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導入事例 導入事例

事業を行う上で必ず必要となるのが、帳票伝票。手書きや表計算ソフトによる
作成では、帳票伝票を作成する時にデータを書き写す手間やリスクが伴うことに。
そして、情報が点在してしまい、集計するにも時間がかかります。
しかし「MakeLeaps」なら、帳票伝票の作成、郵送、入金管理、集計作業まで
自動で行うことができ、「脱・表計算ソフト」にぴったりな製品です。
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合同会社スゴモン
旅するライターの場所にとらわれない
働き方を支えるMakeLeaps

アユダンテ株式会社
MakeLeaps＝毎日使えるサービス。
だからこそ投資価値がある

株式会社ヒューマンセントリックス
当たり前のことが当たり前にできること。
それがMakeLeapsの最大の良さ

株式会社ピアラ
Excelから統一システムへの変更
「バックオフィス業務のシステム化」を実現

一般社団法人 Fintech協会
組織運営をペーパーレス・キャッシュレスに！
率先してIT化に取り組む中で選んだ
「MakeLeaps」

株式会社アドインテ
一部署から全社導入を決定
営業と経理の課題をMakeLeapsで解決

株式会社太明
将来を見据え、バックオフィス業務を仕組み化。
地域密着の老舗企業が進めるIT・クラウド戦略

株式会社TABI LABO
(新社名: NEW STANDARD株式会社)

売上管理から請求書発行までを1本でつなぐ。
営業と経理の連携強化戦略

行政書士法人GOAL
案件と売上を自動で紐付け
ヒューマンエラーはシステム導入で防止

スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
(新社名: 株式会社PLAY)

MakeLeaps for Salesforceは導入も簡単、
使い方も簡単

株式会社リンプレス
「アナログからの脱却」を目指して。
分社を機に働き方改革を実現

使いやすさ 豊富な機能 郵送代行

脱Excel 豊富な機能 郵送代行 入金管理

入金管理

郵送代行 使いやすさ豊富な機能

脱Excel チーム連携 豊富な機能 ペーパーレス

ペーパーレス 郵送代行使いやすさ

脱Excel 使いやすさ 入金管理 チーム連携

脱Excel 使いやすさ

ペーパーレス チーム連携 郵送代行

入金管理 チーム連携

脱Excel 郵送代行 使いやすさ 豊富な機能

脱Excel 豊富な機能 ペーパーレス 使いやすさ

セールスフォース連携版 
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yr1 yr2 yr3

場所を選ばずに使えるので自分の働き方に合っています

早い段階からの導入により、経営戦略のツールとして活用できる

使いやすさ 豊富な機能 郵送代行

合同会社スゴモン

旅するライターの場所にとらわれない
働き方を支えるMakeLeaps

業種  ライティング事業

AFTER
BEFORE

脱Excel 豊富な機能 郵送代行 入金管理入金管理

アユダンテ株式会社

MakeLeaps＝毎日使えるサービス。
だからこそ投資価値がある

・ Excelで書類作成
・ 入金消込に毎月３時間

・ 請求業務に時間と労力を奪われる
・ 請求業務はオフィスで

業種  コンサルタント業

AFTER

・ 複製、変換機能でかんたん作成
・ 請求書に直接消込

・ 本業に集中できるようになった
・ いつでもどこでも

請求業務が可能に

BEFORE

代表 
松田 然 様

URL

所在地

事業内容

https://sugomon.com/

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408

ライティング事業（執筆業）
デジタルコンテンツの企画・制作・配信 アユダンテ株式会社合同会社スゴモン 代表取締役社長

安川 洋様

私は2010年にフリーランスになり、2013年に合同会社スゴモンを立ち上げました。
独立してからは請求業務も含めてすべて一人で行わなければならず、正直かなり面倒で
したね。当時は書類をExcelで作成していましたが、請求業務だけで２日間くらいは
かかっていました。送付するのにも、私は世界各地へ自転車で旅をしながらライターを
してますが、当時はWi-Fi環境も当たり前ではなかったので、請求業務のためにオフィスに
戻ってくる必要がありました。

