
「Focus U 給与明細」
新バージョン・旧バージョン

仕様比較資料

キャップクラウド株式会社

2020/8
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新バージョン・旧バージョン

仕様比較資料

2020年8月26日に「Focus U 給与明細」新バージョンをリリース致しました。

当資料は、新バージョンと旧バージョンとの仕様を比較した資料になります。
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1.ログインサイト構成、認証方式の変更について
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旧バージョン 新バージョン
①ログインサイト構成の変更
法人ログインと、従業員ログイン（ＰＣ版、モバ
イル版、スマートフォン版）計4つのサイト構成。

法人ログインと、社員（従業員）側のＰＣ版ロ
グインサイトが一つに統合します。
なお、スマートフォン版サイトは別サイトとし
て引き続き残りますが、モバイル版サイト（ガ
ラケー閲覧用）は新バージョンから提供終了と
なり、計2つのサイト構成へ変更になります。
また、新しいURLへ変更になります。

②ログイン時認証方式の変更
法人ログイン：ID/パスワード（2項目）の一致で
認証。
従業員ログイン：法人コード/従業員コード/パス
ワード（3項目）の一致で認証

法人管理者側・社員（従業員）閲覧者側共に
：ログインID/パスワード（2項目）の一致で認
証になります。

トライアル発行時に弊社から最初にご案内する
ログインID/パスワードは、「法人管理者（ユー
ザー管理者）」扱いの最高権限になります。
（※法人管理者（ユーザー管理者）については
P13をご覧ください、）
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ログイン画面（PC版）の統合、従業員側モバイル画面の廃止に伴い、ログインサイト構成
や、認証方式、設定変更や、トライアル発行時のログイン情報の扱いが変わります。
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旧バージョン 新バージョン
③各ＩＤ・コード・パスワードの扱いと設定変更の比較

※ログインIDは、「Focus U」シリーズをお使
いの全てのユーザーにおいて、一意のキーとい
う考え方をもっています。
そのため、変更しようとした綴りが既に他の
ユーザーで使われている場合は、登録ができな
いようになっています。
この場合は他の綴りへの変更が必要です。

④トライアル発行時のログイン情報の扱い
もともと法人管理者側と従業員側のサイトが分か
れていため、特段の記載事項はありません。

法人管理者側と社員（従業員）側のサイトが同
一サイトになるため、トライアル発行時に弊社
からご案内する最初のログインID/パスワードは、
自動的に「法人管理者（ユーザー管理者）」扱
いの最高権限が付与された状態になります。

この法人管理者（ユーザー管理者）は法人1領域
につき、1人のみになり、追加や削除はできませ
ん。
なお、この法人管理者（ユーザー管理者）のID
分は利用人数のカウントから除外になります。
（※法人管理者（ユーザー管理者）については
P13をご覧ください、）
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法人ログイン
ID 変更不可。
パスワード 変更可。（半角英数6文字

以上20文字以内）
契約情報で変更可。

従業員ログイン（ＰＣ版）
法人コード 変更不可。
従業員コード 変更不可。
パスワード 変更可（半角英数6文字以

上20文字以内）
マイページで変更可。

従業員ログイン（スマートフォン版）
法人コード 変更不可。
従業員コード 変更不可。
パスワード 変更可（半角英数6文字以

上20文字以内）
マイページで変更可。

従業員ログイン（モバイル版）
法人コード 変更不可。
従業員コード 変更不可。
パスワード 変更可（半角英数6文字以

上20文字以内）
マイページで変更可。

Focus Ｕ ログイン（PC版）
ログインID 変更可。（半角英数8文字以

上20文字以内）
ユーザーメニュー マイ
ページで変更可。

パスワード 変更可。（半角英数6文字以
上20文字以内）
ユーザーメニュー マイ
ページで変更可。

Focus U ログイン（スマートフォン版）
ログインID 変更可。（半角英数8文字以

上20文字以内）
ユーザーメニュー マイ
ページで変更可。

パスワード 変更可。（半角英数6文字以
上20文字以内）
ユーザーメニュー マイ
ページで変更可。

モバイル版提供終了につき、実装なし。



2.メニュー構成の変更について
ログイン画面（PC版）の統合に伴い、メニューを階層化し、一部既存機能の表現を見直し
しています。
また、新しい機能に関するメニューを追加しています。
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旧バージョン 新バージョン
法人ログイン時

