
給与明細書Web閲覧クラウドサービス
ご提案書（概説書）

2023年1月

給与CSVファイルをインターネット上に直接アップロードしない当社オリジナルシステム

スマホ、携帯、PCから簡単操作 事務コスト削減の決定版！！

No.464

＜Web閲覧の他、メール配信、PC、スマホ、携帯へ配信できます。＞

ＯＬＩＶＥはデザイン、ＰＤＦ高速作成（特許取得）、コストパフォーマンス！！



☞給与明細書Web閲覧クラウドサービス 概要

このシステムは現在紙で印刷し社員に配布している給与明細書を電子化し、PC・スマホ、携帯からWeb閲覧で
きるシステムです。
すでに発売済みのメール配信システムに加え、飲食業派遣業様から特にご要望の多かったＷｅｂ閲覧機能を実
現しました。

特徴としては、大手レンタルサーバー業者のさくらインターネット様のデータセンターを利用することにより一人
当たり月額20円という低コストでご提供ができるようになりました。

仕組みは専用アプリケーションを人事担当の方のPC(サーバー)にインストールし、お使いの給与システムから
CSVデータを出力していただき当アプリケーションで取り込み暗号化されたパスワード付のPDFファイルを作成
します。
それをWebサーバーにアップロードするだけの簡単な仕組みです。
アップロードが完了すると社員のかたはPCやスマホ、携帯から閲覧ができます。
WebへのアクセスはIDとパスワードでログインします。
またPDFの明細書にも別のパスワードがかかっています。
もちろんパスワード変更もできますので過去データも遡ってパスワードが変更されます。
他社システムとは違い生データ(CSV)のアップロードは一切ありません。当社オリジナルの特長です。

また、給与明細以外に
賞与・源泉徴収票・保険料控除申告書・扶養控除申告書・保険料改定通知・賃金改定通知・医療費明細なども
可能で1通当たり月額 20 円 でＷｅｂ閲覧ができます。

もちろんメール配信もできます。
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☞給与明細の電子化で無駄なコストを削減！！

明細データを作成(給与計算システム等)

システム
導入

作業、印刷、郵送コストの
大幅削減を実現します。

明細用CSVデータを出力

明細PDFファイルを自動作成
Webサーバー自動アップロード

社員はPC・スマホ・携帯から
Ｗｅｂ閲覧

明細伝票を専用プリンタで印刷

伝票を切り離し、地域・部門ごとに
仕分け作業

封入・封かん・配送手配作業

取引先、各支店、営業所等に郵送

各部門担当者
(給与明細の場合は各個人)

へ配布

様々なコスト

・専用用紙代

・プリンタ保守費

・面倒な手作業

（人件費）

・配布手配作業

（人件費）

・郵送費
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☞システムイメージ

ご利用の給与計算システム、
ホストコンピュータ等から
明細データを出力（CSV）

システム側にて、明細データを
自動取り込み

明細ファイルを自動作成
PDF→暗号化・パスワード付
HTML→暗号化･パスワード閲覧

・Webサーバーへアップロード
・メールアドレスへ自動配信

・PDF→パスワードを入力、閲覧
・ユーザーID･パスワードを入力
→Webサイトから閲覧(PC、携帯)

①

②

③

④

【処理の流れ】

ローカルプリンタ出力
パスワード入力→明細PDFファイルを閲覧

パスワード入力→明細PDFまたはHTMを閲覧

社員がWeb、メール閲覧

①

②

メール
サーバー

WEBサーバー(レンタルまたは自社) ④ 明細印刷機能

環境設定、
配信先マスタ
･配信先コード
・配信先名
･メールアドレス
･パスワード等

帳票デザイン
ファイル

PDFファイル作成
・暗号化処理

③

【システム概要】

Web閲覧機能

PCまたはスマホ､携帯で
Webサイトへアクセス
(ログインID､
パスワードを入力)

CSV形式
TAB形式

各種データ給与システム

⑤

Web
サーバー
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→社員の閲覧イメージ Web閲覧画面サンプル