今では郵送代行の機能があるので海外から発送業務もできるようになりましたし、MakeLeapsは場所を選ばずに使える
ので私の働き方に非常に合っていると感じています。
2013年ごろから使っていますが、MakeLeapsは主役のサービスではないと思っています。でも本業がある中で、請求業務
ってできるだけ短く終わらせたいですよね。以前は請求業務は気合いをいれて、時間をとらないといけない業務だった。
しかし、今は意識しなくていいレベルになっています。そのお陰で本業に集中できるようになりましたし、自分の人生にとって
大事な、「旅」にも時間を費うことができています。

ITツールは売れてから考えようとする人もいますが、後からだと過去のデータを引き継げない
ので、MakeLeapsを最初から入れてよかったと思います。ライターというのは大きな初期投資
もなく気軽に始められる職業でもあります。すると、始めのうちはお金のかからないシステムを
検討しがちですが、将来きちんとライターとして仕事をしていきたいのであれば、最初から
きちんとしたシステムを使うことは大切だよ、ということは周りのライターにも伝えていますね。

あと、MakeLeapsは、対前年比なども見れるので、去年どれくらい忙しかったかなども簡単に
振り返ることができ、戦略を立てる際に役立っています。フリーランスはすべて一人でやらないと

いけないので、時間の余裕がないことも多いですが、去年と比較してどうだったかと振り返ることはとても大事です。その点、
MakeLeapsを使えば簡単に振り返ることができるので、感覚的に「去年忙しかったな」ではなく、きちんと数字を軸として
管理ができるようになりました。

01
Solution

02
Solution

面倒だった郵送は、7割を自動化に成功。効率はなんと10倍に！

全銀行の口座状況が自動集約され簡単に消し込みできる

もともとはExcelで書類作成してたのですが、見た目のデザインが微妙だし、英語の
請求書を作るのも面倒でした。オンラインソフトも沢山試しましたが「これじゃない感」が
あるものばかり。これは使える、と思ったのがMakeLeapsでした。

請求書はコピペの世界。だから複製や変換が簡単にできるのは本当に嬉しい。システム
開発の部門では作業完了報告書が必要なことがあるんですが、請求書と合わせてPDF
アップロードし、同封できるのでとても便利です。

以前は切手をたくさん買っていた郵送も、7割が自動化に成功。郵送作業には、先月と違っていないか、支払い期日は合っているか
など、細かな目視確認が多々発生する。7割自動化できたことで、その時間効率は10倍になりました。

また作成する請求書の90%は「作成予約」機能であらかじめ作成を予約しているため、確認とクリックの繰り返しで、作成も郵送も
完了しています。

以前は、複数持っている銀行口座に入金がバラけており、毎月入金確認と請求書の
消し込みに3時間かかっていました。

今は全ての銀行の口座状況が毎日MakeLeapsに自動で集約され、そこから請求書に直接
消し込みできるので、非常に便利。とても助かっています。入金データは、非常に正確に精度
良く取り込まれてくるし、テキスト検索すれば消し込みしたい請求書が一発で出てくる。

それからセミナー料金は、クレジットカード決済を使ってみたら、支払い画面がとても簡単で
びっくりしました。中小企業の社長さんならカードで請求書を支払う方が簡単ですし、入金も
手数料3.6%、5営業日以内なら安いし早い！操作画面も簡単なので、問い合わせなしで支払ってもらえて助かっています。
もともとExcelで作業していた書類作成、売上分析、顧客管理、受注管理などが段 と々MakeLeapsに移っていく感覚です。
遅い画面がないし、ささっと使える。MakeLeapsは毎日使えるツールなので、簡単にはやめられない。当社の中で非常に
大事な位置を担っています。

01
Solution

02
Solution

※掲載内容は 2020 年 2 月時点の情報です ※ 掲載内容は 2017 年 2 月時点の情報です

URL

所在地

事業内容

https://ayudante.jp/

〒102-0083 
東京都千代田区麹町2-2-4 麹町セントラルビル6F

SEO対策コンサルティング、データ統合コンサルティング
リスティング広告運用支援、EVsmartサービス開発・運用代表取締役社長

安川 洋様

請
あ

請求書はコピペの世界。だから複製や変換が簡単にできるのは本当に嬉しい。システム

代表 
松田 然 様
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使い続ける理由は、機能性の高さと使い勝手の良さ