従業員ログイン時

※ユーザー管理者権限を付与していない社員（従業員）は、
一番上のユーザーメニューのみが表示されます。

管理者メニュー
に「社員情報管
理」「マスタ管
理」を新規追加。

表現の変更。

表現の変更。

表現の変更。

表現の変更。

表現の変更。

「基本設定」を
追加し、内容を
分割。

ユーザーメ
ニューに「給与
明細」「マイ
ページ」を集約。



3.マスタ管理（所属マスタ）について

旧バージョン 新バージョン
該当機能なし。 所属マスタ機能を追加。

あらかじめ給与計算ソフト側で設定している所
属部門コードや名称を当マスタ上で設定してお
き、次頁の社員情報の一括アップロードの際、
各社員情報のアップロードファイル内に記述さ
れている所属部門情報でマッチング。

【for 弥生】
所属部門の明細書上への表示不可。
検索・絞込みも不可。

【for 弥生】
所属部門の明細書上への表示は引き続き不可。
検索・絞込みは可。
（for 弥生上で設定した所属情報は、あくまで社
員検索・絞込みの条件として利用します。）
所属マスタで設定した所属名称と、弥生給与か
ら出力した従業員情報のファイル内に記述され
ている所属部門名称でマッチング。

【for 奉行、for エプソン、for all】
所属部門の明細書上への表示は可。
検索・絞込みは不可。

【for 奉行、for エプソン、for all】
所属部門の明細書上への表示は引き続き可。
検索・絞込みも可。
所属マスタで設定した所属コードと、給与計算
ソフトから出力した社員（従業員）情報のファ
イル内に記述されている所属部門コードでマッ
チング。

ログイン画面（PC版）の統合に伴い、所属マスタの機能が追加になります。
なお、for 弥生とその他のエディションで一部扱いが異なります。

※階層形式の所属設定はできません。
お使いの給与計算ソフト側で階層形式で設定している場合は、各社員（従業員）に紐づけているコー
ドと所属部門名を同一階層上で設定する必要があります。
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4.データアップロード箇所の追加について

旧バージョン 新バージョン

旧バージョンでは2つの機能でデータアップロードが必要でしたが、新バージョンでは、
「社員情報管理」機能の追加により、３つの機能でデータアップロードが必要になります。
初期設定時は、最初に「社員情報管理」内にある「社員情報の一括アップロード」にて、
給与計算ソフト側の社員マスタの情報を取り込みます。
また、運用開始後、給与計算ソフト側で以下の処理を実行した場合に、再度「社員情報管
理」内にある「社員情報の一括アップロード」が必要になります。
・新規で社員（従業員）を追加した場合
・既にアップロード済みの社員（従業員）に対する、姓名やフリガナ、所属している部門

を変更した場合

給与計算
ソフト側
からの
データ
出力

給与計算
ソフト側
からの
データ
出力

7

社員情報の一括
アップロード



5.社員情報の一括アップロードについて
6.「社員情報管理」機能の追加により、給与計算ソフトから出力した社員（従業員）情報
のアップロード処理が操作に加わります。

弥生給与 メニューバー設定→従業員〈一覧表〉

給与奉行 随時処理→6.汎用データ作成→2.社員情報データ作成→1.
社員情報データ作成

給与応援 R4 Premium
設定タブ→汎用データ→汎用データ出力タブ→従業員マス
ター給与・法定調書顧問 R4

IKK給与・法定調書R4
その他ソフト お使いの給与計算ソフトに準じます

●各給与計算ソフト側の社員（従業員）データ出力元（2020年8月時点）
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●「Focus U」側でのアップロード時

※

※for allのみ
汎用パターン1・2の違いは、「姓・名」の情報が別項目か、一項目かの違いになり、お使いの給
与計算ソフト側の社員（従業員）情報の出力形式にあわせて選択できるようになっています。
また、いずれかのフォーマットを選択することで、各アップロード用フォーマットがcsvファイ
ルでダウンロードできるようになっています。