１．Ｗｅｂ上の配信マスターをダウンロード更新
２．現在の給与システムからＣＳＶデータを出力(一人一行)
３．専用アプリケーションでＣＳＶ取り込みＰＤＦ、ＨＴＭＬ作成
４．Ｗｅｂへアップロード

☞給与明細書Web閲覧クラウドサービス 運用手順

※ 同じ社員で月に複数回の支給にも対応しています。15日と25日払い等
※ スマホの場合、同意画面で閲覧方法PDFかHTMLを選択できます。

後から変更もできます。
※ 携帯・スマホで回線スピードが遅い機種は閲覧できない場合があります。
※ ＰＤＦを閲覧するにはアクロバットリーダーが必要です。

他社製リーダーでは正しく閲覧できません。
※ ログインを3回間違えるとIDを無効にします。(※初期値は3回 変更可)
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電子化同意画面
※初回のみ



☞スマホ画面のイメージ
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アンドロイドの一部 新機種で数字の文字
化け、表示エラーが発生しております。
・AdobeAcrobatReader以外のPDFリーダーは
使用しないでください。
・表示エラーの場合はChromeブラウザを

使用してください。

ファイルが見当たらなくなった場合､
上からスライドすると実行中のファ
イル情報が表示されます。



戻る

☞携帯画面のイメージ
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スマホでも上記HTML画面で閲覧可能です。
スマホにAdobeAcrobatReaderをいインストールしたくない、
または方法がわからない方向けです。
※一部旧機種にて表示できない場合があります。

（ドコモ、au）



・Ｗｅｂから携帯やＰＣから給与・賞与・源泉などが閲覧できます。
（ＰＣはパスワード付ＰＤＦ、携帯・スマートフォンからはＰＤＦとＨＴＭ形式の２種類)
※スマートフォンは携帯扱いになります。

・一人当たりの月額費用は20円！！(共用サーバー利用時です。専用サーバーのご指定の場合は50円)
・ＨＴＴＰＳでのＳＳＬ接続ができます。

（携帯メーカー機種によっては警告メッセージが出る場合がありますが問題ありません。）
・HTTP(80)でファイル転送アップロードとなります。(セキュリティソフトでのブロックは解除してください。)
・Ｗｅｂセキュリティ対策も万全です。

主にハッカー集団が行っているサイト攻撃４種類については対応しています。
1.ディレクトリトラバーサル（相対パス記法を悪用したインジェクション攻撃の一種）
2.クロスサイトスクリプティング（XSS）
3.SQLインジェクション
4.リモートファイルインクルード（RFI）

・レンタルサーバー内のファイルはすべて暗号化されています。
・PDFファイルやマスターファイルは直接アクセスできません。
・社員はパスワードの変更やメールアドレスの登録ができます。

(安否確認用メールとしてもご活用いただけます。)

☞Web閲覧その他の特徴

パスワード変更､携帯フラグ画面メールアドレス変更画面
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☞Web閲覧の特徴 閲覧の予約処理

閲覧予約処理は
指定時刻にボタンの表示ができます。
事前にアップロードができます。

ご注意 アップロードが公開日より離れていますと、ＰＤＦパスワードが更新されることがあり
ますので「パスワード変更は２０日まで」と告知する必要があります。
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上記、内容・仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。システム運用につきましてのシステム障害におきまして
は万全を期しておりますが何らかの予期せぬ現象による不具合による損害による補償は一切負いかねます。

☞給与明細書Web閲覧クラウドサービス 特徴1

■特徴
１．パスワード遡及機能

過去のパスワードを遡って更新できるのはOLIVE365だけ。

２．リマインダー機能
パスワードを忘れた社員にメールでお知らせしますので人事への問い合わせが激減します。

３．電子同意機能
電子交付の同意書を同意ボタンを押すことで完結できます。同意・非同意は管理者が把握できます。

４．閲覧予約機能
アップロードした給与明細を指定日に予約できます。当日に担当者が休日でも自動公開されます。

５．パスワード制限機能
パスワードの桁数指定、パスワードの変更期間設定ができます。

６．メール配信機能
PC、スマホ・携帯へメール配信も可能です。（受信拒否設定は解除していただきます。）

７．帳票設計機能
給与明細のデザインを設計変更ができます。従来通りのイメージに設計したり会社ロゴも追加できます。
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■特徴
１．給与システムCSV連携機能

