
サービスのご紹介
書類作成（見積書や請求書など９種類）から

電子承認・電子送付（セキュア送信）までできちゃう！

銀行口座の情報と連携し、入金消込もラク！

バックオフィスのDX化を加速させるビジネスツール。

MakeLeaps（メイクリープス）サービス紹介資料



メイクリープスとリコーは、リコー製の複合機やさまざまなベンダーのシステムと

「MakeLeaps」を組み合わせることで、ワークフローのデジタル化に貢献します。
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中小企業様 から 大企業様 まで

様々な規模・業態の会社でご導入いただいております

※ 電子帳簿保存法に対応しており、「電子取引ソフト法的要件認証」「電子書類ソフト法的要件認証（認証パターン 2: 取引関係書類の作成・保存）」において JIIMA認証を取得しています。
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特徴

MakeLeaps でこんなことができます！

帳票作成 帳票送付

※ Salesforce、PCA会計、OBC勘定奉行、弥
生会計、kintone、Slack対応

見積書、発注書、請求書など
合わせて９種類

入金管理
銀行振込、クレジット
カード、口座振替、

仮想口座、入金消込に対応

既にお使いの基幹システム、
会計システム、ビジネス

ツールにもスムーズに連携

データインポート・
エクスポート

取引先データを一括登録、
作成書類のデータを

一括出力

他社システムとの連携

ボタン１つで変換できる！
（例：見積書⇄請求書）

帳票変換
1. 郵送代行（1通 158円 税抜）

       印刷・封入・郵送すべて

2. 請求書などをセキュア送信
　　安全・迅速にオンラインで完結！

書類のURLがお客様にメール送信されます

その他 | 承認・権限設定、売上レポート、ロゴ印影表示、作成予約、外貨・英語帳票、導入サポート、インボイス制度対応、電子帳簿保存法対応
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営業部門の

お悩み解決 その見積書や請求書、エクセルで
作成・連携していませんか？

MakeLeapsなら だれでも

かんたん に 帳票作成できる

Web上で

リアルタイムに

社内連携・承認

もラクラク

送付 / 未入金

などで

一括検索

ボタン１つ

かんたん

書類変換

抜け漏れ、入力ミスが起こる

どのファイルがどの帳票？
帳票探すのにひと苦労

帳票が属人的になりやすく
フォーマットがバラバラ

エクセルだと ...

AFTER
BEFORE
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その請求書。手作業で印刷・封入・投函
していませんか？

経理・総務部門の

お悩み解決

MakeLeapsなら、請求書を 郵送代行

または、安全・迅速 にメール 送付

ボタン１つ

素早く

請求完了！

面倒な印刷・郵送業務は

郵送代行で！ (1通 158円 税抜)
1 安全・迅速にオン

ライン請求！2

郵送業務は

まるごと

おまかせ！

データ

保守

宛先の確認に時間がかかる

送付用・保管用と印刷コストや手間

がかかる

切手を買って、投函のたびに

郵便局へ行く煩わしさ

印刷・封入・投函が手作業だと ...

AFTER
BEFORE
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経理部門の

お悩み解決 めんどうな入金消し込みの負荷を
どうにかしたい！

MakeLeapsなら 入金管理機能 で

半自動化できる

推測システム

で確認と

クリックだけ
他システム

とスムーズに

連携できる

営業からもらった請求データと、入
金額が合わない

どの入金がどの帳票？
目視確認は時間がかかる

複数の請求が一括で入金
されて追いかけられない

手入力だと ...

