いただくか、
給与明細クラウドHP上（http://pay.focus-cloud.jp/）「パートナー様募集中」ボタン
よりご送信ください。

弊社にて簡単な審査後、担当者様のメール宛に「専用申込フォームURL」と「専用ログイン
ID/PASS情報を送信いたします。

～給与明細を電子化、ネットで見るならフォーカスクラウド～



←お試し期間 ID/PASS発行月の翌月末まで→ →有償期間開始

パートナー担
当者様への
発行希望

しない

する

パ
ー
ト
ナ
ー
様

見
込

み
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ

ー
様

ID/PASS
情報の
送信先
※2

ご
提
案
・
ご
紹
介

パートナー様専用
お申込フォームか

らの送信
または
FAX送付

※1

弊
社

デ
ィ
ー
･マ

ネ
ー
ジ

見込みユーザー様
お試しID/PASS希望の

ユーザー様

受信または受領
後

システムへの
ID/PASS設定

ログイン
ID/PASS情報

エンドユーザー
担当者様への
直接発行希望

ログインの上
お試し利用開始

有償継続
利用

ID/PASS停止

正式な利用申込
書のご送付

※4

書面受領

パートナー
ご担当者様

エンドユーザー
様への

ご請求開始

前月分を翌月にお支払
（6月利用分は翌月7月にお支払）

パートナー様へ
の紹介手数料の

お支払※5

紹介手数料
のご入金

送信送付

ご伝達

意思連絡 郵送

4月 5月 6月 7月

お振込

別途書面送付
※3

郵送 郵送メールにてメールにて

パートナー様・エンドユーザー様・弊社
３社間フロー図（例 4月中にID/PASS発行のうえ有償利用に至った場合）

～給与明細を電子化、ネットで見るならフォーカスクラウド～



（補足事項）

※1 必ずパートナー様専用の申込フォームまたはFAX用紙にてエンドユーザー様の情報をご送信ください。
（有償利用への継続になった際、弊社側でのご紹介手数料お支払の判断となります）

※2 お試しID/PASS発行先を「エンドユーザー様宛」か「パートナー様宛」かが選択できるようになっています。

※3 弊社よりサービス利用規約、サービス利用申込書等の必要書面を、あらかじめエンドユーザー様宛に郵送いたします。

※4 エンドユーザー様が有償利用への継続をご希望の場合、※3で郵送済みのサービス利用申込書を弊社宛にご返信いただきます。
（この書面の返信をもって正式なお申込となります）

※5 有償利用開始月の翌月末までに、パートナー様の指定口座へ所定のご紹介手数料をお支払いたします。

３社間フロー図３社間フロー図 補足事項補足事項

～給与明細を電子化、ネットで見るならフォーカスクラウド～



パートナー様向けパートナー様向けQ&AQ&A

（パートナー様向けQ&A）

Q1： 有償利用に至らなかった場合でも、紹介手数料の支払はありますか？
→いいえ。当システムでは有償利用開始＝正式利用開始となります。
エンドユーザー様が検討の結果やむなくお試し期間内でキャンセルされた場合は適用されません。あらかじめご了承ください。

Q2： 紹介手数料の算出はどのようになりますか？
→エンドユーザー様が有償利用初月の利用人数に応じた月額利用料×10か月分 または 5か月分となります。

Q3： エンドユーザー様に4月中にお試しID/PASS発行を行った場合のお支払までのフローは？
→発行月の翌月末までがお試し期間となりますので、5月末までが無償期間。
6月から有償期間となり、6月末までの利用分を翌月7月にお支払いただくことになります。
パートナー様への紹介手数料も、7月末までのお支払となります。

Q4： 有償利用になった場合、利用料徴収は行う必要はありますか？

→「販売手数料」ではなく「紹介手数料」ですので、エンドユーザー様へのご請求や代金徴収は弊社ディー･マネージ側で行います。

Q5： 例えば利用人数が100人→101人になった場合でも月額利用料はアップするのでしょうか？

→はい。当システムでは各月の利用料で算出いたしますのでアップとなります。なお賞与支給分についてはカウントいたしません。

Q6： 1社で複数の支給サイクルがある場合は、延べ人数での月額利用料ですか？それとも支給サイクル単位個々の利用料ですか？
→1事業所内での場合は、延べ人数で月額利用料をカウントいたします。

但し、複数事業所のデータを切り替えてお使いの場合は、各事業所ファイル単位での月額利用料算出となります。

Q7： 有償利用後の 低利用期間はありますか？

→無料お試し期間終了後から1年間となります。途中解約の場合、解約月時点の利用人数を基に残月分のお支払とさせていただきます。

～給与明細を電子化、ネットで見るならフォーカスクラウド～
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本サービスについてのお問合せは本サービスについてのお問合せは
株式会社株式会社 ディー･マネージディー･マネージ

担当：担当： 澤口まで澤口まで

〒１５０－０００２〒１５０－０００２ 東京都渋谷区渋谷１－８－３東京都渋谷区渋谷１－８－３
TOCTOC第１ビル８第１ビル８FF

TELTEL ０３－０３－５４６４－７０５１５４６４－７０５１
FAXFAX ０３－５４６４－７０５２０３－５４６４－７０５２

「フォーカス「フォーカス 給与明細クラウド給与明細クラウド forfor奉行奉行」」

http://pay.focus-cloud.jp/
今なら 大今なら 大22ヶ月お試し頂けます！ヶ月お試し頂けます！
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