ほとんどの給与システムとCSV連携ができます。オービック7、給くん、GrowOne、COMPANY、

スーパーストリーム、PCA、給与奉行、給与大臣、ミロク情報サービス、GENERALIST、GLOVIA等

２．案内・檄文PDF結合機能
給与明細PDFの2ページ目に別途用意した檄文PDFや案内PDFを結合できます。

３．個別コメント表示機能
社員毎の個別コメントを帳票上に追加できます。

４．累計金額計算機能
同一フォルダ内に同一フォーマットのＣＳＶがあれば年間累計金額を帳票上に表示できます。

５．９種類の帳票に対応
給与・賞与・源泉含め月次帳票５種類、年次帳票４種類をアップロードできます。
給与奉行の源泉徴収票も可能。

６．お知らせメール機能
アップロードしたことをお知らせメールを配信できます。自社のＳＭＴＰサーバーからの配信は無料
Ｗｅｂメールから指定時刻でのメール配信は別途初期費用７万円（(税別）

７．月２回以上の複数回閲覧機能
派遣・アルバイトの方向けとして月2回以上の支給にも対応できます。10日払いと25日払い。

☞給与明細書Web閲覧クラウドサービス 特徴2
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上記、内容・仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
システム運用につきましてのシステム障害におきましては万全を期しておりますが何らかの予期せぬ現象による不具合による損害による補償は一切負いかねます。

☞給与明細書Web閲覧クラウドサービス その他
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●インストールについて
インストールはリモートソフトTeamViewerで行います。
訪問インストールの場合、別途見積いたします。

●解約について
お客様ご指定の解約月の月末でサイトをクローズします。
事前にお知らせください。
なお、データアップロードせず保存目的でそのまま閲覧のみご利用の場合は、
過去の一定期間の通常請求金額相当の80%の金額を閲覧終了希望月まで毎月請求させていただきます。
費用は解約のご連絡を頂いた際に別途ご案内いたします。

●閲覧期限
過去3年分を閲覧できます。

●セキュリティ
閲覧ファイルはパスワード付のPDFファイル(128bitRC4や256bit AES)となります。
レンタルサーバー内データはすべて暗号化され保護されています。

●その他機能
CSVデータからPDF作成されますので給与システムを選びません。

日時単位でアクセス制限ができます。(夜間や連休などアクセス制限が可能)
管理者専用画面があります。

大9帳票まで対応できます。
ユーザーによる帳票作成修正が可能です。他社はデザイン固定がほとんど。(当社が代行作成する場合は8,000円から30,000円にて承ります。)
共用SSLを利用します。
端末移設再インストール費用は30,000円です。

●備考及び制限事項
ご注文後、約10日から14日で運用開始ができます。
人数は50名以上から承ります。100名以下は定額2,000円/月となります。
(50名以下の場合はさらに安価な別製品のメール配信システムをお勧めします。)
2,000名まで1サーバーとさせていただきますが、2,000名を超える場合は負荷分散のためサーバーを追加しアクセスするurlが変わる場合があります。

●有償オプション
独立サーバー、独自ドメイン、独自SSLをご希望の方は別途ご相談ください。
閲覧期間を過去5年にできます。
高速処理用としてデータ保存先ドライブにSSDを貸出または3万円でご提供します。



☞給与明細書Web閲覧クラウドサービス 基本価格（税別）
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(さくらインターネットレンタルサーバーを利用します。)
(お支払い方法: 毎月月末締め翌末現金振込み 。一括前払いも可能です。(1年単位

で精算します。) 後払いはできません。)
(オプション お知らせメール用のWebメール機能は別途７万円かかります。自社のＳ

ＭＴＰサーバーを利用する場合は無料)

・利用料金(税別) 1,000名以下の会社の場合

・価格シミュレーション(一人当たり20円の場合)