入金管理も

らくらく

AFTER
BEFORE
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売上を管理

BEFORE導入効果

部署間の共有漏れによる遅延やミスが頻発 独自管理でチーム連携も希薄に

経営状況を
把握

過去の数字を
管理

過去データが見つけづらい最新の売り上げデータは？

伝達ミス
発生

営業

経営

経理

連携されていない、俗人的なデータ管理の場合

伝達ミス
発生

伝達ミス
発生
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AFTER

MakeLeapsは、 1つのプラットフォームで各部署の情報を

リアルタイム で共有できる！便利なビジネスツールです。

導入効果

過去の売上や請求データがいつでも、どこからでも把握できて迅速に対応できる！

営業

売上を管理

経営状況を
把握

経営

過去の数字を
管理

経理
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製品説明

9



その他の機能

カード決済機能　　作業時間管理　　IPアドレス制限　　Slack通知

PDF一括送付　　　会計連携　　　　販売連携        　      口座振替

Salesforce連携　　 kintone連携　　   Rest API

機能一覧 MakeLeaps でできること

• 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

• グループ承認

• 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
(楽天提携ジャスト
マッチ)

• 予想売上高

• 売上報告

• 売掛管理
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MakeLeapsならだれでも、かんたんに帳票作成できる！

ミス漏れを防止するための様々な機能があります。

シンプルなUIのため、ITが苦手な方でも簡単に帳票の作成が可能です。

定型パターンの作成
取引先やパッケージ商品ごとに、テンプレートを作成すれば、該当の
定型パターンを適応させるだけですべて自動入力されます

書類の変換はワンクリック
例えば、見積書から請求書の変換はたったの２クリックで請求書
作成完了。これで入力漏れ、書類番号の変更忘れサヨナラ！

外貨・バイリンガル対応
外貨、英語の帳票作成に完全対応。操作画面もユーザーごとに
日/英の切り替えが簡単に行えます。

帳票作成

帳票作成でよくある問題

・ヒューマンエラーによるミスの発生

・属人的な帳票作成と煩雑な管理
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書類のテンプレートは、以下の３つがあります。
• プロフェッショナル(※) 
• プロフェッショナル（窓付き封筒用）(※) 
• スタンダード

(※) については、軽減税率、繰越金額の記載にも対応しております。

① 書類情報
書類番号、発行日、お支払い期限日

② 案件名、合計金額

③ 追加できる項目は3種類
• 項目：以下の項目すべてを入力可能
（項目名、単価、数量、消費税、源泉税）

• 見出し：案件名などの説明を入力します
• 簡易項目：単位、数量が不要な際に利用

④ 振込先、備考欄

請求書に記載可能な項目

帳票作成

追加項目

案件名、合計金額

振込先、備考欄

書類情報

⑤ インボイス制度対応の適格請求書作成が可能
登録番号、適用税率 及び 消費税額等 の記載が可能です。 12



定期・定額請求書は、クリックで簡単作成 & 作成予約で抜け漏れ防止！

定期的に発生する定額請求書の作成をスケジューリングする機能。

 (例：月払・年払の会費、サービス料金など)

MakeLeapsの作成予約なら、作成予定

の請求書は、月ごとに「作成待ち」に一

覧表示されるため、発行漏れ防止に繋

がります。

請求頻度も設定できるので、3ヶ月に１度

の請求も忘れず発行できます。

作成予約

特定の作成予約に対して、

「雛形となる書類・開始日・終了日・請求頻

度」などを事前設定すると、

確認&クリックの操作で請求書を作成！

コピペミス、書類番号の変更漏れとは

サヨナラ！

定期・定額請求でよくある問題

・発行スケジュールはエクセルで管理している

・コピペのミスや書類番号変更忘れなどミスが多発し、お客様の信頼を失う

オプション 口座振替連携オプションとの

併用も便利です。
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書類承認のためのコミュニケーションを簡略化！承認履歴が残るため、
社内統制が可能に。

帳票の発行に際し、MakeLeaps上で承認フローを実行。

承認者は、スマホからも確認・承認が可能。

MakeLeapsはクラウド製品のため、依頼者も

承認者もインターネットさえあれば、 いつでも

どこでも対応可能。承認フローの大幅な効率

アップを実現します。

また、履歴を残すことで、しっかり情報管理を

行います。

承認機能

紙承認でよくある問題

・上司が不在で承認がもらえず、見積書の発行ができない！

・承認での指摘事項や対象帳票など、後から見返すときに
　検索に時間がかかる
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郵送作業を完全自動化！ヒューマンエラーも残業も同時になくす

