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財務・会計領域でエクセルから抜け出す最初の⼀歩は請求書発⾏︕︖
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１章 エクセルから抜け出し請求書発⾏サービスを利⽤する際に覚えておきたいサービスの分類・特徴

財務・会計領域でエクセルから抜け出す最初の⼀歩は請求書発⾏︕︖

エクセルに代表される表計算ツールは社内の数字管理だけでなく、取引先に送付する請求書などにも広く利⽤されています。

汎⽤性が⾼い⼀⽅で、管理のしにくさや、ツールの理解度が低いことで⼤きなミスにもつながるため、どうにかしたいと思われている⽅も少なくないの
ではないでしょうか。
今回はエクセルによる管理を抜け出す最初の⼀歩として「請求書発⾏」のサービスについて解説していきます。

主な財務・会計領域の分類

会計

勘定科⽬の設定や仕訳
の⾃動化などの機能によ
り決算書や申込書の作
成などの業務の効率化
を実現

給与管理・明細 請求書発⾏ 経費精算

複雑な保険料や税⾦の
⾃動計算、保険料率や
税率の⾃動計算などの
機能の提供に加え、勤
怠や会計などと連携

請求書を作成、閲覧、
送付、管理ができ、印刷
や郵送に係る業務の効
率化やコスト削減を実現
する

現場従業員による交通
費などの諸経費の申請
から経理部⾨による承認、
処理などの機能を提供

スマートキャンプ株式会社【SaaS業界レポート2018】を元に作成
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１章 エクセルから抜け出し請求書発⾏サービスを利⽤する際に覚えておきたいサービスの分類・特徴

請求書発⾏サービスが担う主な機能を確認

請求書発⾏サービスでは請求書以外にも、⾒積書、発注書、納品書、領収書など商品の購⼊やサービス提供の開始と完了に関する書類を対
象としているものがほとんどです。書類の発⾏・管理の具体的なステップとしては以下のような流れ・機能があります。

⼤きく3パターンの製品があり、どの機能に重きをおくかによって選び⽅が変わってきます。
次章ではそれぞれについて解説していきます。

請求書発⾏サービスのステップ毎の機能と3パターンのツール

帳票作成 承認機能 送付 ⼊⾦管理 売上レポート 会計処理
ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ ステップ５ ステップ６

＊⾊が濃く太いほど強く、⾊が薄く細いほど機能が限定的、もしくはない場合があるため弱い

パターン1
発⾏が強いツール

パターン2
会計が強いツール

パターン3
全般的に対応
しているツール
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パターン１ 請求書発⾏に注⼒したサービス群

エクセル利⽤の課題でよく⾒られる最新の請求書が分散されてしまったり、エクセルへの理解度によって使い勝⼿が変わるなどが解消され、⼿軽に
請求書を発⾏できるように設計されています。

⼀⽅で⼊⾦管理や会計領域との接続は得意ではないケースが多いです。

2章 請求書発⾏サービスのパターン別に⾒る主なメリット・デメリット

パターン1のメリット パターン1のデメリット

ツールを使うことで請求書などの最新情報や変更履歴を⼀元管理
できるようになる。数式を知らないといけないなどのスキル依存なく作
成や編集が可能になる。

申請・承認機能を有しているものがほとんどで、在宅勤務やペー
パーレスの促進にもつながる。

請求書の発⾏や管理を中⼼にしているサービスが多く、⼊⾦管理
（消し込み）などに対応していないことが多い。

先述の理由から、レポートもシンプルな内容が多く、サービス単体で
の分析では満⾜できないケースも少なくない。

NEW

最新情報を
⼀元管理

スキル依存
リスクが低い

テレワークなど
の対応

⼊⾦管理まで
対応していないこともある

レポート機能が
不⼗分な場合もある
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パターン２ 会計処理に重きを置いたサービス群

前章の区分でいうと「会計」に分類されるサービス群ですが、請求書発⾏機能まで有しているケースがあります。管理会計を徹底していて、請求書
と勘定項⽬が直ちに結びつく必要のある企業様などの利⽤が多いパターンのサービスです。

