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１章 エクセル、スプレッドシートなどでは発⾏・管理が⼿間

請求書の発⾏・管理。どのようなツール・システムを使⽤している︖

請求書発⾏にエクセルやアクセス、スプレッドシートなどを利⽤している企業も少なくありません。⼿軽に作成できたり、レイアウト含め⾃由度が⾼い
反⾯、デメリットも多く存在します。

次項からはエクセルなどによる請求書・管理でありがちな課題について⾒ていきます。

請求書発⾏に使⽤される主なツールなど

請求書
発⾏システム

専⽤のシステムで作成・管
理するため、作成が簡単に
できてミスも起きづらい。

クラウド型が主流なため、場
所や時間をとわず、いつでも
発⾏・確認ができる。

エクセル アクセス スプレッドシート

無料テンプレも豊富に公
開されており⼿軽に発⾏
が可能。特別なツールの
インストールは不要。

独⾃のDB管理を⾏え、
必要な形式に出⼒する
ことも可能。

クラウドで共有しているた
め、発⾏や確認をどこか
らでも確認できる。

A

作成が⼿軽に⾏える反⾯、デメリットもある⼿法︕︖
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１章 エクセル、スプレッドシートなどでは発⾏・管理が⼿間

エクセルやスプレッドシートを利⽤することのデメリットも︕

⼿頃に作成できるため、エクセルやスプレッドシートを利⽤している⽅も多いかと思います。

しかし、請求書発⾏を⽬的としていないツール・システムを導⼊することのデメリットも存在しています。
以下は代表的なデメリット・課題です。

ペーパーレス化の
遅れ

テレワークやペーパーレス
での対応が普及しつつあ
る中、対応が遅れてしま
うことで、事業スピードも
低下してしまうリスク。

ミスによる
⽣産性低減 更新の属⼈化 不⼗分な管理

関数を利⽤して誰もが使
えるように⾒えるが、実際
は利⽤者によってミスが
発⽣してしまうリスク

関数そのものの変更や、
利⽤者の不⽤意な操作
で壊れてしまったファイル
の修正が属⼈化してしま
うリスク

実際に送付した内容など
を⼀元管理できず、最新
ヴァージョンなどを把握で
きず、予実の確認が不
透明に。

関数変更

マクロの
変更

項⽬の
追加

引⽤情報の
追加

どれが
最新ver?

代表的なデメリットや課題
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2章
エクセルから脱却し、請求書発⾏システムを選ぶメリット
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Tips① 誰もが使えるツールでミスを低減

2章 エクセルから脱却し、請求書発⾏システムを選ぶメリット

システム導⼊のメリット

誤って数式を変更

誤って必要な⾏を削除

印刷時に必要な箇所が
プリントされていない

よくある問題

請求書発⾏システムを導⼊することで、
決められた情報しか⼊⼒できなくなり、
リテラシーの差によるミスを低減可能。

関数に理解のない⼈でも
簡単に編集できてしまう

印刷設定などを知らない
まま実施する⼈もいる

⼊⼒可能箇所が決まっている

削除などの操作も制限される

情報編集後、レイアウトは⾃動調整される

主な原因

誤った書類発⾏リスクの低減

1

2

誤った請求書の作成や発⾏をしてしまう1
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Tips② 請求書の属⼈化を防ぐ

2章 エクセルから脱却し、請求書発⾏システムを選ぶメリット

システム導⼊のメリット

マクロや関数が壊れたが、
直せない

よくある問題

マニュアルやサポート体制のあるシステム
を導⼊することで、属⼈化することなく
請求書発⾏を⾏うことが可能になる。

特定の⼈しか関数やマクロ
の修正や調整ができない

属⼈化を防ぐためのマニュアル
の整備がされていない

誰もが、⾃⾝の権限内で⾃由に編集等が⾏える

多くの場合、マニュアルがあるため確認できる

サポートセンターがあるケースも多い

主な原因

属⼈化リスクを低減

1

2

ファイルの編集に時間がかかる2

新しい情報を追加するため、マクロや
関数を編集したいが、わからない
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Tips③ ⼀元管理し最新情報を素早く検索

2章 エクセルから脱却し、請求書発⾏システムを選ぶメリット

システム導⼊のメリット

共有のルールはあるが
忘れてしまっている

それぞれが端末にだけ管理している

よくある問題

発⾏や編集をシステム上のみで⾏うため、
バージョン管理が楽に。
また、共有漏れもなくなる。

ローカルソフトのため⾃由に
編集、発⾏、送付が可能

共有フォルダなどへの格納も
忘れるリスクは⾼い

システムで発⾏すれば、履歴が記録される

システムで発⾏すれば、情報を誰もが確認可能

主な原因

情報の⼀元管理

1

2

最新の書類が瞬時にわからない3



10

Tips④ ペーパーレス、テレワークにも対応できるツールを

2章 エクセルから脱却し、請求書発⾏システムを選ぶメリット

システム導⼊のメリット

承認のためだけに
出社しなければならない

書類を確認するために出社して、
キャビネットやフォルダ内の書類の中
から探し出さなければいけない

よくある問題

システム導⼊により、ペーパーレスやテレ
ワークへの対応が促進される。

承認フローがデジタル化され
ていない。

紙媒体やスキャンデータでの
管理が基本となっている。

どこからでも申請、承認ができるため、出社不要

データベースで⼀元管理することで検索性が向上

主な原因

ペーパーレス、テレワークに対応

1

2

テレワークなどへの対応が遅れる4
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3章
請求業務を、もっとかんたんに 「MakeLeaps」
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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

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

メイクリープス株式会社
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