社員（従業員）情報



（以下の画面は「弥生給与」を選択した場合）

9

※2回目以降のアップロード時

2回目以降のアップロード時、給与計算ソフト側の
社員（従業員）コードと、各エディションに登録
済みの社員の「勤怠就業管理ソフト用コード」ま
たは「給与計算ソフト用コード」に設定されてい
る値と異なるコードの場合は、ファイルアップ
ロードプレビュー画面の処理列で「追加」、同一
のコードであれば「スキップ」の判定を行います。

なお、「スキップ」の判定でも、内容修正をして
アップロードを続行したい場合は、「上書き」へ
の変更が可能です。
（例 氏名・所属している部門の変更時 等。）

各コードの関係性については、P12をご覧くださ
い。



6.社員情報管理について
「社員情報管理」内に、5.「社員情報の一括アップロード」でアップロードした社員（従
業員）情報が反映されます。
氏名のリンクをクリックすることで詳細確認ができます。
なお、旧バージョンの「名簿管理/明細出力」内の機能が、新バージョンでは「社員情報管
理」と、10.「明細管理」に分割されます。

旧バージョン
「名簿管理/明細出力」 新バージョン

アカウントの削除 「社員情報管理」 新バージョンでは、社員削除を実行した場合、
過去の明細書データを含め、すべて削除にな
ります。
旧バージョンのような、給与（賞与）データ
の再アップロードにより、過去の明細書が再
び確認できるような仕様ではありませんので、
削除の際は充分にご注意ください。

アカウント状態の有効・無効 10.「明細管理」へ 有効・無効の状態確認のみであれば、「社員
情報管理」でも可能。

社員の明細書確認 10.「明細管理」へ
共通メモ・個別メモ 10.「明細管理」へ
パスワード印刷 「社員情報管理」
パスワード再発行 「社員情報管理」
給与明細形式・賞与明細形式 10.「明細管理」へ
給与体系・賞与体系
（for 奉行で且つ給与体系「使
用する」の設定時のみ）

10.「明細管理」へ

●旧バージョン「名簿管理/明細出力」機能の、新バージョンとの比較
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●その他の「社員情報管理」内の追加機能
①社員検索、1ページ表示件数切替、前へ次へボタンの実装

社員検索ボタンを追加し、社員
コード、氏名、ログインID、給与
明細（状態）、所属、入社年、権
限グループ、給与明細権限からの
検索、絞込みが可能になります。
また、1ページあたりの表示件数の
切り替えや、前へ次へボタンを追
加しています。

②ログインIDの表示
ログイン認証時のログインIDが一
覧画面上で確認できるようになり
ます。
ログインIDは氏名のリンクをク
リックすることで表示される、マ
イページ編集から変更も可能です。
なお、社員自らがログインIDの変
更を行った場合も、変更後のログ
インIDの確認が可能になります。

③所属の表示
3.所属マスタの設定と、5.社員情報
の一括アップロード時の情報に基
づき表示されます。
①の社員検索機能のほか、明細書
上への所属表示にも使われます。
※for 弥生のみ、明細書上への所属
表示の反映はできません。

マイページ編集内（氏名リンクのクリック時）
④権限グループ

5.社員情報の一括アップロードで
アップロードした社員の権限の初
期値は全員「ユーザー」扱いです
が、他の社員に管理者メニューの
機能の利用を許可したい場合は
「ユーザー管理者」に変更するこ
とができます。（権限グループの
詳細は7.をご覧ください。）

⑤給与明細管理権限
④の権限グループが「ユーザー管
理者」で設定されている社員は、
「あり」に変更することで、更に
給与明細メニュー内の全機能が利
用できるようになります。（給与
明細管理権限の詳細は8.をご覧く
ださい。）
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マイページ編集内（氏名リンクのクリック時）
⑥勤怠就業管理ソフト用コード/給与計算ソフト用コード

5.社員情報の一括アップロードでアップロー
ドした社員（従業員）情報のコードが反映さ
れます。

【注意】入力されているコードは連携するソ
フト側のマッチングキーとして利用します。
変更したり、削除しないようにしてください。

なお、各項目の反映については、お使いのエ
ディションによって以下のように扱いが異な
ります。

●5.社員情報の一括アップロード実行後の、各給与計算ソフト側の社員（従業員）コード
と、「勤怠就業管理ソフト用コード」または「給与計算ソフト用コード」項目との関係性
は、以下のとおりです。
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【for 弥生】 【for 奉行】 【for エプソン】 【for all】

