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社労士 企業

社労士契約～企業登録（ライセンス割当）までのフロー

①DirectHR導入(契約)のお問い合わせ

⑥顧問先企業へ企業アカウント登録の依頼 ⑦トライアル申し込み（メール送信）

②担当営業より導入のヒアリング
（ライセンス数、契約社労士アカウント等）

⑧企業アカウント登録(メールのURLにアクセス)

⑨契約社労士アカウントを招待(メール送信)⑩社労士アカウント登録

⑪社労士アカウント登録の連絡 ⑫ライセンス付与

⑬企業アカウントへライセンス割当 ⑭従業員の登録（2ページ目へ）

業務の流れ DirectHRの流れ

③契約書送付④契約書返信

⑤契約完了



企業 従業員

従業員登録～招待までのフロー

⑲リンクの URL にアクセスしパスワードを登録しログイン

⑮従業員の登録（画面入力・CSV登録）

⑯ID、QRコードの発行 「ID」or「QR」アカウントの場合

⑱招待メール送信
メールアカウントへの連絡

⑱ID票を従業員へ配布

「QR」アカウント従業員への連絡
⑱QR票を従業員へ配布

「ID」アカウント従業員への連絡

⑰従業員への連絡

⑳入社情報を登録

㉑通知バッジで登録通知確認

管理者へ通知

業務の流れ DirectHRの流れ

ID発行の場合はこちら

QRコード発行の場合はこちら

メールアドレスが登録済みの従業員への招待はこちら

⑲発行されたID票のURLにアクセスしパスワードを登録しログイン

⑲発行されたQRコードを読込

QRコードによるメールアドレスの登録を行った方はこちら
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STEP2

❶サブドメイン入力
❷会社名入力
❸メールアドレス(ID）を入力
❹パスワードを入力（任意）
利用規約に同意チエック ⇒申込

（注意）
こちらの画面は企業で（管理者）
1つのID発行画面ですので
複数作成はしないでください。

管理者アカウントIDを作成をする（企業に一つ）

❶

企業側・初期手順

STEP1 ダイレクトＨＲにアクセスしよう

❺上記設定頂いたメールアドレス
に招待メールが送信されます。

（注意）発信されたメール内の有
効期間は20分となっています。

https://subscription.directhr.app/

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://subscription.directhr.app/
https://directhr.jp/directhr-manual/manual_SR_Startup.pdf
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STEP3

❻メール内 URLを クリックします。

招待メールを受け取り、ログインを行う

企業側・初期手順

❼ログインページボタンをクリック

★https://login.directhr.app/

❽ＩＤ・パスワード入力の上
ログイン

（注） ＩＤ・パスワードは
3ページ目で作られた
ＩＤ・パスワードです

5

STEP4

❾始めてログインされる方以下情報入
力

【漢字氏名】…［管理者の氏名］
【カナ氏名】…［管理者のカナ氏名］
【生年月日】…［例］1970/06/14
【従業員コード表記方法】
[有効数字のみ] … ゼロ埋めせずに、

入力したコードで登録されます
[前ゼロ付き] …最大桁数に合わせて

前ゼロで埋めます
【社員番号】…［例］000001

情報を入力する

❶

企業側・初期手順

❿次に会社情報入力

【会社名カナ】…［会社名カナ］
【郵便番号】…［例 100-0001］必
須
【住所１】…上記郵便番号で自動入力
【住所２】…手入力
【電話番号】… ［例］ 03-9999-999
【問合メール】… 上記idメールと同じ
でも構いません

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_SR_Startup.pdf
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STEP5 社労士事務所に招待メールを送る

企業側・初期手順

（注）必ず 下記画面に来ましたら最初に下記招待お願いします。

❶では 社労士事務所に招待メール
を送りましょう。画面右上の
▼を押しましょう。

❷共通設定を押しましょう。

❸次画面で画面左上の
チーム共通設定▼を押しましょう。
❹社労士アカウント管理を押しま
しょう。

❺社労士を招待するを押しましょ
う

❻社労士事務所名
社労士事務所より案内を受けた

（1ページ目）メールアドレスを入
力
❼招待

ここまでが 初期設定となります。 7

STEP1

❶企業より招待メールを受け取る

企業より招待メールを受け取
る

社労士側・招待受取

❷ＵＲＬをクリック

パスワード入力（任意）
注）同じid/パスワード
で複数企業管理したい場
合はパスワードも同じに
してください。

登録で終了

ログイン頂きま
すと。登録され
た企業一覧が表
示されます。

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_SR_Startup.pdf
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STEP1