基本的には会計ソフトとなるため、ソフトの他に会計⼠への依頼が必要となるか、学習に時間がかかるため、コスト⾯では⼤きくなる傾向があります。

2章 請求書発⾏サービスのパターン別に⾒る主なメリット・デメリット

勘定科⽬の設定や仕訳の⾃動化など、会計に関わる業務の効率
化に強みを持つ。

⼊⾦管理にも対応しており、作成されるレポートによって経営状況
の可視化に繋がることが期待できる。

会計向けソフトのため⾃由度が低く、申請・承認などのワークフロー
機能も不⼗分であるケースもある。また、ある程度会計ソフトへの
慣れや知識がないと利⽤し⾟いことが多い。

そのため、現場のスタッフが使いこなせない可能性があり、その場合
は学習コストがかかる。

⼊⾦管理に
強い

レポート機能
も充実

⾃由度が低く
ワークフローも弱い コストが⾼くなりがち

会計処理の
効率化が実現

パターン2のメリット パターン2のデメリット
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パターン３ バランスの取れたサービス群

パターン3は、帳票の作成から売上レポートまで柔軟に活⽤できるサービス群です。また会計ソフトへの連動も⼗分に考慮されたサービスが多く、
APIによる連携や、標準的なCSVファイルなどでのエクスポートに対応しているケースが多いです。

使いこなせれば幅広い業務を効率化できますが、そのためにはAPIなどのシステム的な理解が必要になります。

2章 請求書発⾏サービスのパターン別に⾒る主なメリット・デメリット

請求書発⾏から⼊⾦管理、レポートまで柔軟に対応している製品
が多く、煩雑になりがちな送付作業にも対応していることが多い。

会計ソフトなどとの連携については、APIで連携したり、CSVなど標
準的なファイル形式で出⼒できたりすることで、柔軟に対応できる
サービスが多い。

会計ソフトとはAPIを使って連携しているものも多いが、APIなどシ
ステム的な理解がある程度必要となってしまう。

上記のような連携については、サービス・システム提供側のサポート
体制が⼗分でない場合、使いこなせない可能性がある。

請求書発⾏
に強い

柔軟な
送付対応

会計処理も
APIで連携可 システム的な理解が必要

パターン3の主なメリット パターン3のデメリット
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請求業務の⼯数を⼤幅に削減する「MakeLeaps（メイクリープス）」

3章 請求業務を、もっとかんたんに 「MakeLeaps」

バックオフィス業務は企業に必要不可⽋な業務ですが、直接売上を作り出すものではありません。
しかし、業務の効率化を⾏うことで、コストや⼈的リソースを本来⾏うべき営業活動などに活⽤することができます。その結果、ビジネスの成⻑を後
押しすることができるように。そのため、財務・会計業務をはじめとするバックオフィス業務を効率化するサービスは注⽬を集めています。

「MakeLeaps」は、請求書の作成・送付・管理に特化したクラウドサービスです。
請求業務のヒューマンエラーや属⼈化を防⽌し、情報を⼀元化することによって管理業務の効率化にも貢献します。

請求業務をクラウド＆AI化して、社内リソースをコアビジネスへ

クラウドで⾒積・納品・請求書を簡単作成、管理、郵送

• ⾒積書〜請求書
PDF作成
• 請求書作成予約
• 外貨対応
• 他伝票から変換
作成
• CSV⼀括作成
• ⽇本語/英語切り
替え

• グループ商品
• 段階承認
• メール
Slack通知

• セキュア送信
(メール)

• 郵送代⾏

• ⼝座連携
(Moneytree連携)

• バーチャル⼝座
(楽天銀⾏連携)

• 予想売上⾼
• 売上報告
• 売掛管理

その他機能

カード決済機能

PDF⼀括送付

作業時間管理

会計連携

IPアドレス制限

販売連携

Slack通知

RestAPI

帳票作成 承認機能 送付 ⼊⾦管理 売上レポート
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請求業務における「MakeLeaps」の各ステップの強み

