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時間外保育データインポート操作マニュアル（第１章 事前準備） 

第１章  事前準備 

本書は、レーザーキッズで作成した預かり保育の打刻実績を保育料管理システムにインポートする際の 

操作手順に関するマニュアルです。 

インポート処理を行う前に、次の設定が完了しているかご確認ください。 

 

１-１： 園児情報のマッチングについて 

対象システム 
・レーザーキッズ 

・ＦＩＳ保育料管理システム 

 

時間外保育データインポートは、園児の「氏名（漢字）」と「生年月日」でマッチング（紐づけ）します。 

レーザーキッズの［園児情報］とＦＩＳ保育料管理システムの［園児情報］に登録されている園児の 

氏名・生年月日が一致しているデータを同一人物と判断します。 

 

 

  

スペース（空白）も含めて完全一致が条件です 

「氏名（漢字）」は、苗字と名前の間のスペース（空白）も両システムで一致していなければ 

時間外保育データインポート時に別の園児とみなしますのでご注意ください。 

◀ＦＩＳ保育料管理システム 

【メイン】－［園児情報］画面 

▼レーザーキッズ 

 【園児管理】－［園児情報］画面 
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１-２： レーザーキッズの設定 

対象システム ・レーザーキッズ 

 

時間外保育データインポート機能は、レーザーキッズで日次計算を行ったデータをＦＩＳ保育料管理シス

テムにインポートします。 

レーザーキッズで預かり保育の設定を行い、打刻データを集めて日次計算処理まで終えてください。 

預かり保育に関する設定・操作方法でご不明な点があれば、レーザーキッズのヘルプセンターでご確認く

ださい。 

 

 

  

レーザーキッズ ヘルプセンターへのアクセス方法 

＊Web版からのアクセス 

ログインして画面左下にある「ヘルプ」メニューをクリックすると、別ページでヘルプセンターが 

起動します。 

＊先生用アプリからのアクセス 

アプリにログインし、ホーム画面右上にある「？」マークをタップ、またはマイページから 

「ヘルプ」メニューをタップしてヘルプページを開きます。 

預かり保育に関するヘルプを見る場合は、ヘルプページ下部にある「その他のヘルプ情報」を 

タップすると、ブラウザ版ヘルプセンターが起動します。 
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第２章 インポート手順 

事前準備が完了したら、実際にインポートを行いましょう。 

 

２-１： 日次計算データをエクスポート（ファイル出力）する 

対象システム ・レーザーキッズ 

 

① レーザーキッズの【預かり保育】－［日次計算］メニューを開きます。 

② エクスポートする日付を選択し、画面に打刻データを表示します。 

③ 画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックしてデータファイルを出力します。 

 

「エクスポート」をクリックすると次のメッセージが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックして出力を進めます。 

 

エクスポートしたファイルは、パソコンの「ダウンロード」フォルダに保管されます。 

ファイル名は「日次計算_（出力年月日※）.xlsx」です。        ※エクスポート処理を行った日付 
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２-２： 名前を付けて保存 ※任意※ 

対象システム なし（システム外の作業です） 

レーザーキッズでエクスポートしたファイルは、どの日付の預かりデータなのか判別が付きません。 

誤った日付・データのインポートを防ぐため、エクスポート後のファイルは出力対象日付を含むファイル

名に変更して保存することをお勧めします。 

※この作業は任意で行います。作業不要の場合は次のステップへ進んでください。 

※ダウンロードしたファイルの保存方法はご利用のブラウザやパソコンの設定に 

より異なります。レーザーキッズ・FIS 保育料管理システム外の作業になるので

ご不明な点があれば法人内のＩＴ担当者様にご確認ください。 

インポート不要なデータは非表示にしてからエクスポートしてください 

日付を選択して日次データを表示した際に、打刻実績の無い園児も一覧表示される場合は、 

次の手順で不要データを非表示にしてから③データファイルのエクスポートへ進んでください。 

① 画面右上の「表示設定」ボタンをクリックします。 

② 「☑預かり申込（給食含）がある園児または打刻済みの園児のみを表示する」に 

チェックします。 

③ 「ＯＫ」ボタンをクリックして表示設定を保存します。 
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２-３： エクスポートしたファイルを取り込む（インポート） 