弥生給与
の従業員コード

給与奉行
の社員番号

給与応援 R4 
Premium/給与・
法定調書顧問
R4/IKK給与・法
定調書R4
の従業員コード

汎用パターン 1、
または
汎用パターン 2
のお使いの給与計
算ソフト側の社員
（従業員）コード

勤怠就業管理
ソフト用コード

同じコードで反映
※

反映なし
（空欄でOK）

反映なし
（空欄でOK）

同一コードで反映
※

給与計算
ソフト用コード 同一コードで反映 同一番号で反映 同一コードで反映 同一コードで反映

※ 「Focus U 給与明細]のみの利用では使用しないコードですが、そのまま反映した状態でご利用
いただく仕様となっております。



7.権限グループについて
ログイン画面（PC版）の統合や、「社員情報管理」の追加により、「社員情報管理」→
「マイページ編集」より、各社員毎に権限グループを割り当てることが可能になります。

権限グループは、以下の３つの権限に分かれます
A「ユーザー管理者」（法人管理者） 全機能の利用、他の社員の権限の変更が可能。

1法人領域に対し1名のみ。（追加付与や削除は不可。）
トライアル発行時の最初のログインID/パスワードご案内時
に自動付与済。
唯一有効人数のカウント対象外。
（利用シーン）
Admin権限の扱いであるため、案件利用時の事務所等ご担
当者様用アカウントとしての利用を想定。（この権限にお
ける給与明細書の閲覧利用の可能性は低いことから、有効
人数の対象外としています。）

B「ユーザー管理者」 管理者メニュー、システムメニュー内の機能の利用が可能。
1法人領域内で複数人への付与が可能。
他の社員の「ユーザー管理者」⇔「ユーザー」の権限変更
のみが可能。
次頁の「給与明細管理権限」機能の追加付与により利用で
きる機能の拡張も可能。
（利用シーン）
社員情報の一括アップロードや、ログインID/パスワードの
発行、再発行を別の担当者に委ねたい場合の利用を想定。
（次頁の「給与明細管理権限」を付与しない前提。）

C「ユーザー」 ユーザーメニュー内の機能のみの利用が可能。
自分の明細書の閲覧やPDF出力、ログインID/パスワードの
変更のみが可能。
社員情報追加時の初期権限。

※初回の社員情報の一括アップロード直後は、A「ユーザー管理者」（法人管理者）または、
C「ユーザー」のみの状態です。
利用シーンに応じ B「ユーザー管理者」への付与を行うことができます。
※誰にどの権限を付与しているかの確認は、「社員情報管理」機能の、社員検索→「権限グループ
で絞込み」の絞込み機能を使って確認できるようになっています。

旧バージョンで発生していた以下のシーンを解消しています。
・複数人で利用する場合は、法人ログインのID/パスワードを共有して利用するしかない。
・上記において誰かがパスワードを変更してしまい、変更後のパスワード情報を共有しないと、

他の人がログインができなくなってしまう。
・社員（従業員）へのログインID/PASSの発行のみを切り出そうとしても、他の人の給与明細書の内

容が確認できてしまうため実現ができない。
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8.給与明細管理権限について
ログイン画面（PC版）の統合や、「社員情報管理」機能の追加により、前頁の「ユーザー
管理者」権限を付与した社員（従業員）に対し、更に「社員情報管理」→「マイページ編
集」より、「給与明細管理権限」を割り当てることが可能になります。

権限グループ（前頁） 給与明細管理権限
B「ユーザー管理者」 あり 前頁の「ユーザー管理者」で利用できる機能に加え、

「給与明細」メニュー内の全機能の利用が可能。
1法人領域内で複数人への付与が可能。
※利用できる機能は「ユーザー管理者（法人管理
者）」の権限と同等。

なし 前頁の「ユーザー管理者」で利用できる機能のみ。
※あらかじめ B「ユーザー管理者」の権限が設定されている必要があります。
※各アカウントに対する「給与明細管理権限」のありなしの切り替えは、A「ユーザー管理者」
（法人管理者）としてのログイン時のみ可能になります。
※誰に「給与明細管理権限」を付与しているかの確認は、「社員情報管理」機能の、社員検索→