様々な機能を活用し、請求業務を仕組み化

郵送代行 使いやすさ

株式会社ヒューマンセントリックス

・ 送付作業は時間がかかり、
　ミスも発生していた
・ 請求業務にかかる営業の負荷

業種  コンテンツ制作

AFTER

・ 複製、変換機能でかんたん作成
・ 請求書に直接消込

BEFORE

豊富な機能 脱Excel チーム連携 豊富な機能 ペーパーレス

株式会社ピアラ

Excelから統一システムへの変更
「バックオフィス業務のシステム化」を実現

・ 発注書を郵送し、クライアントが押印
・ 情報が点在して売上データが
 集計できない

業種  コンサルタント業

AFTER

・発注ボタンで意思表示
・ 売上データは一元管理

・ 郵送代行でミスを減らす
・ 機能の活用で効率化

BEFORE

URL

所在地

事業内容

https://www.piala.co.jp/

〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー13F

マーケティング全般における企画、開発、
運用業務全般等

URL

所在地

事業内容

https://www.humancentrix.com/

東京本社 〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-3-22 第1秋山ビル4F

法人向け動画制作ビジネスに活用できる動画を 
企画・提案・撮影・編集・配信 株式会社 ピアラ管理本部 財務部 マネージャー

磯田 拓己 様
管理本部 経理部
村上 陽平 様

以前はSalesforceで請求書を管理し、お客様に発行する際は営業が印刷して封入・切手
貼付を行い発送するフローでした。これが意外と時間がかかる上に、人力だとミスが発
生する。そんな課題がある中、MakeLeapsを導入しました。

当社は、新しいITツールやサービスを使い始めるのが早いんですよ。ただし止めるのも
早い。効果がないと感じればすぐに別の製品へ移行します。「MakeLeaps」を今まで
使い続けているのは、やっぱり機能性が高いことと使い勝手の良さになるのかな。

日頃から頻繁に使う製品は使い勝手がよくないと意味がないですよね。効率化するための製品なのに使い方を覚えるための
業務が増えるのは本末転倒で、使い勝手がよくシームレスに社内システムと連携し、お客様にも違和感なく受け取って
いただけるサービスは……と、考えたときにMakeLeapsは請求管理の専用ソフトとしてすごいなと思いました。

現場視点の意見ですが、すごく満足して使っています。チームで年間250件程のプロジェクト
がありますが、もしもその都度いちから請求書の発行を行っていたら手に負えません。それが
仕組み化できただけでも大きいですが、当社の商材は一つの請求書形式をテンプレートとして
使える機会も多く、過去に作成した見積書を他社の見積書のベースとして使える点も嬉しい
ですね。

見積書から請求書への変換機能も使っています。本当に便利ですね。また、見積書を作る
ときは当時の案件背景があって、なぜこの値引きをしたのかというロジックや、いつまでにどういう形式で納品するというメモを
MakeLeapsの場合は備考やメモ欄に記載でき、請求書にそれらの見積書への引用情報を引き継げるので助かっています。

業務フローに関わるツールは、何でもできる複雑なものよりも、グローバルでも通用するようなシンプルなサービスが良い。
当たり前のことが当たり前にできること。それがMakeLeapsの最大の良さであり、今後も使い続けたい理由です。

01
Solution

02
Solution

発注機能の活用で、発注～請求フローをMakeLeapsで完結

柔軟な営業対応とすばやいサポートに満足

導入前の一番の課題が、とにかく帳票に関わる業務フローが多すぎたことでした。
今まではコンサルタントが発注書を送付郵送し、クライアントが押印し返送する。
そして、当社で請求書を作成し、印刷して承認依頼を出し、社印を押印し、ようやく請求書
を発行できるという流れでしたが、それをすべて一つの製品で出来るようになりました。
MakeLeapsでは請求書だけではなく、発注書も作成できますし、セキュア送信で送付
すると受信者は発注ボタン一つで意思表示ができます。そのおかげでWebですべて
完結しますし、回収率も上がりました。状況も可視化できるのでとても助かっています。

また売上データを請求書から読み解けなかったことも課題でした。Excelで作成すると各担当ごとに請求書ファイルを保存
しますよね。すると情報が点在してしまい、売上データとして集計することができなくなる。今では、データも一元管理して
いるのでミスなく確実に数字を把握できるようになりました。

以前は請求書の発行業務も月末に集中し多忙を極めていましたが、作成から送付までのフローを大幅に簡略化できたことで
稼働率は上がりました。今後さらに事業拡大して組織が大きくなっても請求業務でパンクすることはないだろうという
安心感があります。

