2020(令和2)年11月24日時点

【御社名】

【ソフトウェアの名称】

【リリース時期】

【対象手続】

【対象手続の追加予定】

【ソフトウェアにかかる照会先】

備考１

備考２

大手企業・法人向け統合人事システムとして1100以上の法人グ
ループにご利用いただいています。

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
1 株式会社Works Human Intelligence

COMPANY

2020年11月2日

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

https://www.works-hi.co.jp/products

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

電子証明書による認証方式に対応した電子申請を行うことが可
能です。
詳細はこちらのプレスリリースをご確認ください。
https://www.works-hi.co.jp/news/20201102

給与奉行クラウド
2 株式会社オービックビジネスコンサルタント

奉行Edge 労務管理電子化クラウド
給与奉行ｉシリーズ
給与奉行V ERP

3 株式会社エムケイシステム

社労夢（英字表記

弊社製品ご利用ユーザーには下記案内をしています。

義務化３届
2020年11月20日

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

それ以外

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

https://www.obcnet.jp/?module=MyPage&action=OmssCont
あり
11月以降予定

https://www.obc.co.jp/new

11月20日

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

あり

（Kenpo Basic/Kenpo Plus）

弊社では、人事給与システムでなく、社会保険の電子申請に特

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

化したクラウドサービスを提供しております。

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

CSVを連携することで様々な人事給与システムとの連携を可能

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

4 株式会社ユー・エス・イー

※健康保険組合への申請には、
オプションのKenpo Basic/Kenpo Plus

としており、多くの企業様へ容易に導入いただける仕組みと

（Kenpo Plus）

Charlotte

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
2020年11月22日

○健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届
○健康保険被扶養者（異動）届

をご利用いただけます。

電話
なし

ご要望があれば検討します メールアドレス
charlotte.marketing@use-ebisu.co.jp

国が推進する電子申請の義務化に関して前向きにご協力したい

○育児休業等取得者申出書（新規・延長）/終了届

と考えております。

○育児休業等終了時報酬月額変更届

5 ソリマチ株式会社

給料王２１

る電子申請／電子申告について
は、サービスパックにて来年４
月頃と６月頃に提供予定

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

https://www.sorimachi.co.jp/about/information.php

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

義務化3手続に関しましては、通常のサービスとは別に、
公表しておりまして、

○産前産後休業終了時報酬月額変更届

○健康保険被扶養者（異動）届

また、補足としまして、
『全ての義務化対象企業様へ無償でご利用頂ける』という形で

○産前産後休業取得者申出書/変更（終了）届

※但し、マイナポータルAPIによ

なっております。

03-5475-8661

○健康保険・厚生年金保険新規適用届

11月下旬頃（給料王２１）

https://www.obcnet.jp/?module=MyPage&action=OmssCont
entsDetail&OmssContentsID=17835

11月以降予定

Shalom）

entsDetail&OmssContentsID=17838

〒141-0022
なし

東京都品川区東五反田3-18-6 ソリマチ第8ビル
TEL.03-5475-5301

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

FAX.03-3446-0252

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

受託中心のシステム開発会社です。
6 株式会社アイメック

2021年1月25日

なし

辻

まずは自社内で使用することを目的として開発を考えていま
す。

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
7 株式会社日本シャルフ

社労法務システム（シャロット）
オプションシステム（Robo-ZERO）

2021年1月31日

○健康保険被扶養者（異動）届
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

050-6864-6609
あり

sales@shalf.jp
サポートデスク

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
8 株式会社システムコア

電子申請手続きシステム

2021年1月頃

○健康保険・厚生年金保険報酬月額変更届

あり

info@system110.com

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
9 応研株式会社

給与大臣NX Ver3

2021年1月中

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

お客様ご相談窓口：0120-991-751
なし

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

営業窓口：03-3299-0789（営業部）
広報窓口：092-715-2789（広報室）

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

10 株式会社ASJ

ez-Gov

2021年1月中

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

利用中の人事給与システムからCSVファイルの出力して申請出

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

来るため、人事給与システムはそのままで電子申請を導入でき

○健康保険被扶養者（異動）届

る

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
○健康保険・厚生年金保険新規適用届

なし

048-259-5111

プレスリリース記事に関しましては、下記が
URLになります。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025
.000004207.html
参考：https://www.useebisu.co.jp/corporate_service/solution/column
s/charlottekenpo/index.html