「給与明細管理権限で絞込み」の絞込み機能を使って確認できるようになっています。
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9.権限グループ、給与明細管理権限のまとめ
権限毎に表示されるメニュー範囲と、各権限のユーザーでログインしている場合の、他ア
カウントの権限変更可否は以下になります。

□ A「ユーザー管理者」（法人管理者）
□ B「ユーザー管理者」且つ 給与明細管理権限「あり」
□ B「ユーザー管理者」且つ 給与明細管理権限「なし」
□ C「ユーザー」

他のアカウ
ントを
「ユーザー
管理者（法
人管理
者）」へ変
更

他のアカウ
ントを
「ユーザー
管理者＋給
与明細管理
権限あり」
へ変更

他のアカウ
ントを
「ユーザー
管理者＋給
与明細管理
権限なし」
へ変更

他のアカウ
ントを
「ユー
ザー」へ変
更

ユーザー管
理者（法人
管理者）で
ログイン中

の人が

不可 可 可 可

ユーザー管
理者＋給与
明細管理権
限あり で
ログイン中

の人が

不可 不可 可 可

ユーザー管
理者＋給与
明細管理権
限なし で
ログイン中

の人が

不可 不可 可 可

ユーザー
でログイン
中の人が

不可 不可 不可 不可
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10.明細管理について
旧バージョンの「名簿管理/明細出力」に該当する機能になります。
なお、一部機能は、6.「社員情報管理」に移動しています。

16

旧バージョン
「名簿管理/明細出力」 新バージョン

アカウントの削除 6.「社員情報管理」へ
アカウント状態の有効・無効 「明細管理」 有効・無効の状態確認のみであれば、6.

「社員情報管理」でも可能。
アカウント状態の一括切り替えの機能を実
装。（P17③参照）

社員の明細書確認 「明細管理」 氏名リンクから、明細ボタン経由に変更。
共通メモ・個別メモ 「明細管理」
パスワード印刷 6.「社員情報管理」へ
パスワード再発行 6.「社員情報管理」へ
給与明細形式・賞与明細形式 「明細管理」 一括切り替えの機能を実装（P18④参照）

※ユーザー管理者（法人管理者）は「未設
定」のままで使用します。

給与体系・賞与体系
（for 奉行で且つ給与体系「使
用する」の場合のみ）

「明細管理」 一括切り替えの機能を追加（P18⑤参照）
※ユーザー管理者（法人管理者）は「未設
定」のままで使用します。

●旧バージョン「名簿管理/明細出力」機能と、新バージョンとの比較



●その他の「明細管理」内の追加機能
①社員検索、1ページ表示件数切り替え、前へ次へボタンの実装

社員検索ボタンを追加し、給与明
細（状態）、ログインID、給与計
算ソフト用コード、氏名、給与明
細形式、賞与明細形式からの検索、
絞込みが可能になっています。
また、1ページあたりの表示件数の
切り替えや、前へ次へボタンを実
装しています。

②ログインID/給与計算ソフト用コードの表示
ログイン認証時のログインIDが一
覧画面上で確認できるようになっ
ています。
また、社員自らがログインIDの変
更を行った場合も変更後のログイ
ンIDの確認が可能になっています。
また、6.社員情報管理で設定して
いる給与計算ソフト用コードも確
認が可能です。
※ユーザー管理者（法人管理者）
は「未設定」のままで使用します。
なお、従業員コード（社員コー
ド）の表示は廃止しています。

③アカウント状態の有効無効切り替え手順の変更と、これに伴う一括変更機能の実装
旧バージョンでは、編集ボタン経
由での1人1人の切り替えしかでき
ませんでしたが、新バージョンで
は「選択して設定」ボタンを追加
することにより、複数アカウント
分を一括で有効または無効に変更
することが可能になっています。
（ページをまたぐ場合の有効また
は無効切り替えも対応が可能で
す。）

17



④給与（賞与）明細形式の切り替え手順の変更と、これに伴う一括変更機能の実装
旧バージョンでは、編集ボタン経
由での1人1人の切り替えしかでき
ませんでしたが、新バージョンで
は「選択して設定」ボタンを追加
することにより、複数アカウント
分を一括で形式変更することが可
能になっています。
（ページをまたぐ場合の形式変更
も対応が可能です。）

