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1.iPad打刻について

iPadから打刻する方法について

AKASHIでは、各自のPCやスマートフォンから打刻を行うこと、
複数名が同一の端末で打刻を行なうことが可能です。

本マニュアルでは、共有のiPadにて打刻を行なうための設定をご案内しま
す。

■iPadによるカード打刻に必要な機器

・インターネット回線
・iPad Pro(G1)、 iPad Air(G2)、iPad mini(G4)(iOS 9)
・FeliCa対応ICカードリーダ・ライタ「PaSoRi」

対応機種[RC-S390][RC-S390/S]
※ [RC-S390/SW]はご利用いただけません。

■iPadによるカード打刻に必要なアプリケーション

・ AKASHI打刻アプリ for iPad
・パソリユーティリティ
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1.iPad打刻について

【ご注意点】

・打刻をするためのFeliCaカードの登録は事前に行ってください。
登録がされていないカードに関しては企業管理者に確認を行って
ください。

・インターネットに接続ができない、インストール中にエラーが発生
した等の場合には、AKASHIコンタクトセンターでは対応できません。
貴社情報システム管理担当者にご確認ください。

・iOSのバージョンが古い場合、正常に動作がしない場合があります。
打刻の設定前にソフトウェア・アップデートを行い、
iPadの環境を最新の状態にしてください。



2.セットアップ

（1）AKASHI打刻アプリ for iPadのインストール

①下記URL、またはApp storeより勤怠管理システム打刻アプリ
【AKASHI】を検索します。

https://itunes.apple.com/jp/app/勤怠管理システム打刻アプリ-
akashi/id1100571476?mt=8

◆App storeでの検索方法

①「App store」をタップ、
App storeを開きます。

②画面右上の検索窓に「AKASHI 打刻」
と入力し検索します。

③「勤怠管理システム打刻アプリ
【AKASHI】」が表示されます。

見つからない場合：
※部分が「iPhoneのみ」に
なっていると表示がされません。
「iPadのみ」に変更して、
再度ご確認ください。

※

4

Tap
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2.セットアップ

②「入手」⇒「インストール」の順にタップし、インストールを行い
ます。「AKASHI」のアイコンが追加されたらインストール完了です。

Tap Tap
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2.セットアップ

（2）パソリユーティリティのインストール

①下記URL、またはApp storeより「パソリユーティリティ」を検索
します。

https://itunes.apple.com/jp/app/pasoriyutiriti/id666240009?mt=8

Tap

①「App store」をタップ、
App storeを開きます。

②画面右上の検索窓に「パソリユーティリティ」
と入力し検索します。

③「パソリユーティリティ」が表
示されます。

見つからない場合：
※部分が「 iPadのみ」に
なっていると表示がされません。
「 iPhoneのみ」に変更して、
再度ご確認ください。

◆App storeでの検索方法

※
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2.セットアップ

②「入手」⇒「インストール」の順にタップし、インストールを行い
ます。「PaSoRi」のアイコンが追加されたらインストール完了です。

Tap Tap
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2.セットアップ

（3）iPadとPaSoRi(RC-S390)のペアリング

①下記URLにアクセスし、「初めての使い方」の手順通りにiPadと
PaSoRiのペアリングを行ってください。

【iOSアプリ パソリユーティリティ】
https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/app/pasori_util
ity/

※パソリユーティリティについてのお問い合わせは
AKASHIコンタクトセンターでは受け付けておりません。

ご不明点がある場合は、
以下のPaSoRi（パソリ）コールセンターにお問い合わせください。

【 PaSoRi（パソリ）コールセンター】
https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/inquiry
/index.html
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3.初回ログイン

②ログイン画面が表示されますので、企業管理者権限、または「打刻
画面」の権限を持つ管理者アカウントでログインを行います。

①勤怠管理システム打刻アプリ【AKASHI】を立ち上げます。

（1）ログイン・打刻先設定

Tap
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3.初回ログイン

③初回ログイン時は打刻先設定画面に遷移します。
打刻先組織とする組織名のチェックボックスにチェックを入れ、
「保存」ボタンをタップします。

④打刻画面に遷移します。ここで表示される打刻種別ボタンは打刻先
組織として選択した組織の組織設定での設定内容に紐づきます。

組織設定で休憩入/戻、直行/直帰が
「無効」の場合
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3.初回ログイン

（2）従業員へのICカード登録

①打刻画面を開き、画面左下の歯車マークをタップします。

②アプリにログインしている管理者アカウントのパスワードを入力し、
「確定」をクリックします。

※こちらの作業には「従業員管理（編集）」の権限が必須となります。
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3.初回ログイン