送付状の作成・印刷、帳票の印刷、封入、投函までをすべて代行。

クリックだけで、紙書類がお客様の元へ！

人の目や手から離すことで、ミス漏れ等の ヒューマンエラーを防止。

異なる書類の同封や宛名・住所の呼び出し、郵送先住所の指定など、送付機能の柔軟性は

業界トップレベル！

送付業務の7割を郵送代行に切り替え、

時間効率は10倍にアップしたというユーザー様も！

詳しくは導入事例ページをご覧下さい。

郵送代行

（郵送サンプル見本）

ワンクリックの操作により、1通あたり158円（税抜・切手代込み）

で、右のように封筒に入れられた状態でお送りいたします。 18時
までのご依頼で、翌営業日には投函完了。
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書類を何枚でも電子送付！請求書の完全電子化を手軽に実現！

帳票をメールに添付せず、セキュアリンクが記載されたメールを

安全・スピーディに送信。受信側の閲覧ステータスも見える化！

社内のペーパーレス化を推進！

情報の検索スピードの向上、保管場所の削減、印刷費用削減など良いことずくめ。

セキュアリンクの記載により、高いセキュリティを担保し、また、 ダウンロード期限を設けているため

安全・スピーディに送付できます。

セキュア送信

送付済み

セキュア送信済み
(参照済み)

お客様の閲覧状況
や支払い状況が
一目で分かります

お客様の受信メール

MakeLeaps書類一覧画面* オプショナル設定で、セキュアリンクを開く際にパスワードの入力を求めるように設定することも可能

お客様が

リンクを

クリック
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標準テンプレート
変更後

（エクセルをカスタム）

これまで色や、ロゴ・社印・各
項目の表示サイズと位置は
固定でした

ロゴ・社印・各項目の配置
や、行間・色などを調整がで
きます

これまで項目・明細行は固定
でした

任意の項目、明細行を追加
できます

Excelでデザインをカスタマイズし、そのデザインで書類を作ることが可能

今まで通りの書類も、新たなデザインも。

書類デザインはExcelで自由に作成いただけます！カスタムテンプレート

現在使用している帳票フォートマットも、新たに作成する場合

も、使い慣れたExcelを使って、自由に様々な書類

テンプレートのデザインを作成することが可能です。

テンプレートとなるExcelに、差し込みたい書類データを変数と

して記述します。Excelの表現力をそのまま流用しつつ、クラウ

ドで書類発行のメリットを最大限に活用に！

サンプルのExcelテン

プレートを利用すること

で、一からデザインす

る手間が省けて、とて

も簡単！
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販売管理システムなどで作成したPDF書類を一括で取り込み、

郵送代行やセキュア送信ができる！

外部システムで作成したPDFファイルのみを、MakeLeapsから

送付することができるオプション機能です。
（※オプション料金：¥1,000/月）

A4縦型もしくはA4横型のPDFファイルであれば、いつでもどこからでも送付が可能となり、

テレワーク環境でも書類の郵送作業や電子送付ができるようになります 。

送付方法は、郵送代行・セキュア送信の両方に対応 しており、アップロード結果画面からは、

書類の送付状況の確認もできます 。

PDF一括送付

例えば...
自社システムで作成

した自社フォーマット

のPDFだけ郵送代

行もしくはセキュア送

信したい際に便利！

オプション
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インボイス制度の「適格請求書発行事業者の登録番号の記載」と「税率ごとの消費税
額および適用税率の記載」に対応！

※適格請求書等保存方式の詳細については、 国税庁のウェブサイト 、または「インボイス制度とは？  売り手側・買い手側が  準備すべきこと 」で詳しく解説していますので、あわせ
てご確認ください。