なお、変更後の形式で明細書を表
示する場合は、旧バージョンと同
様、給与（賞与）アップロードが
再度必要です。

⑤（for 奉行で且つ給与体系機能を「使用する」にしている場合のみ）給与（賞与）体系の切り替え、
または給与（賞与）明細形式切り替えの手順変更と、これに伴う一括変更機能の実装

旧バージョンでは、編集ボタン経
由での1人1人の切り替えしかでき
ませんでしたが、新バージョンで
は「選択して設定」ボタンを追加
することにより、複数アカウント
分を一括で体系変更、または形式
変更することが可能になっていま
す。
（形式変更のみの場合も、給与
（賞与）体系の選択から入る必要
があります。）
（ページをまたぐ場合の各変更も
対応が可能です。）

なお、変更後の体系または形式で
明細書を表示する場合は、旧バー
ジョンと同様、給与（賞与）アッ
プロードが再度必要です。
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11.アップロード確認・削除について
旧バージョンの「名簿管理/明細出力」に該当する機能です。
追加機能のほか、一部記載やボタン表示の変更、手順の見直しを行っています。

「アップロード確認・削除」
①1ページ表示件数切り替え、前へ次へボタンの実装

旧バージョンでは、1ページ50件の固定
表示しかできませんでしたが、新バー
ジョンでは、1ページあたりの表示件数
の切り替えや、前へ次へボタンでの切
り替えが可能になっています。

②アップロードファイル内容確認手順の変更
旧バージョンでは、「確認」ボタン経
由で給与（賞与）アップロード時の各
項目の組み合わせや、アップロード日、
ファイル内の記述内容等が確認できま
したが、新バージョンでは、「ファイ
ル名」列自体がリンクになり、リンク
をクリックすることで、旧バージョン
と同じ内容が確認できるようになって
います。

●「アップロード確認・削除」並びに「支給対象者一覧」内の追加機能、一部変更機能
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③アップロードファイル削除前後の表示方式の変更変②アップロードファイルの内容確認の手順変更
旧バージョンでは、アップロード済み
データの削除処理を実行する際、「削
除」という赤いボタンをクリックする
仕様でした。
また削除処理後、「削除済」という表
示に切り替わり、削除したデータ行が
薄い表示に変わる仕様でした。

新バージョンでは、ボタンが赤い
「×」にデザインが変更になります。
また削除処理後、「済」という表示に
切り替わり、削除したデータ行が薄く
なると共に、取り消し線が表示される
ようになっています。

④支給対象者一覧画面への遷移方法手順の変更
旧バージョンでは、従業員側に表示対
象となっているデータの場合、対象人
数列の人数がリンクになっており、そ
の人数のリンクをクリックすることで
「〇年〇月〇日支給対象者一覧」の画
面へ遷移する仕様でした。

新バージョンでは、対象人数列の人数
のリンクを廃止し、これに代わって
「一覧」ボタンを追加しています。
この「一覧」ボタンをクリックするこ
とで、「〇年〇月〇日支給対象者一
覧」画面へ遷移する手順に変更してい
ます。

「支給対象者一覧」
⑤1ページ表示件数切り替え、前へ次へボタンの実装

旧バージョンでは、1ページ50件の固定
表示しかできませんでしたが、新バー
ジョンでは、1ページあたりの表示件数
の切り替えや、前へ次へボタンでの切
り替えが可能になっています。
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「支給対象者一覧」
⑥個別メモ編集・共通メモ参照・編集ボタンの表示位置変更と、個別メモ編集ボタン上への選択人数

の表示容確認の手順変更
旧バージョンでは、個別メモ編集・共
通メモ編集ボタンが画面右上上下に配
置されていました。
また、複数人にチェックを入れた場合
の対象人数の表示もありませんでした。

新バージョンでは、各ボタンを画面左
上に移動しています。
また、複数人にチェックを入れた場合
の対象人数を「個別メモ編集」ボタン
上に表示されるよう変更しています。
（ページをまたぐ場合の複数人選択も
可能です。）

⑦個別明細画面への遷移方法の手順変更

※明細書画面はfor 弥生の場合の画面例

旧バージョンでは、各人の明細書を確
認する際に、氏名のリンクをクリック
することで、「明細出力」画面が開き、
個人毎の明細書が確認できる流れでし
た。

新バージョンでは、「明細」ボタンを
配置し、ボタンをクリックすることで
「明細出力」画面が開き、個人毎の明
細書が確認できる流れに変更していま
す。
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12.契約情報について
「契約情報」内をタブ化し、新たな情報を追加したほか、表現を見直しています。
なお、一部機能は、6.「社員情報管理」や、13.「基本設定」へ移動しています。
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旧バージョン
「契約情報」 新バージョン