❶企業より招待メールを受け取る

企業より招待メールを受け取る

社労士側・招待受取

❷ＵＲＬをクリック

パスワード入力（任意）
注）同じid/パスワード
で複数企業管理したい場
合はパスワードも同じに
してください。

登録で終了

ログイン頂きま
すと。登録され
た企業一覧が表
示されます。

7

STEP1

❶社労士権限でログイン（上記企業設
定頂いたメールアドレス）

企業毎にライセンス割り当てを行う

社労士側・企業利用ライセンス設定

❷設定したい企業を選択

❸選択した企業画面にログイ
ン

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_SR_Startup.pdf
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STEP1 企業毎にライセンス割り当てを行う

社労士側・企業利用ライセンス設定

❷設定したい企業を選択

❸選択した企業画面にログイ
ン

❶社労士権限でログイン（上記企業設
定頂いたメールアドレス）

9

STEP2

❹ 画面右上▼共通設定を押しましょう

企業毎にライセンス割り当てを行う

社労士側・企業利用ライセンス設定

❺画面左上 を押しライセンス割り当てをましょう

❻ライセンス割り当て
10

STEP3 企業毎に割り当てたライセンスを戻す場合

社労士側・企業利用ライセンス設定

❶ライセンス戻し
[ライセンス戻し]欄に企業毎に契約
アカ
ウントへ戻すライセンス数を入力し
[ライセンス戻し]ボタン
を押す事でライセンスの戻し作業を
行う事
ができます。

※ライセンス戻し欄に入力できる数値は付与済と未使用数の内、
小さい方の値となります。
※ライセンス戻しを行った結果付与済ライセンスが0になる場合、
正式契約→トライアル扱いとなります。ご注意ください。
※トライアルの場合、年末調整、電子申請はご利用になれません。

[新規割り当て]欄に企業毎に付与する
ライセンス数を入力し[割り当て]ボタン
を押す事でライセンス割り当てを行う事
ができます。

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_SR_Startup.pdf


管理者側・従業員新規登録手順 1-1

STEP1

❶ 画面右上の従業員管理をクリック
します。

❷ 新規登録する（手入力）をクリッ
クします。

❷

2

メニューを選ぶ

従業員の新規登録をする。必須項目のみ入力し登録する手順説明。

❶

STEP2

3

❷

❶ 従業員情報の必須項目を入力します。

❷ 登録ボタンをクリックします。

必要項目を入力する

管理者側・従業員新規登録手順 1-2

❶

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_Kanrisya_Setup.pdf


管理者(3)ID・パスワード発行

4

IDでのログイン対象者に初回ログイン用パスワードを発行します。
・従業員管理→パスワード発行

①従業員管理→パスワード発行
をクリックします。

②ID・パスワード発行画面が表
示されます。
②-1:ID・パスワード発行対象
者にチェックボックスが表示さ
れます。

②-2:対象者にチェックを入れ
[チェックした従業員のパス
ワードを発行する]ボタンを押
します。
※チェックした人数分1ファイ
ルのpdfが発行されます。

②-3:[発行する]ボタンを押す
と、ID・パスワード発行処理が
バックグラウンド処理にて実行
されます。

※一度発行した従業員のチェッ
クボックスは次回から非表示と
なります。
※従業員からパスワード再発行
の依頼があった場合、再度
チェックボックスが表示されま
す。

②-1

②-2

②-3

管理者(4)ID・パスワード発行

5

IDでのログイン対象者に初回ログイン用パスワードを発行します。
・従業員管理→パスワード発行

③バックグラウンド処理が完了
すると通知メガホンにお知らせ
が表示されます。

④通知履歴をクリックすると
バックグラウンド処理画面へ遷
移します。

⑤結果概要をクリックするとID
パスワード発行画面へ遷移しま
す。

⑥[Password記載ファイルのダ
ウンロード]ボタンを押すと、
発行したID・パスワードがpdf
でダウンロードできます。
※一度ダウンロードしたファイ
ルは削除されます。
※紛失などにより再度ID・パス
ワードが必要になった場合は、
改めて発行手順を実施して下さ
い。