2023年10月開始の適格請求書等保存方式（インボイス制度）

に対応した適格請求書を作成できます。インボイス制度に対応

19

自社情報として登録番号を登録でき、登録後に発行した請求書

には全て登録番号が自動発行。

税率ごとの合計金額の自動計算をはじめ、区分記載に必要な機

能は全て網羅。インボイス制度の要件に沿った請求書が作成可

能。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.makeleaps.jp/special/invoice-about/


電子帳簿保存法*の要件に沿って送信(発行)書類の電子データを保存！

令和4年1月施行の電子帳簿保存法の基準に対応し、

MakeLeapsで管理して送付した書類控えの保管が可能。電子帳簿保存法に対応

令和4年1月法改正の施行後、電子で送受信した取引は電子データでの保存が原則義務化されます。

MakeLeapsは送信（発行）側が求められる自己が発行した取引関係書類の写しの 「電子書類保存」と「電子取

引」の要件を満たすための機能を用意しています。 （有料契約期間に限る）

・改ざん防止：MakeLeapsで管理している書類は訂正

又は削除を行うことが可能。訂正又は削除を行った場

合はこれらの事実及び内容を確認可能

真実性

可視性

・検索：「取引等の年月日」、「取引金額」および

「取引先」を指定して各種検索が可能

・見読可能装置の備付: PDFを開ければ問題ない

・保管期間：11年間3ヶ月（有料契約期間中に限る）
・関係書類の備付: Webマニュアル等を提供

その他
* MakeLeapsは令和3年改正・令和 4年1月施行の電子帳簿保存法改正の自己が
発行した取引関係書類の写しの「電子書類保存」と「電子取引」の保存要件に対
応しています。
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電子帳簿保存法に対応
MakeLeapsの活用方法別、

電子帳簿保存法の対応方針一覧

「書類の作成元」、「送付方法」によって異なる

* 電子帳簿保存法の対応は、取引金額等の必要情報に合わせて発行 PDFファイルをMakeLeaps上に保存されている書類のみが該当します。
** 電磁的記録で保存することができる国税関係書類は、「自己が一貫して電子計算機を使用して作成する」ものに限ります。

書類の作成元

書類の送付方法 電子帳簿保存法の適用可否

対応
利用システム 送付方法 電子帳簿等保存 電子取引

MakeLeaps

MakeLeaps
セキュア送信 ー 該当 ◯

郵送代行 該当 ー ◯

MakeLeaps以外

PDFをメールソフトで送付 ー 該当

△
メールにMakeLeapsのセキュアリンクを貼り

付け
ー 該当

FAX（複合機等） ー 該当

印刷して郵送 該当 ー

◯印刷して手渡し 該当 ー

印刷FAX（電話機より） 該当 ー

外部システム

(PDF一括送付オプション)
MakeLeaps

セキュア送信 ー 該当 ◯ (*)

郵送代行 該当(**) ー ◯ (*)
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電子帳簿保存法に対応したサービスとして「電子取引ソフト法的要件認証」
および「電子書類ソフト法的要件認証（認証パターン2: 取引関係書類の作成・保存）」
を取得しています。

メイクリープスは、公益社団法人日本文書情報マネ

ジメント協会（JIIMA）に電子帳簿保存法の法的要件

を満たしたサービスとして認証されています。メイク

リープスを導入する企業は、電子帳簿保存法に適し

た運用を、安心して導入・使用することができます。

※ 認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

電帳法要件確認の負担をかける事なく、最新の法令基準に対

応したサービスとしてより安心して導入いただけます。電子帳簿保存法に対応
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発行書類控えに記録された書類データを、RICOH 
証憑電子保存サービスへ連携する機能。
（※オプション料金：¥1,000/月）