③左メニューから、「カード設定」を選択すると管理対象の従業員の
名前が表示されます。表示された従業員名から登録を行う従業員の
「カード登録」をタップします。

※登録を行う従業員が表示されない場合は画面右上の「組織」から
該当従業員の所属組織を選択してください。
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3.初回ログイン

④「〇〇さんのカードをかざしてください」と表示が出たら、
iPadとペアリングを行ったPaSoRiにICカードをかざします。
「登録完了しました」とメッセージが表示されたら、
従業員へのICカード登録作業は完了です。
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3.初回ログイン

※「カード登録」をタップした後に「カードリーダ接続中」のメッ
セージが表示され続ける場合、iPadとPaSoRiのペアリングが行えて
いない恐れがございます。パソリユーティリティを開き、「自己診断
機能」をお試しください。
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3.初回ログイン

（3）打刻の手順

①打刻種別ボタンを選択します。（選択されたボタンは色が反転しま
す。）

② PaSoRi（RC-S390）にICカードをかざします。
※打刻種別ボタンを選択せず、ICカードをかざした場合、出勤⇒退勤
⇒出勤⇒退勤・・・と交互に打刻種別を認識します。

⇒ICカード打刻の場合
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3.初回ログイン

⇒ICカードがない場合
①打刻種別ボタンを選択し、（選択されたボタンは色が反転しま
す。）「カードのない方」をクリックします。

②メールアドレスor従業員番号、パスワードを入力し、「打刻」ボタ
ンをタップします。
※打刻種別ボタンを選択せず、ICカードをかざした場合、出勤⇒退勤
⇒出勤⇒退勤・・・と交互に打刻種別を認識します。
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4.困った時には

・「パソリユーティリティ」をタップし、起動します。
以下画面が表示されたら「診断/設定」をタップします。
※接続エラーが表示される場合はヘルプをご参照ください。

（1）パソリユーティリティ「自己診断機能」

「パソリユーティリティ」の「自己診断機能」にてPaSoRi本体
及び、ICカードに異常がないかを診断できます。
ICカード登録を行ったICカードにて打刻時にエラーが表示される場合
はこちらをお試しください。

Tap
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4.困った時には

・「自己診断機能」をタップ、PaSoRiにICカードをかざした状態で
「開始」をタップします。
「問題ありません。」のメッセージが表示されたら自己診断完了です。
エラーが表示されましたら、画面上の「ヘルプ」に従い原因をご確認
ください。
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4.困った時には

（2）Wifi・Bluetooth接続の確認

Wifi・Bluetoothの接続が「オフ」となっている場合
打刻およびPaSoRiを使用したICカード打刻は行えません。
iPad内の「設定」を開き、以下設定箇所にて「オン」と設定され
接続がされているかをご確認ください。

Tap
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4.困った時には

ランプの表示 意味

緑 3回点滅 バッテリー残量が充分にある

オレンジ 2回点滅 バッテリー残量が中程度ある

赤 1回点滅 バッテリー残量がほとんどない

赤 2回点滅 バッテリー残量がなく、充電しないと動作できない

なにも点滅しない バッテリー残量がなく、充電しないと動作できない

（3）PaSoRiのランプ表示の確認

■バッテリーの残量

PaSoRi本体のバッテリーが不足している場合、ICカードの認識を
正しく行えない場合があります。
本体の電源ボタンを短押しした際の内側のランプ表示により
バッテリー残量が確認できます。

ランプ表示が「赤」もしくは「なにも点滅しない」場合は
バッテリー残量が不足しておりますのでPaSoRiの充電を
行ってください。
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4.困った時には

ランプの表示 意味

青 数回点滅 Bluetooth通信中（電源が入っている）

消灯 Bluetooth通信していない（電源が切れている）

■通信状態ランプ

PaSoRiとAKASHIとペアリングが完了されていてもBluetooth通信が
行われていないと打刻は行えません。
本体の電源ボタンを短押しした際の外側のランプ表示により
通信状態を確認できます。

ランプ表示が消灯したままの場合は、通信が切れている、もしくは
PaSoRiの電源が入っていない状態です。
電源が入っていることを確認しiPadの設定側でBluetooth通信状況を
確認してください。

PaSoRiの電源とBluetooth通信の状況を確認後もランプ表示が消灯し
たままの場合は、PaSoRiの電源を一度落とし、再起動を行って確認
してください。
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5.よくある質問

(1)ICカード打刻を行わないのにカードリーダエラーが

表示される

「AKASHI打刻アプリfor iPad」はICカード打刻での打刻を前提と
して、作成されているため、接続されるPaSoRiが存在しない場合、
こちらのエラーは必ず表示がされる形となります。

またこちらについて非表示とする設定はできません。