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

次ページへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_IDlogin.pdf


従業員(5)IDでのログイン

6

管理者から配布されたID及び仮パスワードを専用のログイン画面から
入力し、DirectHRへログイン。

①配布されたID及びパスワード
を用いログインを行います。
※ログイン用URLは通常とは異
なります。
https://login.directhr.app/id

※セキュリティ対策として
reCAPTCHA を導入しておりま
す。「私はロボットではありま
せん」にチェックを入れます。

②reCAPTCHA による画像認証
が出た場合、画面の指示に従っ
て認証作業を行って下さい。

その後、ログインボタンを押し
てください。

従業員(6)IDでのログイン

7

管理者から配布されたID及び仮パスワードを専用のログイン画面から
入力し、DirectHRへログイン。

③初回ログイン時は必ずパス
ワードを変更する必要がありま
す。
・新しいパスワード
・確認用に再度入力
の2回入力を行い
[パスワードを変更]ボタンを押
してください。

④以上でパスワード変更が完了
しました。
新しいパスワードでログインを
行って下さい。

※ログイン用URLは通常とは異
なります。
https://login.directhr.app/id

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

前ページへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_IDlogin.pdf


管理者(3)QRコード発行

4

QRコードによるメールアドレス収集の対象者にQRコードを発行しま
す。

従業員管理→QRコード発行

①従業員管理→QRコード発行
をクリックします。

②QRコード発行画面が表示さ
れます。

②-1:QRコード発行対象者に
チェックボックスが表示されま
す。

②-2:対象者にチェックを入れ、
[チェックした従業員のQRコー
ドを発行する]ボタン
※チェックした人数分、1ファ
イルのpdfで発行されます。

②-3:[発行する]ボタンを押し
ます。QRコード発行処理が
バックグラウンド処理にて実行
されます。

②-1

②-2

②-3

管理者(4)QRコード発行

5

QRコードによるメールアドレス収集の対象者にQRコードを発行しま
す。

通知
もしくは
共通処理→チーム共通設定→バックグラウンド処理

③バックグラウンド処理が完了
すると通知メガホンにお知らせ
が表示されます。

④通知履歴をクリックすると、
バックグランド処理画面へ遷移
します。

⑤結果概要をクリックすると、
QRコード発行画面へ遷移しま
す。

⑥[QRコード記載ファイルのダ
ウンロード]ボタンを押すと、
発行したQRコードがpdfでダウ
ンロードできます。
※一度ダウンロードしたファイ
ルは削除されます。
※紛失などにより再度QRコー
ドが必要になった場合は、改め
てQRコード発行手順実施して
ください。

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_QRcode_Setup.pdf
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管理者側・Direct HR招待手続き手順 2-1

STEP1

❶ 新規登録終了後、画面右上の従業員管理をクリックします。

❷ DirectHR に招待をクリックします。

メニューを選ぶ

従業員の新規登録後、DirectHRへの招待の仕方

❶

❷

6

❶ 従業員リストの対象従業員にチェックを入れる

❷［チェックした従業員に招待メールを送るの］ボタンをクリックしメールを送
る

❸ 出てきたポップアップの送信ボタンを押し、メールを送信する

STEP2 対象の従業員にチェックを入れます

❶

❷

管理者側・Direct HR招待手続き手順 2-2

❸

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_Kanrisya_Setup.pdf


管理者(6)DirectHRへ招待

7

・従業員本人がQRコードを読み取りDirectHRへのメール送信が完了
すると、管理者メニューに通知が表示されます。

・メールアドレスを収集した従業員に対して、DirectHRへ招待処理を
行います。(通常と同じフロー)

①従業員本人からメールを受信
すると通知メガホンにお知らせ
が表示されます。

②メールアドレスを収集した従
業員に対して、DirectHRへ招
待処理を行います。(通常と同
じフロー)