2020(令和2)年11月24日時点

【御社名】

11 スーパーストリーム株式会社

【ソフトウェアの名称】

SuperStream-NX

【リリース時期】

2021年4月中

【対象手続】

【対象手続の追加予定】

【ソフトウェアにかかる照会先】

備考１

備考２

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

SuperStream-NX 人事給与ソリューションは、スキル情報をも

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

とに従業員の今の姿と(As Is)とあるべき姿(To Be)を明らかに

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

するだけでなく、セルフサービス化によって従業員を人事業務

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

あり

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

スーパーストリーム株式会社

へ参加させ、自立型社員の育成が可能な仕組みを提供します。

https://www.superstream.co.jp/inquiry

グループ全体の人事情報を一元管理することでリソースの再配
置を柔軟に行うことができ、経営戦略によるグループ全体のダ
イナミックな人事刷新を支援します。

○健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

当社は、厚生労働大臣指定

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

／確定給付企業年金業務委託法人

○健康保険被扶養者（異動）届

33号です。

○健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

企業年金と事業所間を電子申請APIでの連携を提供予定です。

○健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

その延長で、健保組合と事業所との連携も提供します。

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
12 株式会社セキュリティ情報研究所

2021年5月以降

○健康保険・厚生年金保険新規適用届

あり

年金業務受託機関

厚生年金基金

厚生労働省政令指定法人第

03-5291-1471
年金営業部

○産前産後休業終了時報酬月額変更届
○産前産後休業取得者申出書／変更（終了）届
○育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届
○育児休業等終了時報酬月額変更届
○介護保険適用除外等該当・非該当届
eG-ConnectorはSAP人事システムをご利用のお客様に対し、
SAP人事システムと電子申請システムをシームレスに繋げる
SaaS型ソリューションです。
SAP人事システム(SAP ERP HCM / SuccessFactors Employee
Central Payroll)とe-Gov電子申請システムを連携するソリュー
ションとして2018年12月に
13 株式会社DTS

eG-Connector

2021年5月以降

eg-connector@dts.co.jp

リリースしました。eG-Connectorを利用すると一連の電子申
請作業がSAP人事システム内で完結します。
マイナポータル経由での健康保険手続きサービス開始に伴い、
eG-Connectorでもマイナポータル経由で健康保険手続きが可
能になるよう対応を進めてます。

○健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
14 オーガスタラボ株式会社

2021年5月以降

○健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

なし

052-485-8933（担当：竹迫）

○健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
○健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
15 松本商工会議所 情報事業部

MCCI給与計算Cloud

○健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

なし

○健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届

0263-32-5576
info@mcci.or.jp
労務管理のパッケージソフト（汎用既成製品）として、日本で
初めて開発企業の異なる複数の人事・給与計算システムとデー
タ連携して社会保険、労働保険の申請書を作成することを専門
としたシステムであり、初めての企業向けの製品として発売か
ら32年の実績があります。
平成15年11月からの厚生労働省の電子申請には日本で最初に対
応し、情報化月間推進会議（経済産業省、内閣府、総務省、財

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

務省、文部科学省、国土交通省）より電子申請機能による社会

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
16 株式会社パシフィックシステム

PSD労働社会保険およびPSD社会保険労
務士

保険、労働保険の企業業務の効率化に対して、平成20年度の情

○健康保険被扶養者（異動）届
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

報化促進貢献情報処理システム表彰を受賞しています。

あり

大きな特徴であるデータ連携では、技術・販売提携しているシ

○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

ステムは、OBC給与奉行、PCA給与、給与大臣、弥生給与、ミ

○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

ロク情報の給与システム、日立ソリューション西日本のHi-

○健康保険・厚生年金保険新規適用届

PerBT、アマノTime-PRO、ソリマチ給料王、EPSON給与応
援、ニッセイコムGrowOneなど。
またこれら以外の給与システムとは、汎用データ（CSV）で連
携・運用していただいています。また製品は企業向け、社会保
険労務士向けの2種類があります。

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
17 株式会社CSS－consultin

社内申請支援システムHybRid

○健康保険被扶養者（異動）届
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

18 株式会社電通国際情報サービス

開発検討中

19 社会保険労務士・中小企業診断士事務所ヴァイタルサポート

検討中

※ この情報は、厚生労働省保険局保険課が企業に対して情報提供を求めた結果のとりまとめとなっております。記載された情報は企業から提供された情報をそのままお示ししています。
※ この情報は、新しい情報が入手され次第、適宜アップされます。

株式会社CSS-consulting
あり

06-6396-8380
hybrid@css-c.co.jp