対象システム ・ＦＩＳ保育料管理システム 

レーザーキッズからエクスポート（ファイル出力）したデータをＦＩＳ保育料管理システムにインポート

します。 

 

I インポート条件設定 

① FIS 保育料管理システムの【時間外保育】－［時間外保育データインポート］メニューを開きます。 

※メニューが表示されていない場合は表示設定を行います。弊社サポートデスクまでお問合せください。 

  

② （初回のみ）「初めにお読みください」ボタンをクリックして表示される、インポートに関する 

基本仕様をご一読ください。 

基本仕様画面を閉じる場合は、基本仕様のボックス右上にある「×」ボタンで閉じます。 

 
※基本仕様は本書にも全文掲載しています。 

詳細は【時間外保育データインポート 基本仕様】ページをご参照ください。 
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③ インポートファイルを指定します。 

「インポートファイル指定」欄の「…」をクリックしてレーザーキッズからエクスポートしたファイ

ルを選択します。誤った日付のファイルを選択しないようご注意ください。 

 

④ インポート条件を指定します。 

【①利用日】 

  インポートの対象となる、預かり保育の利用日を選択します。 

  枠内に年月日（年は和暦でイニシャル）で直接入力するか、枠右端の「V」マークをクリックして 

  表示されるカレンダーから利用日を選択します。 

【②基本時間帯種別】 

「①利用日」における基本時間帯種別を選択します。 

 ・教育標準時間認定（１号、新２号、新３号） 

 ・保育時間認定（２号、３号） 

 ・認定外 

のそれぞれで、▼ボタンから該当する基本時間帯種別を選択します。 

 
※基本時間帯種別で表示されるリストは法人様の設定により内容が異なります。 
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⑤ 「次へ」をクリックして画面を移動します。 

 

初期値として保存 

③④の手順で設定した 

・インポートファイルのパス（保管場所） 

・基本時間帯種別 

を初期値として記憶させることができます。これにより毎回条件を指定し直す手間が省けます。 

初期値として記憶させる場合は、③④の手順後、各欄の右側にある「初期値として保存」ボタンを 

クリックします。 
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II 対応項目設定 

① 「自動マッチング」ボタンをクリックして、レーザーキッズの項目名とＦＩＳ保育料管理システムの

項目名を自動的にマッチング（紐づけ）します。 

 

レーザーキッズから出力したファイルの場合、次の項目がマッチングされます。 

・園児名※ 

・生年月日※ 

・教育時間前登園時間 

・教育時間後開始時間 

・降園時間 

・登園時間     ※「園児名」「生年月日」は必須項目です。必ずマッチングされているかご確認ください。 

② 「次へ」をクリックして画面を移動します。 
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手動でマッチング処理 

①の「自動マッチング」機能のほか、手動でマッチング処理することも可能です。 

手順 1：インポートデータのプレビュー画面で、マッチングさせたい行をクリックして、先頭の項目

名が表示される箇所がオレンジ色に反転した状態にします。 

手順２：対応項目リストから、該当する項目を選択します。 

 
※マッチング処理したいすべての項目に対してこの操作を行います。 
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III 取込データ個別設定 

「Ⅱ対応項目設定」でマッチングさせた項目に基づき、ＦＩＳ保育料管理に取り込む内容を確認します。 

 

エラーの種類 

不整合なデータがある場合、「○○件のエラー行が存在します」というメッセージが表示されます。 

 

エラー内容は主に次の２つがあります。取込データ画面の「行情報」欄で確認できます。 

【照合エラー】 

レーザーキッズとＦＩＳ保育料管理システムの「園児名」と「生年月日」が一致していない場合に 

表示されます。 

【同日登録済園児】 

指定した利用日で、既にインポート済のデータである場合に表示されます。 

 

エラー行が存在するデータはインポート処理を進めることができません。 

「次へ」ボタンで先へ進もうとすると、次のメッセージが表示されます。 
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エラーデータが存在する場合、次の修正作業が必要です。 

・エラー行の削除  エラーが出ている行以外のデータをインポートします。 

・インポートファイルの確認、修正  ファイルデータのエラー内容を修正してインポートします。 

※レーザーキッズのデータを修正し、新しいデータファイルをエクスポートする 

場合は一旦インポート作業を取消します。画面下部の「キャンセル」ボタンを 

クリックしてインポート作業を中止してください。 

エラーの修正方法 

エラーの無いデータを誤って修正・削除しないよう、取込データ画面右上にある「エラー行のみ表示」ボ

タンをクリックして、エラー行のみ抽出表示します。 

 