導入の決め手としては、断然メイクリープス社の営業対応がよかったことにつきますね。
当社の現状の運用フローや課題をコンサルタントのように耳を傾けていただき、実際の
運用フローのアドバイスまでいただきました。

またチャットサポートに関しても、社内には事前に「わからない時には、MakeLeapsへチャットで聞いてください」と伝えて
います。とは言いながらも現場担当者は時間に追われているケースも多く、返信が遅いと結局のところ管理部門に連絡が来る
ケースも考えられます。それが一切MakeLeapsではありません。レスポンスも早く的確な回答を頂いている証拠だと思って
います。そして、問い合わせた内容は蓄積して社内共有できるようにしています。その結果、管理部が使い方をフォローする
こともほとんどなく運用できているのは本当にありがたいですね。

01
Solution

02
Solution

※ 掲載内容は 2019 年 10 月時点の情報です ※ 掲載内容は 2019 年 2 月時点の情報です

株式会社ヒューマンセントリックス代表取締役
中村 寛治 様

営業
安河内 裕之 様

当たり前のことが当たり前にできること。
それがMakeLeapsの最大の良さ

見積書

見積書

請求書

変換

営業
安河内 裕之 様

代表取締役
中村 寛治 様

管理本部 経理部
村上 陽平 様

管理本部 財務部 マネージャー

請求書発注書
完結

ワンストップ

発注 請求
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ペーパーレス・キャッシュレス化を積極的に推進！

少ない人数でもバックオフィス業務を担える体制を整えたい

ペーパーレス 郵送代行

一般社団法人 Fintech協会

ペーパーレス・キャッシュレスを
キーワードに組織体制を整える

 紙やExcelではなく、Fintechを
 駆使した方法でペーパーレスを
 実現したかった

業種  一般社団法人

AFTER

MakeLeapsの利用で、メールや
郵送代行での送付を実現

BEFORE

使いやすさ 脱Excel 使いやすさ 入金管理 チーム連携

株式会社アドインテ

一部署から全社導入を決定
営業と経理の課題をMakeLeapsで解決

・ メールで埋もれていく見積書
・ 売上金額確定に、5週間以上

業種  コンサルタント業

AFTER

・ 情報は一元管理し、全員に共有
・ 2週間で金額確定が可能に

BEFORE

Fintech協会 理事 兼
クラウドキャスト株式会社 代表取締役

星川 高志 様

URL

所在地

事業内容

https://adinte.co.jp/

〒600-8441 京都府京都市下京区
新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸9F

AIBeaconマーケティング、
WEBマーケティング等

URL

所在地

事業内容

https://www.fintechjapan.org/

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1
茅場町一丁目平和ビル8階 801号室

国内外の関連諸団体等との情報交換や連携・協力、
ビジネス機会創出のための各種活動のための活動等 株式会社アドインテ一般社団法人 Fintech協会 管理部長

桑名良輔 様
全社請求管理担当
川又充 様

国内外のFintechの盛り上がりを受けて、同じ志を持つスタートアップ20社、一般企業、
個人や団体が集まり、2016年にFintech協会を発足しました。
その際、請求書や見積書などが必要な業務は、協会立ち上げ当初からMakeLeapsを
活用していたんです。Fintech業界を支える協会だからこそ、紙やExcelではなく
Fintech、つまり金融テクノロジーを駆使したWebサービスを使い、ペーパーレス・
キャッシュレス化を積極的に推進していこうと。

人間がやる作業はどこかでミスすることもあります。会員の情報を更新したりするのにシステムによる管理は必須ですね。
他にも協会運営はペーパーレスを掲げているので、ほとんどの会員にデータにて資料を送っていますが、金融分野はまだ
紙の請求書を使っている会社や行政機関もあるのが現状です。MakeLeapsなら、請求書の送付も、ボタン1つクリック
すれば郵送対応してくれるのは助かりますね。

2018年現在、ベンチャー会員として実際にFintechを事業にしている会社から、個人、
法人合わせて300ほどの会員がいます。その年会費を集めるための請求業務自体は
年に1回なのですが、1度に処理する数も多く、MakeLeapsで一括で対応できる
のには助かっています。