法人ログインID 6.「社員情報管理」へ
、ログインID変更は、
14. 「ユーザーメ
ニュー」（マイペー
ジ）へ

ユーザー管理者（法人管理者）としてのロ
グインID表示。

法人ログインパスワード変更 14.「ユーザーメ
ニュー」（マイペー
ジ）へ

ユーザー管理者（法人管理者）としてのパ
スワード変更。

プラン 「契約情報」
アカウント数 「契約情報」 有効人数から「ユーザー管理者（法人管理

者）」の1人分を除外。
明細書の⻄暦表示切替 13.「基本設定」へ
給与体系使用可否
（for 奉行のみ）

13.「基本設定」へ

●旧バージョン「契約情報」機能と、新バージョンとの比較
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●その他の「契約情報」内の追加機能
基本情報タブ
①名称、利用サービスの表示

名称（表示社名）と、「Focus 
U」の利用サービスが確認できる
ようになっています。

②管理者一覧の表示
ユーザー管理者（法人管理者）1人
の社員コードと社員名、また、6.
社員情報管理で「ユーザー管理
者」の権限を付与した社員の社員
コードと社員名が一覧表示される
ようになっています。

給与明細タブ
③利用エディションの表示

利用しているエディション名の表
示を追加しています。

④アカウント数、有効人数に法人管理者を除く旨の表示
有効人数の対象から、「ユーザー
管理者（法人管理者）」分を除外
している旨の表示を追加していま
す。



13.基本設定について
給与明細メニューを追加したことにより、旧バージョンの「契約情報」にあった設定の一
部を「基本設定」に移動しています。
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①明細書を⻄暦表示とするかどうかの切り替え
運用途中でチェックをONOFFした
場合は、旧バージョンと同様、過
去の明細書の表示もすべて切り替
わります。

②（for 奉行のみ）給与体系仕様可否の設定
給与体系の機能を使用するかどう
かの設定です。（for 奉行のみ）

なお、旧バージョンと同様、一旦
「使用する」へ設定した後の、
「使用しない」への変更はできま
せん。



14.ユーザーメニューについて
ログイン画面（PC版）の統合により、ユーザーメニューが加わります。
自分の明細書の確認や、「マイページ」内での、ログインID、パスワードの変更が可能で
す。
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旧バージョン 新バージョン
別サイトの従業員ログイン（PC版）へログインのう
え、自分の明細書の確認やパスワードの変更が可能。

ログイン画面（PC版）統合により、「ユーザー
管理者」の権限が付与された社員は、ユーザー
メニューも表示されます。
自分の明細書の確認や、ログインID、パスワー
ドの変更が同一サイト上で可能になります。

「ユーザー」の場合は、ユーザーメニューのみ
表示され、自分の明細書の確認や、ログインID、
パスワードの変更が可能になります。

（各権限毎のメニュー表示の範囲は、9.権限グ
ループ、給与明細管理権限のまとめ をご確認
ください。）

（設定変更については、1.ログインサイト構成、
認証方式の変更について をご確認くださ
い。）

※スマートフォン版サイトについて

自分の明細書を閲覧するための専用サイトである
点は旧バージョンと変わりはありませんが、認証
方式の変更により、パスワードに加えログインID
の変更もスマートフォン上で可能になります。



15.その他の相違点

旧バージョン 新バージョン
①「次回から自動でログイン」のチェックボックス
法人ログインと従業員ログイン（PC版）の画面に
実装。

廃止しています。

②ヘッダー部の表示変更
法人メニューのヘッダー部右上、社名表示＋ログア
ウトボタンの構成。

ログイン画面（PC版）の統合に伴い、ヘッダー
部右上を、社名表示＋ログインユーザー名の表
示に統一。（旧バージョンの従業員ログイン後
の画面と同じ仕様に統一。）
またログインユーザー名の項目をクリックする
と、「マイページ」と「ログアウト」の選択が
可能になります。

その他の旧バージョンと新バージョンの相違点になります。

26