続けて【削除】または【修正】を行います。 

【削除】 

① 取込データ画面上で、削除したいデータの「選択」欄にチェックします。 

② 画面右上の「削除」ボタンをクリックします。 
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削除の確認メッセージが表示されたら「はい」で進みます。 

「いいえ」をクリックすると削除は行われません。 

 

 

 

取込データ画面上から対象のデータが消えれば削除完了です。 

※この削除作業はＦＩＳ保育料管理システムのインポートメニュー上の削除です。 

取込元のレーザーキッズから出力した Excel ファイルや、レーザーキッズ内の 

データは削除されずに元のデータのまま残ります。ファイルやレーザーキッズも

削除が必要であれば個別に対応してください。 

 

【修正】 

はじめに、インポートメニュー上で修正が可能な項目は次の内容に限られています。 

他の情報を修正する場合は、一旦インポート処理を中止して、レーザーキッズ側（または Excel ファイル

上）で修正が必要です。 

・基本時間帯種別 

・金額 

・「給食費」「おやつ」「レンタル」等の追加料金チェック 

修正できる項目は取込データ画面上、背景が赤色で表示されています。

 

※「早朝保育登園時間」「時間外保育開始時間」「退園時間」などの 

時間は変更できません。打刻時間を修正する場合はレーザーキッズ上で修正の 

うえ、再度インポート作業を行ってください。 
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基本時間帯種別の修正 

対象データを直接変更するほか、次の手順で一括変更も可能です。 

① 一括変更するデータの「選択」欄にチェックを入れます。 

② 画面右上の「選択したデータを一括更新」欄で、変更後の基本時間帯種別を選択し 

「一括更新」ボタンをクリックします。 

 

一括更新の確認メッセージが表示されたら「はい」で進みます。 

「いいえ」をクリックすると更新は行われません。 

 

 

取込データ画面上で「基本時間帯種別」が

切り替われば一括更新完了です。 

 

金額／追加料金チェック項目の修正 

金額の修正は「金額直接入力」欄に入力します。 

「給食費」「おやつ」「レンタル」等の追加料金チェックも含めて、修正を加えるとその都度「金額」欄に

修正後の料金が反映されるので、最終的な料金に誤りが無いか確認します。 
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複数選択機能 

エラーデータや、手修正を加えるデータで「選択」欄にチェックを入れる際、複数のデータをまとめ

て処理する場合は、マウスを右クリックして表示される複数選択機能を使用すると、１件ずつ作業す

る手間を省略できます。 

  

・選択行をチェック／選択行のチェック解除 

・すべての行をチェック／全てのチェック解除 

※範囲選択はマウスドラッグで連続指定、Ctrl キーを押しながらマウスクリックで個別に複数指定ができます。 
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検索方法 

取込データ個別設定で各データを確認する際、画面上のデータを一定の条件で抽出して表示できます。 

抽出方法は次の３つです。 

【①氏名フィルタ】 

画面上部の「氏名フィルタ」項目内に検索対象者の氏名を入力します。 

完全一致でなく、フィルタに入力した文字を含む氏名の園児情報を抽出します。 

 

【②所属】 

園児の所属ごとに抽出します。 

所属選択タブは画面左上の「絞り込み」ボタンをクリックすると表示され、「たたむ」ボタンで非表示にな

ります。 

 

抽出したい園児情報が紐づいている所属をクリックして選択することで、その所属に属している園児情報

のみ表示します。所属名の左横にある「＋」ボタンをクリックすると、その所属に紐づく下位所属が表示

されます。下位所属を指定することで、より細かい検索が可能です。 
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【③認定区分】 

所属選択タブの下にある認定区分一覧から、検索したい認定区分のみチェックして抽出します。 

 

認定区分一覧の選択チェックの付け外しについて、ひとつずつマウスクリックで対応するほか、表示項目

選択画面内で右クリックして表示される次の機能を使い一括選択もできます。 

 