マネーツリーさんが提供している「MT LINK」と連携して口座連携ができる機能もありましたね。
私が代表を勤めるクラウドキャストが提供する経費精算サービス「Staple（ステイプル）」も、
MoneytreeやMakeLeapsと連携できるので、より金融データが管理しやすくなりそうです。
協会としても、まだ3期目で企業で言えばベンチャー企業のようなフェーズです。MakeLeapsなどのFintechサービスを活用し、
少ない人数でもバックオフィス業務を担える組織体制を整えていきたいと思っています。

01
Solution

02
Solution

シンプルでわかりやすい操作画面のため営業担当も迷わない

売上・入金管理の問題をMakeLeapsで解決

導入前は、完全なExcelベースで営業が個々に見積書を作成し、メール添付で送って
いました。請求書は雛形も発行方法も部署ごとにバラバラですし、共有メールで書類がどん
どん埋もれていき、どれが最終見積で、どれを受注したのか、売上の着地額もあやふや。

MakeLeaps全社導入の際は、サービスごとにバラバラだった見積書や発注書のテンプレートを
統一し、商材ごとにテンプレート化（”定型パターン”を作成）しました。営業できる人は売上
取ってくるのが仕事なので、ややこしい事務的な作業は嫌がる。しかしMakeLeapsは
シンプルでわかりやすい操作画面で、迷わないんですね。社内マニュアルの作成も楽でした。

何よりも変わったのは、「責任の明確化」ができたこと。これは大きいです。各自にアカウントを渡すことで、自ら作成し、
追いかけ、確認する、という責任感 「̶自分の案件」という意識が生まれています。他部署の見積も見えるので、モチベーション
もあがりますしね。メールベースで埋もれていた情報が一つの場所に集約され、正のデータとして全員と共有できるのは、
会社としても大きなメリットです。

導入前は金額が合わなかったり、入金があっても請求が漏れていたり。「これ何の入金？」が
毎日のように交わされる会話でした。今思えばよく管理できてたなと思います。

導入後は、前月売上の可視化が実現でき、見積もりベースで月次の営業会議ができるように
なりました。現在は、月末で締めた見積請求データを数日以内に処理し、MakeLeapsから
Excelに出力、売掛表に反映することで、実績と見比べながら、建設的な事業計画に役立てています。

売上金額の確定についても、請求書の間違い直しなども入れて、前月の売上が最終確定されるまでに5週間以上かかり、
さらにそこから二度三度変更されることも少なくありませんでした。それが、現在は締め後2週間で売掛表が提出される
ようになり、最終確定されるようになっています。その結果、売上の金額確定が、3週間早くなりました。

01
Solution

02
Solution

※ 掲載内容は 2018 年 6 月時点の情報です ※ 掲載内容は 2016 年 12 月時点の情報です

BANK

預金通帳預金通帳

2wks
売上
確定

NO

管理部長
Fintech協会 理事 兼

クラウドキャスト株式会社 代表取締役
星川 高志 様
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世代交代前に、ITで経営基盤を整えておきたい

人数が限られている企業こそ、システムを使って効率化するべき

脱Excel 使いやすさ

株式会社太明

世代交代を見据えた
老舗企業のIT・クラウド戦略

業種  建具業

AFTER

・ 手間のかかる送付作業
・書類番号などの修正漏れが多発

・ 作成～送付のスピードは３倍UP
・ 変換機能で修正漏れがなくなる

BEFORE

ペーパーレス チーム連携 郵送代行

株式会社TABI LABO
(新社名: NEW STANDARD株式会社)

業種  コンテンツ制作

売上管理から請求書発行までを1本でつなぐ。
営業と経理の連携強化戦略

AFTER

営業と経理が連携できていない
営業と経理が１本のパスで
繋がるようになった

BEFORE

URL

所在地

事業内容

https://new-standard.co.jp/

〒154-0001
東京都世田谷区池尻2丁目31-24 信田ビル2F/3F

インターネットメディア事業、広告制作販売等

URL

所在地

事業内容

http://tateguya-taimei.jp/

〒142-0043 東京都品川区二葉4-3-6

建具業

見積書や請求書の書類は手書き書類で作っていた時期もありますが、そのあとはずっと
Excelで作成していました。社長は職人肌なので、見積書を受け取ったお客様がわかり
やすいように図版のイメージも一つ一つ丁寧にExcelで細部までこだわって作っていました。
ただし、一般家庭のお客様など、数字だけを知りたい場合は手間だけがかかってしまうことも
正直あったんです。また、若い世代へ作業を引き継いでいく上で、社長のこだわり尽くした
書類を再現するのは並大抵の努力ではできません。少しでも簡単に誰でもできるよう、
MakeLeaps for Salesforceを導入しました。