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_QRcode_Setup.pdf


従業員側・従業員新規登録手順 1-1

STEP1

2

招待URLにアクセスする

❶ 企業管理者からDirectHRの招待メールが届く。
届いたメールのURLをクリックする。

❶

従業員情報を登録→提出→マイナンバーを登録する

※メールソフトによってはリンクアドレスに改行や署名等が含まれるケースがあるため、
その場合はURLだけを切り取りアクセスする。

STEP１：招待URLにアクセスする

STEP２：アカウントを作成す
る
STEP３：ログインする

STEP4：従業員情報を入力する

STEP5：従業員入力情報の確認する

STEP6：マイナンバーを登録せずに提出する

STEP7：マイナンバーを登録して提出する

STEP8：マイナンバーを登録する

3

STEP2

❶ URLをクリックすると、DirectHRアカウント作成ページに飛ぶので、
任意のパスワードを設定する。

❷登録ボタンをクリックする。

アカウントを作成をする（利用登録）

従業員側・従業員新規登録手順 1-2

❶

入力した文字がそのままパスワードになるため、半角・全角、記号等の誤入力に注意す
る。

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_Juugyouin_Setup.pdf


従業員(6)IDでのログイン

7

管理者から配布されたID及び仮パスワードを専用のログイン画面から
入力し、DirectHRへログイン。

③初回ログイン時は必ずパス
ワードを変更する必要がありま
す。
・新しいパスワード
・確認用に再度入力
の2回入力を行い
[パスワードを変更]ボタンを押
してください。

④以上でパスワード変更が完了
しました。
新しいパスワードでログインを
行って下さい。

※ログイン用URLは通常とは異
なります。
https://login.directhr.app/id

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_IDlogin.pdf


従業員(5)QRコード読込み

17

管理者から配布されたQRコードをスマートフォンなどで読込み、空
メールを送信する。
メール送信により、DirectHRへメールアドレスを収集する事ができる。

①配布されたQRコードをス
マートフォンなどで読み取り、
新規メール作成を行います。

②メーラーが起動したらそのま
ま送信を行います。
※宛先、本文は修正しないよう
にご注意ください

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_QRcode_Setup.pdf
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STEP4

❶ 従業員情報に情報を入力後 ボタンをクリックする。

【必須項目】… [お名前（漢字）]・[お名前（ヨミガナ）]・[性別]・ [生年月
日]・[郵便番号]・[住所１]・[続柄]・[配偶者の有無]

【入力項目】…［基本情報を入力］・［ビジネスネームを入力］・［住民票住所を
入力］・［緊急連絡先を入力］・［履歴書・職務経歴書を入力］・［通勤手当を入
力］・［給与振込口座を入力］・［雇用保険・社会保険を入力］・［配偶者情報を
入力］・［在留資格情報を入力］

従業員情報を入力します（本人の情報を入力してください）

❶

従業員側・従業員新規登録手順 1-4

6

STEP5

❶ 入力した情報確認し、確認後 ボタンをクリックす
る。

入力した情報を確認する

❶

従業員側・従業員新規登録手順 1-5

マイナンバー登録せずに提出するはP7へ

続けてマイナンバー登録して提出する場合はP8へ

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

次ページへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_Juugyouin_Setup.pdf


7

STEP6

❶ ［提出する］ボタンをクリックし、終了。

マイナンバー登録せずに従業員情報を提出する

従業員側・従業員新規登録手順 1-6

❶

8

STEP7

❶ マイナンバー利用目的通知を確認の上、
「マイナンバー利用目的について同意します(続けてマイナンバー登録を行
う)」
をチェックし［提出する］ボタンをクリックする。

従業員情報を提出に続けてマイナンバー登録を行う

従業員側・従業員新規登録手順 1-7

❶ フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

次ページへ

前ページへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_Juugyouin_Setup.pdf
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❶ 必須項目を入力し、スマートフォンで写真を撮り、画像をアップロードする。

❷ ［登録］ボタンをクリックする。

❸ DirectHRのロゴをクリックでTOP画面に戻る

STEP8 マイナンバーを登録する

マイナンバー登録手順 1-8

❷

❶

❸

フロー図に戻る

参照元マニュアルへ

前ページへ

https://directhr.jp/directhr-manual/manual_Juugyouin_Setup.pdf

