D's Shake hands

株式会社ラウンドワン

i-Compass WEB 給与明細

給与明細のWEB配信で
業務負荷とコストを大幅に削減
日本・米国でボウリングをはじめとする屋内型複合アミューズメント施設を運営する株式会社ラウン
ドワン。
１万人を超えるスタッフを擁する同社では、毎月の給与明細発行にかかる業務負荷軽減やコ
スト削減のため、
WEB給与明細システムを導入。
その効果やシステムの魅力について聞いた。

竹原次長
（左）
と弊社 山本
（右）

システム導入による効果
給与確認から各店舗への発送まで、
3名がかりで3営業日をかけて行って
いた業務が、
わずか１時間で完了。
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各種明細の WEB配信により、年間
800万円以上相当のコスト削減を実
現（ 用紙代 、印刷代 、発送費用 、人

各スタッフが必要なときに各種明細
書や支払調書を確認できるようにな
り、紛失時再発行の手間がゼロに。

入退職・異動の多い中 、
毎月１万枚を超える
給与明細発行が大きな負担に
ボウリング、アミューズメント
（ゲーム）、

題解決のために何とかできないか 』とい
う声 が 社 内 で上 がりはじ めたという。

機能と操作性、柔軟な対応が
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最終的に採用した
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明細に同封していた自社施設利用時の
「 従業員特別割引クーポン」の存在だ。

採用の決め手の一つは、標準機能が
充実していたことだ。

日本で 113 店舗、
米国で 10 店舗を展開
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そして最も大きかったのが「 細かな要
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コストと業務負荷の
大幅削減に成功
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DAiKO担当者の想い
企業 DATA

ご要望にお応えできるよう
柔軟な対応を心がけました
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競合が多いシステムですが、画

ボウリング、
アミューズメント、
カラオケを

面と操作性の良さを評価してい

はじめ、スポーツを中心とした時間制の

ただきました。また、
お客さまが

施設等 、
地域密着の屋内型複合アミュー

求められる機能を実現できるよ
う柔軟な対応を心がけた結果、
「 便利になった 」とのお声をい
ただき、
嬉しく思っています。
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