導入後は作業が断然早くなりました。今までは作成した書類を経理担当がプリンターで印刷して会社印を押して、FAXで
送ったり、封筒に宛名を書いて切手を貼って投函していました。今ではPCで作成してから相手に届けるまでできると
スピードは3倍は上がったのではないでしょうか。書類をメール送付することも少しずつ増えてきましたし、それだけでも
かなりの工数削減になっています。

見積書から請求書や納品書への作り替えが、「変換」ボタン1つでできるのもいいですね。
作成スピードが速くなったのはもちろんですがミスも減りました。
今までは見積書から請求書や納品書に作り替える際は、書類番号を変更しないといけない
のにそのままにしてしまったり、日付や住所もチェックが漏れることがありました。人がやる
ことなのでミスはつきものです。Excelで作ると目が行き届かない点もありましたが、今では
1回入力すれば書類ごとに必要項目が自動反映されるのでとても安全に、そして楽になり
ましたね。書類番号も連番で自動採番されますから、安心できます。

建築業界でいえば、一人親方のような業態の人ほど、専任の方を雇って管理するのは大変なこと。経理や営業の数字管理、
事務作業などもシステムを使って効率化することで、本来取り組むべき仕事に注力できるはずだと考えています。
人数が限られている私たちのような下町の企業こそ、何にどれだけの時間をかけるか、というのは非常に重要です。
使えるシステムはきちんと使って、本業に集中する。そのためにMakeLeapsを使うことをおすすめします。

01
Solution

02
Solution

営業担当の負荷を減らす！郵送代行機能

営業も経理も同じ立場で同じ景色を見ることができるようになった

以前は、請求書の作成管理システムを独自開発し導入していたんです。しかし、導入していた
Salesforceの定期的なアップデートに独自開発システムでは追加開発が必要となるなどの
弊害が発生しはじめてしまいました。そこでSalesforceと連携できるアプリパートナーの
中から選択することを検討し、MakeLeaps for Salesforceを導入しました。

導入のメリットの一つとして、請求書の郵送代行が可能なのはありがたいです。TABI LABOの
クライアントは、大手企業や代理店も多く、「原本を紙で郵送してほしい」と頼まれる傾向に

ある業界です。今までは紙でプリントアウトして切手を貼ってクライアントに送るまでを、営業担当者が行なっていましたが、
そのフェーズをMakeLeapsで効率化できるようになると更に便利になりそうです。今後は郵送代行の機能も使用していきた
いと思っています。

私の経営哲学とも言えますが、フロントの営業と、数字を管理するバックオフィスは
1本のパスで繋がるようにオペレーション設計すべきだと思っています。例えば、
経理担当者は過去の数字を記録することが仕事だと思いがちで、売上数字を見て

営業にフィードバックするという役割は思いつきにくい。しかし、売上見込みと実際の数字が
どれほどかけ離れているのか、より正確にかつ早く気づくことが出来るのは、常に数字と
向き合っている経理だったりします。

導入のメリットとして、営業がクライアントへ最初に訪問してから、請求書を発行するまでの
一連の流れをMakeLeaps for Salesforceで管理できるのは、やはりとてもいいです。請求書を含む数字関連については
商談案件のステータスを見て経理からアラートが出しやすい仕組みができたので、営業はより注力すべきお客様の対応や
クリエイティブな作業に工数を割けるようになったと感じています。

これは、フロントスタッフと経理のバックオフィスまでが同じ立場で同じ景色を見ることができるようになったという点で、
今後事業を拡大させていくには欠かせないことです。

01
Solution

02
Solution

管理本部長 兼 経営企画室長
野間 友介 様

株式会社TABI LABO
（新社名：NEW STANDARD株式会社)