・選択行のみを選択（選択行以外解除） 範囲選択した項目のみチェックします。 

・選択行をチェック  現在チェック済の項目に加え、範囲選択した項目もチェックします。 

・選択行のチェック解除  範囲選択した項目のチェックを外します。 

・すべての行をチェック  全ての項目にチェックします。 

・すべてのチェック解除  全ての項目のチェックを外します。 

※範囲選択について、マウスドラッグで連続指定、Ctrl キーを押しながら 

マウスクリックで個別に複数指定ができます。 

 

取込データの個別設定が完了したら、「次へ」で進みます。 
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IV 取込データプレビュー 

インポートを行うデータの最終確認をします。 

 

「所属」「市町村」「認定区分」「保育時間」「世帯階層」の情報は、ＦＩＳ保育料管理システムの園児情報

データを紐づけています。最新の園児情報と紐づかれるため、預かり保育の日付時点と情報が異なる場合

は、インポート後にシステムから修正してください。 

内容に問題が無ければ「次へ」で進みます。 

 

V 時間外保育データ取込確認表 

取込データプレビュー画面から「次へ」で進むと、自動的に時間外保育データ取込確認表がプレビュー 

表示されます。必要に応じて印刷・保存を行います。 

 

プレビュー画面は「閉じる」ボタンで閉じます。 
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VI インポート完了 

時間外保育データ取込確認表のプレビュー画面を閉じると、次のインポート完了画面が表示されます。 

インポート処理を終了する場合は「完了」ボタンを、続けて別日のインポート作業を行う場合は 

「インポート条件指定へ」ボタンをクリックすると最初の画面に戻ります。 

１日ずつ、「エクスポートしたファイルを取り込む（インポート）」の作業を行ってください。 
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２-４： 取込履歴の確認 

対象システム ・ＦＩＳ保育料管理システム 

「第２章 インポート手順」でインポートしたデータは、履歴がシステムに残ります。 

 

① 【時間外保育】－［時間外保育データインポート］メニューを開きます。 

② 画面左下の「取込履歴確認」をクリックします。 

 

「取込履歴確認」では次の情報を閲覧できます。 

・日付     インポートを行った、預かり保育の実施日です。 

・実行ＰＣ名  インポート処理を行ったパソコン名です。 

・実行ユーザ  インポート処理を行ったユーザ名です。 

・ファイル名  インポート処理に使用した、レーザーキッズから出力したファイルの情報です。 

・実行日時   インポート処理を実行した日時です。 
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第３章 時間外保育データインポート 基本仕様 

［時間外保育データインポート］メニューの「初めにお読みください」には次の文章を掲載しています。

インポートに関する基本仕様の説明です。 

 

時間外保育データインポート基本仕様 

○対応ファイル形式について 

 ・LeyserKids から出力された xlsx 形式のファイル。 

  xls、txt、csv 形式には対応しておりません。 

 ・「朝保育・午後保育」と「休業日保育」の様式に対応しております。 

 ・LeyserKids から出力したファイルを編集した場合、 

  正しく取込が出来ない事があります。 

○園児情報について 

 ・園児名と生年月日で園児情報のマッチングを行います。 

  よって、インポートファイルには園児名と生年月日が必須となります。 

 ・園児の所属、市町村、認定区分、保育時間、世帯階層については 

  保育料管理に登録されている園児情報を参照します。 

○インポート単位について 

 ・１日単位のみ対応。複数日のインポートを行う場合は繰り返しインポート処理を行います。 
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○料金計算について 

 ・保育料管理の時間外保育単価マスタに設定されている料金で計算します。 

  LeyserKids 側で計算した料金は反映されませんのでご注意下さい。 

○インポートが出来ないデータについて 

 １件でもエラー行がある場合はインポート処理を行えません。 

 エラーとして扱うケースは以下となります。 

 ・園児情報のマッチングが出来ない行。 

 ・指定した日付に既に時間外保育登録されている園児の行。上書きインポートは行いません。 

○取込履歴について 

 「何日分を」、「いつ」、「どの PC で」、「どのファイルを」、「誰が（ログインユーザ）」実行したかを記録 

します。 

明細についてはデータとして残しませんが、 

取込完了時に確認表を表示するので必要に応じて印刷・保存（PDF）を行ってください。 
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FIS 

株式会社 会計情報システム システムサポート部 

電話番号：（011）- 376 – 1987 

ＦＡＸ：（011）- 376 – 1988 

サポート専用メールアドレス：support@fiscom.co.jp 
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