1.初期費用 50,000円/1社1PC 基本ライセンス

2.利用料金 1通 20円(共用サーバ 各社のURLは異なります。)
※共用サーバの場合､100名以下の月額費用は定額2,000円となります。

1通 50円(専用サーバ 一社占有です。)
※専用サーバの場合､400名以下の月額費用は定額20,000円となります。

子会社・予備PCがある場合 追加ライセンス 30,000円/1社
※追加PCの場合は外部HDDまたは共有ドライブが必要です。(作業費用50,000円)

分散処理の場合はサーバー費用 50,000円/1台
例：10,000名の場合、4台で200,000円

給与賞与源泉の３種類の帳票作成費用は無料(基本ライセンス分)
子会社分・アルバイト・役員向け追加費用 8,000円
新規帳票は30,000円/1帳票

給与明細 20円 × 12回 ＝ 240円

賞与明細 20円 × 2回 ＝ 40円

源泉徴収票 20円 × 1回 ＝ 20円

年間合計 300円

・端末移設再インストール費用：30,000円
・首都圏以外は別途、交通費旅費が別途かかります。
・さくらインターネットレンタルサーバーを利用します。
・お支払い方法:毎月月末締め翌末現金振込み 。一括前払いも可能です。（1年単位で精算します。） 後払いはできません。
・オプション：お知らせメール用のWebメール機能は別途70,000円です。自社のSMTPサーバーを利用する場合は無料



☞ 価格一覧 共用サーバ

月額利用料金(一人分一回当たり) 共用サーバ

1名 ～ 100名以下 定額 2,000円

101名 ～ 1,000名 20円

1,001名 ～ 2,000名 18円

2,001名 ～ 3,000名 16円

3,001名 ～ 4,000名 14円

4,001名 ～ 5,000名 13円

5,001名 ～ 10,000名 12円

10,001名 ～ 30,000名 11円

30,001名 ～ 60,000名 10円
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☞ 価格一覧 専用サーバの場合

・初期費用 100,000円 マネージドサーバ構築費用として

・月額利用料金(一人分一回当たり) 専用サーバ
1名 ～ 400名以下 定額 20,000円

401名 ～ 1,000名 50円

1,001名 ～ 2,000名 45円

2,001名 ～ 3,000名 40円

3,001名 ～ 4,000名 35円

4,001名 ～ 5,000名 30円

5,001名 ～ 10,000名 25円

10,001名 ～ 30,000名 20円

30,001名 ～ 60,000名 15円
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☞他社比較
＜価格＞

・アップロードした回数のみ請求となります。登録された社員ID数ではありません。
例えば給与は年１２回で２４０円、源泉徴収票は年1回ですので２０円のみです。
同じ月に同じファイルを何回アップロードしても課金は一回分のみです。（計算が間違っていた場合など）

・ポリュームディスカウントもあります。

＜ＣＳＶ＞
・他社サービスの場合、給与金額の入った生データのＣＳＶファイルをアップロードしますが

当社の仕組みは、ＰＣ上で暗号化したＰＤＦやＨＴＭＬファイルを作成しアップロードします。（アップロード時間がかかります。）

＜明細デザイン設計が自由自在＞
・金額が0円の場合は、項目名や金額についても空白にできます。
・デザイン上で項目間計算ができます。 例 複数の控除項目を合計して、その他控除にまとめることができます。
・複数の人事帳票に対応 給与、賞与はもちろん賃金通知書、資格等級通知書、扶養控除や保険料控除などの複雑な

帳票に対応可能。他社では扶養控除や保険料控除など細かい帳票に対応できる製品はありません。
(給与パッケージにより源泉用CSV出力できない場合がありますのでご注意ください。源泉徴収票PDFオーバーレイ印刷シ

ステムOPを推奨します。)
・入力ができるＰＤＦフォーマットに対応できます。

＜ＰＤＦ作成が高速かつ安全＞
・３万人分のＰＤＦファイルを３０分で作成可能。(corei7 1.8Ghz 4GB)
・ＰＤＦの暗号を選択可能 40bit RC4 128bitRC4 128bitAES  256bitAES( 強暗号)
・過去PDFパスワード変更機能

