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Webnet IT株式会社

バックオフィス業務の自動化を加速させる新機能を完全無料で提供。
Web請求発行サービス、ベータ版『セキュア送信』を本格的に提供開始。
                                                  http://makeleaps.jp

　本日12月13日、国内1万2千社以上が導入するクラウド型見積・納品・請求管理ソフト、MakeLeaps (本社：東
京都目黒区、代表取締役：Jason Winder)が、一部大手企業に公開されているWeb請求発行サービス、ベータ版『
セキュア送信』を完全無料で提供開始することを発表します。

　MakeLeapsは従来の請求業務を紙やエクセルからWebへ移行することによって、SOHO・中小企業の業務改
善とコスト削減を支援してきました。この度、提供を本格的に開始するセキュア送信は、業務効率化・コスト削減だけ
でなく、更にセキュリティ強化、ペーパーレス化によるエコへの貢献を可能にする、小規模から大規模まで幅広い法
人向けのWeb請求発行サービスです。受信側はWebで書類データを受信・管理でき、送信側は参照履歴を確認で
きます。セキュア送信は大手企業の強い要望に応じて開発した機能ですが、規模や業種業界を問わず、バックオフィ
ス業務の更なる自動化を支援するため、全ユーザーを対象に完全無料で提供開始します。*1

セキュア送信の仕組み

セキュア送信の最大メリット

1. 資材コスト・人件費の大幅削減
　郵送と比較すると、紙・封筒などの資材費は一切かかりません。印刷・封入・投函・メール文作成等の単純作業がな
くなるため、人件費が大幅に削減され、ペーパーレス化によってエコにも貢献できます。またWeb上での書類管理は
保管場所を選ばず、サーバーや保管庫の設置も不要です。

2. 電子化による業務プロセスの効率化
　書類データだけでなく、業務プロセスをWeb化することによってバックオフィス業務の更なる効率化を促進します。
セキュア送信された全ての書類はWebにバックアップされるため、書類の紛失や未送達のリスクもなく、再発行も簡
単です。また、請求先担当者がいつ書類を参照したか確認できるため、入金漏れを発見しやすく、未入金の回収作業
も最小限に抑えることができます。

3. セキュリティの強化
　顧客情報や書類データは、高度なセキュリティを誇るデータセンターで、24時間365日の監視体制で保管されま
す。全ての通信データはSSL暗号化され、データ紛失防止のため常時バックアップされます。電子メールのように不
特定多数のサーバーを仲介せず、書類データのやり取りが可能なため、電子メール盗聴、第三者による改ざんや情報
漏洩、誤送信のリスクを回避できます。また受信者がMakeLeapsユーザー名とパスワードでセキュア受信箱にアク
セスできるので、更に強固なセキュリティ対策が可能です。

セキュア送信利用者の事例

■ 導入前
別システムで月末に作成した150枚の請求書をメール添付からセキュア送信に移行。請求書作成にかかる時間を除
いて、メール文作成だけでも3時間以上かかり、売上管理も困難で未入金のフォローアップにも膨大な時間がかかっ
ていた。

■ セキュア送信導入後：顧客の反応

特に問題なく移行完了。原本が必要な顧客には、郵送サービスを併用することで対応した。顧客にとっては添付ファ
イルで届いていた請求書が、ダウンロードリンクとして届くだけなので、事前に変更について案内するだけでスムーズ
な移行が可能。

■ セキュア送信導入後：請求業務処理スピードアップ

処理スピードが格段に速くなった。メール作成に費やす時間はゼロとなり、請求先担当者の書類参照履歴が確認で
きるため、未入金のフォローアップがよりスムーズに。社内での分担作業が簡単な上、社外からもアクセスできるため
時間短縮に繋がる。特に、拠点が複数ある中堅企業にとって魅力的なサービスだと思う。
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利用対象者および機能仕様 *1
MakeLeaps全ユーザー対象ですが、希望者から順次提供開始します。
送信側・受信側共に完全無料でアカウント作成、セキュア送受信が可能です。

送信側
・  ワンクリックで書類をセキュア送信
・  書類のダウンロードリンクを自動送信
・  顧客側の書類参照履歴をWebで確認
・  顧客側の書類参照前のみ書類送信のキャンセル可
・  ブラウザを問わず、iPhoneやiPadなどのモバイル端末対応
受信側
・  ダウンロードリンクから書類閲覧・ダウンロード
・  顧客専用Webページ(セキュア受信箱)で書類管理可
・  セキュア送信についてのページはこちらです。

※セキュア送信についてのウェブページはこちらです。
http://www.makeleaps.jp/intro-secure-send/

運営会社　概要
会社名：Webnet IT株式会社　
所在地：東京都目黒区上目黒1-4-3 エクセル中目黒5階
代表取締役：Jason Winder
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本件に関するお問い合わせ
Webnet IT株式会社　広報担当　向原愛海
URL：http://www.makeleaps.jp/プレス/
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