※ 掲載内容は 2019 年 12 月時点の情報です ※ 掲載内容は 2018 年 10 月時点の情報です

株式会社太明代表取締役社長
太田 明 様

営業部
開陽丸 武明 様

8４
NIPPON

見積書
納品書

請求書

変換

NO
郵送代行

太田 明 様 開陽丸 武明 様
代表取締役社長
太田 明 様

営業部
開陽丸 武明 様

管理本部長 兼 経営企画室長
野間 友介 様

for Salesforce 導入事例
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受注

社員の手作業をできるだけなくす仕組みづくり

案件発生から会計への一連の流れがSalesforce上で確認できる

入金管理 チーム連携

行政書士法人GOAL

案件と売上を自動で紐付け
ヒューマンエラーはシステム導入で防止

業種  士業

AFTER

・ PDFからシステムにデータ転記
・ ネットバンキングから
 入金情報をコピペ

・ 手作業をなくす仕組みづくり
に成功

・ 入金情報も一元管理

BEFORE

脱Excel 郵送代行 使いやすさ 豊富な機能

スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
(新社名: 株式会社PLAY)

MakeLeaps for Salesforceは
導入も簡単、使い方も簡単

業種  コンサルタント業

AFTER

・ 属人的でバラバラなフォーマット
・ 商品マスタに連動しておらず、
 自由に発行が可能

・ フォーマットは全社統一
・ 商談商品がそのまま
 帳票に反映

BEFORE

URL

所在地

事業内容

https://play.jp/

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町9番8号KN渋谷3ビル

映像配信ソリューション事業・動画広告事業

URL

所在地

事業内容

https://go-al.co.jp/

〒104-0061　
東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル402

融資・補助金による資金調達サポート、
法人設立手続きを中心とした創業支援等行政書士法人GOAL

請求書の作成自体は別のソフト使っていたので非効率だった訳ではないのですが、
Salesforceと繋がっていなかったため、とにかく二度打ちしていました。案件と売上金額を
より詳細に可視化していこうというのがSalesforce導入のモチベーションだったのに、
肝心の金額が正確に、タイムリーに案件に紐付いてこないので本末転倒でした。

行政書士という仕事は、顧客に提供する時間が商品そのもの。実際に訪問したり、要望を
聞いたりする属人的な業務はサービスとして「プレミアム」の部分であり、効率化するわけ

にはいかない。だからデータの転記といった時間を省いて、お客様への気配りといった「プレミアム」を発揮する時間に当て
たかったんです。そのため、MakeLeaps for Salesforce導入の際には追加開発を入れて社員の手作業をなくすような仕組みに
しました。まず弊社の特徴として、非課税対象となる「預かり金」と課税対象となる「報酬」が混在している請求書を作成して
います。そこで、費目ごとに課税・非課税を自動指定できるようカスタム開発を依頼しました。また、郵送時の送付元住所も
担当者（商談所有者）が手動で選択する形だったので、それも自動反映されるようにしました。

なぜなら手作業ってミスるからです。どんな人間でも、日によって具合が悪い時も楽しくてしょうがない時もありますよね。
社員に「やれ」と言わずに、システムで解決できるように考えるのが、経営の仕事かなと思います。

導入の効果として、案件と売上の紐付け、そして入金消込。これがMakeLeaps for 
Salesforceではすごく簡単にできる。それによって、滞留案件（引き合いから請求書も

発送しているがお客様対応待ちで滞っている案件）の追っかけも可能になりました。重要だった
会計ソフトへのデータ移行もシームレスで、案件発生から会計への一連の流れがSalesforce
上で完結しました。何よりデータが揃ってきたことで、社員がSalesforce上で物を考えるように
なりましたね。情報がSalesforceの案件に全て集約されてるので、請求から入金状況まで
全て一度に確認できる。これは間違いなく定着するなと感じます。

01
Solution

02
Solution

商談情報や取引先情報が帳票に反映されるので、簡単&便利！

MakeLeaps for Salesforceは、かゆいところに手が届く

もともと見積発行周りにルールがなく、属人的で、情報がバラバラなため何もまとめられない
状況でした。帳票は全てエクセル。取引先とのやりとりは個人の記憶やメモに散らばって
おり、やめた営業が何に商談管理してたのかも全くわからない状態でした。

Salesforceを営業に導入後、書類の発行まで含めて、全てSalesforceを中心に回るように
したいと思うようになり、MakeLeaps for Salesforceを導入しました。
現在は商談の情報（商談商品）がそのまま帳票に記載され、Salesforceの取引先名、住所、