パスワード変更後翌月分から過去のＰＤＦファイルすべてに対し遡って変更ができます。
(他社でできるシステムはありません。)

・ＰＤＦグルーピング機能
工場責任者が所属コード毎に閲覧できそのまま印刷して社員に配布も可能です。

＜当社はＰＤＦを使用＞
・ＰＤＦファイルの改ざんはできません。共有端末でキャッシュに保存されても他の社員は閲覧できません。
・他社製のWeb版HTML形式の場合、ブラウザのキャッシュに残りますので共有端末で閲覧される恐れがあります。

また、ブラウザで表示後、右クリック－編集して再表示しますとメモ帳で改ざんできる可能性があります。
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☞制約事項１

＜閲覧機種について＞
・PC・スマホについてはPDFファイルで閲覧できますが、必ずアクロバットリーダーをインストールしてください。

携帯ではWebアクセスができる携帯で閲覧してください。一部PHS等ではWebアクセスができない機種もあります。
・マック機、Google等で閲覧する場合、標準ドキュメントビューワーでは文字化けすることがあります。

アクロバットリーダーをインストールして切替えて閲覧してください。
・スマホ標準搭載のドキュメントビューワーではパスワード付PDFを開けない場合がありますので必ずアクロバットリーダー

をインストールして閲覧してください。

＜パスワードについて＞
・パスワード変更時、初期設定された指定桁数より少ない場合は変更できません。(人事担当者様に確認願います。)
・パスワードは英数半角大文字小文字を入力してください。一部記号はパスワードにできません。

使用不可の記号は “ & < > , ¥ / : * ? | #などの記号及び半角スペース
・パスワードがない場合、ガラケー用HTMLができない場合があります。

＜過去分について＞
・過去３年分が閲覧できます。オプションで増やすことができます。

＜漢字氏名について＞
・常用漢字以外では文字化けする場合がありますので事前に確認願います。

ハシゴ髙、埼など表示できない場合は代替え文字で対応願います。
PDF内に外字を表示させる場合は別途費用がかかります。

＜メール配信について＞
・携帯メールアドレスで．．の連続、記号、先頭にハイフンなど利用できないアドレスがありますので変更をお願いします。

＜アクセスするURLについて＞
・指定はできませんので、ご了承ください。サブフォルダは指定できます。 /payroll_～/

＜転送プロトコル＞
・ＨＴＴＰ転送しますので８０ポートは空けてください。ウイルス検索ソフト等によるファイル転送ブロックは解除してください。
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☞制約事項２

＜アンドロイドスマホでＰＤＦを閲覧する場合＞
スマホアンドロイド５．０以上ではベースとなるシステムフォントが変更されているため、アクロバットリーダーでＰＤＦを開くと数
字の文字化けがあったり空白になるケースがありますのでご注意ください。

(2016年9月時点でアクロバットリーダー17.0ではこの文字化け現象は解消されています。)

・ソニー製Xperiaアンドロイド5.0以上でPDFが文字や数字が空白になるケースが見受けられます。

・ＧｏｏｇｌｅＰＤＦＶｉｅｗｅｒとアンドロイドスマホに同梱されているＰＤＦＶｉｅｗｅｒについては文字化けが解消されていません。
ベースフォントの置換処理ができていないバグのためです。

・アンドロイド６．０にアップデートした場合、アクロバットリーダー１６．３をインストールしても ［規定で開く］ の対応リンクを
開くが 「このアプリでは開かない。」 になっている場合があります。
「このアプリで開く」 か 「その都度確認」 を選択してください。

・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＥｄｇｅでＰＤＦを開いた場合も数値が文字化けする場合がありますのでAdobeAcrobatReaderをインストール
してください。

・ＰＣ、スマホは 新のAdobeAcrobatReaderをインストールして閲覧してください。

・ＩＥ１０以下の場合、HTTPSでのアクセスできません。IE11にするかGoogle Chromeでアクセスしてください。

・ヤフーブラウザではＰＤＦダウンロードに失敗するため閲覧できません。
GoogleChromeかfirefoxをインストールして閲覧してください。

・アンドロイドスマホは5.0以降で閲覧してください。

・古い携帯電話ではアクセスできないことがあります。
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☞申し込み方法
１．メールまたは電話でお問い合わせいただきます。