「MakeLeaps」の各ステップにおける機能と強みをご紹介します。

3章 請求業務を、もっとかんたんに 「MakeLeaps」

ステップ 主な特徴や強み

帳票作成 ・⾒積書から請求書まで営業シーンで必要な８種類の書類が作成可能。ワンクリックで書類の変換もできる
・⽇本円以外の外貨書類も作成可能。英語テンプレートを標準搭載

承認機能 ・書類を作成後、システム上で簡単に承認依頼が出せる。印刷やメール作成の⼿間はなし
・承認を出す⽅も受ける⽅も、インターネット環境さえあればいつでもどこからでも対応できる

送付 ・送付⽅法は、電⼦送付と郵送代⾏の⼆種類から選択可能。ペーパーレス化への段階的な促進へ対応
・郵送代⾏を利⽤すれば、印刷〜封⼊、投函までワンクリックで代⾏可能。経理担当者の⼯数削減に貢献

⼊⾦管理 ・通帳に印字しなくても、⾃動で⼊⾦情報をMakeLeapsに取り込んで⼀元管理できる
・作成した請求書と⼊⾦情報をシステムが「推測」し、⼊⾦紐付けを⼿助け。⼯数削減とミス低減に貢献

売上ﾚﾎﾟｰﾄ ・予想売上⾼や、メンバー毎・取引際毎の売上報告もリアルタイムで共有可能。レポート作成の⼿間なし
・タグ機能を利⽤することで、⾃社独⾃のフィルターを作成しレポート化が可能に

会計 ・OBC製品、PCA製品をはじめとする会計ソフトと連携できる
・システムに保管したデータは、CSV/Excel形式で⼊出⼒可能

その他 ・⽇英バイリンガルサポートが、チャット・メールでできる
・公開しているAPI/Webhookを利⽤して外部システムと連携できる
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導⼊事例
帳票書類の作成・郵送の作業⼯数が9割削減

ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社では、既存のシステムを運⽤する中で、営業やアシスタントが以下図で述べる4つの課題を感じており、そ
れを解決できるサービスを⽐較検討していました。複数社から⽐較検討を⾏い、トライアル期間を通して検証した上で導⼊に⾄りました。

課題解決だけでなく、既存のシステムで⽣じていた書類フォーマットによる誤字脱字の削減や、商品登録機能による商品情報⼊⼒の属⼈化の解
消などの効果もみられました。

3章 請求業務を、もっとかんたんに 「MakeLeaps」

導⼊前の４つの課題 導⼊後

システム間の連携ができず、
書類の作成に時間がかかる

既存のシステムでは商品ごとに
消費税率を設定できない

取引先の増加に伴い、
郵送コストが増加

9割以上作業⼯数が減ったという実感

印刷→押印→PDF化
の⼿間を削減したい

書類の作成時間の軽減
⾒積書を直接セキュア送信で送ることができ、変換機能で請求書への変換も容易
になり、⼤幅な時間短縮に

郵送にかかるコストや⼯数の削減
郵送から電⼦送付に切り替えたことで、切⼿や封筒代などのコストが削減。また、封
⼊や送付などの⼯数も⼤幅に削減された

消費税改正への対応
項⽬ごとに消費税率を設定できるため、2019年の消費税率改正以降の運⽤も
スムーズに

押印・捺印の⼿間の削減
PDFなどで送付する際もシステム上で作成・送信が可能となり、印刷し、押印・捺
印、PDF化するなどの⼿間が削減された
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会社概要

会 社 名 メイクリープス株式会社

所 在 地
〒153-0061
東京都⽬⿊区中⽬⿊3-1-5 YK中⽬⿊ビル2F

設 ⽴ 2014年7⽉

代 表 者 代表取締役社⻑ 児⽟ 哲

株主情報 株式会社リコー 100%

事業内容 クラウド型請求管理ソフト MakeLeapsの開発・販売・サポート提供



本資料についてのお問合せやご相談は下記までご連絡ください

メイクリープス株式会社
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お問合せ先
ウェブサイト︓https://www.makeleaps.jp/

メールアドレス︓contact@makeleaps.com

https://www.makeleaps.jp/
mailto:contact@makeleaps.com