担当者名が自動で帳票に全て入ります。これはスムーズで簡単、とても便利だと思います。
見積書作成時間は感覚的にも確実に短くなっています。それこそお客様との商談中に、その場ですぐに見積書をお送りします、
と言える速さ。ものすごいスピーディでいいなと思います。バラバラだった見積書や発注書のフォーマットも全社統一され、
スマートになりました。
それからチャットで答えてくれるのはすごく嬉しいですよね。早いですしね、自分が聞きたいことに対して的確な答えをもらえる。
本当に助かってます。うちもサービスやってますが、チャットでこれだけ捌けるのはすごいです。

オプションの「メールドメイン設定」も最初から導入しました。見積書などを送るときの
お客様の開封率を上げるためです。システム生成のメールでも、私のアドレスから届くことで、

”杉山から届いたメール” として認識してもらえるので、コミュニケーションがスムーズになります。
最初から入れておいてよかったと思っています。

会社のルール作りの段階では、見積から顧客とのお金のやりとりをどこかで一元管理する
必要があります。そこで、いかに簡単に一元管理できて、プラットフォームを提供してくれる
アプリかという部分が大事です。MakeLeaps for Salesforceは導入も簡単、使い方も簡単。多少のカスタマイズは
出来るのでかゆいところに手がとどく。特に中小企業には導入のハードルが低いので入れ易いと思います。

01
Solution

02
Solution

行政書士/副代表/社員行政書士
若林 哲平 様

技術開発部のグループリーダー
杉山 慶恭 様

※ 掲載内容は 2016 年 12 月時点の情報です ※ 掲載内容は 2017 年 8 月時点の情報です

スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
（新社名：株式会社PLAY)行政書士/副代表/社員行政書士

若林 哲平 様
技術開発部のグループリーダー

杉山 慶恭 様

A社 B社

請求
¥

見積書

for Salesforce 導入事例
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簡単なクリック操作により入力ミスを防ぐ

電子承認によりワークスタイルが変わりました

脱Excel 豊富な機能 ペーパーレス 使いやすさ

株式会社リンプレス

「アナログからの脱却」を目指して。
分社を機に働き方改革を実現

業種  コンサルタント業

AFTER

・ 承認は紙ベース
・ 案件が増え、Excelを複数開くと
 ミスのリスクが高まる

・いつでもどこでも承認可能
・シンプルな操作により
 ミスを防止

BEFORE

URL

所在地

事業内容

https://www.linpress.co.jp/

〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号
品川グランドセントラルタワー23階

教育、研修事業、コンサルティング事業

はじめSalesforceを導入した際に、MakeLeaps for Salesforceの導入は見送ったの
ですが、事業が成長するにつれて請求書まわりの課題が浮き彫りになってきました。

例えば、お客様が増えてくると帳票の作成時にExcelのタブを多数開くことになる。すると、入力
間違いが起こりやすいという課題も発生しました。見積書や請求書で間違いは許されませんからね。
このような非効率な状況も変えなければならないと思いました。

Excelは便利ですが、複雑な表になりがちです。その点、MakeLeapsなら見出しを追加するのもボタン1つでできますし、
その操作によって表や計算式が崩れることもありません。当社の講師やコンサルタントは出張が多いので、交通費（税込）の
入力も、税金の有無や内税・外税の設定が簡単なので、入力ミスが少なくなりました。それに見積書から請求書へ
ワンクリックで変換できるのも便利ですね。

導入前の一番の課題は、見積書や請求書に対する承認印でした。当社のメンバーは地方出張も
多々ありますし、その時に上長の承認をもらうことができないとなると、とてもじゃないけど
効率的とは言えません。
そのため導入の一番のメリットは何といっても社外で承認ができるようになったこと。まさに
私たちが求めていたことを実現できました。判子を押すためだけに出社するのも業務工数増に
当たっていたので、電子印鑑があることでワークスタイルも変わりましたね。

実は、他社比較はせずにMakeLeaps一本で即導入したんです。当社が求めていた機能は搭載していましたし、価格もフィットして
いました。トライアル版も利用してみて「これなら大丈夫だな」と確信し、すぐに導入したんですよね。導入して数ヶ月経ちますが、
現在も特に大きな不満はありません。「もう少しここができたら…」と思う時も正直ありますが、どうにかなる。その程度のことでしか
ないんです。まさに「多すぎず少なすぎず」の絶妙な機能加減で満足しています。

01
Solution

02
Solution

株式会社リンプレス代表取締役
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※ 掲載内容は 2019 年 5 月時点の情報です
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