URL→https://www.olive.co.jp/contact/

または ０１１－２４１－４８８６

２．ＰＣ、携帯スマホで利用有無や配信人数と帳票数をお聞きして御見積書・注文書を送付致します。

同時に同意書も送付いたします。

３．注文書をいただいてから、売買契約・機密保持覚書を締結し１０日前後でＷｅｂサイト作成致します。

４．現在お使いの給与システムから出力した給与明細ＣＳＶとご希望デザインをおおくりいただき

帳票作成10日前後で作成します。

５．専用アプリケーション送付します。当社にてインストール、運用操作説明。

（首都圏以外は別途交通費がかかります。）

専用アプリケーションの動作環境

ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ１０

ＣＰＵ ｃｏｒｅｉ５ ３Ｇｈｚ以上

ＨＤＤ インストール用として５ＧＢ データ領域容量１０００名の場合 約１ＧＢ以上

参考値 １人あたりのＰＤＦファイルサイズ３０ＫＢ×１２ヶ月×２年分＝約１ＭＢ

※１２ヶ月に賞与明細２回､源泉徴収票１回含む

メモリ ４ＧＢ以上

インターネットへの接続環境

さくらインターネットへアップロードはＨＴＴＰ転送です。

仮想ＰＣには対応しておりません。
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導入チェックシート

1.契約関係
・売買契約書
・機密保持覚え書き
・反社会的勢力の排除の覚え書き

2.準備いただくもの
・社員向け案内文(サンプル有)
・同意書(Web画面に表示・サンプル有)
・社員マスター(社員コード,社員名、初期パスワード（ 生年月日西暦8桁推奨）
・給与・賞与CSVサンプル、帳票イメージサンプル

3.設定事項
・サブアドレス (  https://www.～.sakura.ne.jp/payroll_～/)    → /                      /
・帳票種類 給与、賞与、源泉、特別支給、賃金改定通知、社会保険改定通知

扶養控除申告書、保険料控除申告書、通勤費明細 ______帳票
・ログイン試行回数（初期値10回） ______回
・パスワード変更日数(初期値90日) ______日
・パスワード 低桁数(初期値4桁以下) ______桁
・対応端末 PC、スマホ、携帯
・お知らせメールの有・無

4.社員への操作マニュアルの配布 ___月___日

5.インストール、操作説明日時 ___月___日

6.本稼働日 ___月___日 給与配信日 毎月____日



☞会社概要

商号 オリーブ情報処理サービス株式会社

本社
〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目5-4 58山京ビル3F
TEL：011-241-4886 FAX:011-241-4879

東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL:03-5537-5258

E-mail inquiry@olive.co.jp

URL https://www.olive.co.jp

設立 １９８３年（昭和５８年）

資本金 4５００万円

業務内容

１.インターネットを利用したイントラネット、BtoB、BtoCを構築します。

２．コンピューター化が難しいとされる分野の開発です。

コンピューター化に取り残されて、未だ手作業で処理している分野です。

既存システムはそのままにして、そのシステムのデータを取り出し、

柔軟性のある当社パソコンシステムで処理します。

オフコンからオフコンへデータをCSV形式でやり取りできます。

開発、販売

している

システム

・ホテル向け 購買管理システム
全国のホテル旅館へ導入 稚内から石垣島まで

・PDF/FAX-Email自動配信システム／WEB閲覧システム
人事、購買、経理向け、給与明細、支払通知、見積書、注文書、納品書、

請求書、売上速報 など

会社地図
地下鉄南北線 大通駅下車、１番出口より徒歩５分

大通公園

西６丁目 西５丁目 西４丁目

北 大 通

南 大 通

電車通り

OLIVE

58山京ビル

１番出口

S
昭和ビル
(地下鉄大通駅１番出口)

ホテルオークラ

東急ハンズ

北洋銀行
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