RICOH 証憑電子保存サービス連携

オプション

連携した書類データは、改正電子帳簿保存法に準拠した証憑電子保存

することができます。

「RICOH 証憑電子保存サービス」は、請求書、納

品書、領収書、見積書、注文書など複数証憑の保

存に対応！手軽に手間なく始められる電子保存

サービスで、過去の証憑の閲覧・検索も簡単です。

MakeLeapsで発行した書類（発行書類控えに記録

されたデータ）を、RICOH 証憑電子保存サービス

の発行証憑内の該当フォルダに連携し、様々な 証

憑の一元管理でさらに便利に！

発行証憑
発行書類

控え
書類
作成

送付

電子送付

郵送代行見積書

請求書

自
動
保
存

データ
連携

1,000円/月
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カード決済機能で双方に大きなメリット！便利に賢く請求業務を改善

送付した請求書に対して、お客様がウェブ上でカード決済が可能。小口

の請求で、請求書の発行通数が多い企業様に最適。カード決済機能

請求側 (御社) のメリット 支払い側 (取引先) のメリット

❶ 最短5営業日で支払いの受取り可能

❷ 面倒な入金消込作業を自動化

❸ 費用は手数料 (請求額の3.6%) のみ

❶ いつでもその場でお支払い

❷ クレジットカードのポイントが貯まる

❸ 振込手数料不要

（対応クレジットカード）

固定費

0円

最短

5営業日

着金

手数料

3.6%
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銀行口座から入金情報だけを自動取込！

銀行に出かける必要がなく、記帳要らずの新たな入金管理。

画面上で入金明細（入金日、入金金額、振込名義）を確認。

該当する請求書と紐づけてかんたん消込。口座連携

入金データもMakeLeapsに取り込み、一元管理！

カ) サンプルA  ¥10000
カ) Zカイシャ   ¥90000
トリヒキカ )     ¥12000
エンタープライズ  ¥1234
カ) サンプルG  ¥20000
Bカイシャ      ¥789000
トリヒキカ )     ¥12000
カ)テストABC ¥56789
Bカイシャ      ¥589000
トリヒキカ )     ¥12000

カ) サンプルA  ¥10000
カ) Zカイシャ   ¥90000
トリヒキカ )     ¥12000
カ)テストABC ¥56789
Bカイシャ　   ¥589000
トリヒキカ )     ¥12000
エンタープライズ  ¥1234
カ) サンプルG  ¥20000
Bカイシャ　   ¥789000
トリヒキカ )     ¥12000

入金データ 請求データ

エンタープライズ  ¥12340

エンタープライズ  ¥12340

入金消込は、取り込まれた情報に条件が合う

請求書を自動的に呼び出してくれるので、

余計な手間がかかりません。機械学習によって

精度が高められていくため、消込を行えば行うほ

ど、よりかんたんに消込できるようになります。
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入金消込を完全自動化！入金管理を楽にする楽天銀行のバーチャル口座。

「社名が明記されていない振込名義からの入金 …」も、これで大丈夫！

仮想口座番号から自動で紐づく顧客と請求書を割り出します。  担当者は画面上で紐付きの内容を確認し、 クリッ

クするだけで入金消し込みが完了です。

振込人の特定を自動化することにより、 入金消込の精度とスピードを大幅にアップ！！

取引先ごとに専用の「仮想口座」を設定し、MakeLeapsの
「入金管理」に連携することで、振込人の特定と入金消込が

更に自動化されます。（※ オプション料金：¥3,000/月）バーチャル口座

振込人特定に時間がかかる 口座番号から振込人を特定できる！

振込人名の不一致 顧客別にバーチャル口座を設置

オプション
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振替データを自動で生成し、入金情報も取り込み。
請求・回収の両面で業務効率化を実現！

口座振替連携サービス

オプション

請求から入金管理・消し込みまでを効率化

口座振替サービスを利用する際に発生する、 振替依頼データの登録作業、回収結果の消込作業を

デジタル化することで、経理業務の大幅な効率化を実現します。

入金結果はMakeLeapsに反映されるため、請求情報と入金情報の紐付けもより確実に行えます。

※ 口座振替連携サービス for MakeLeaps のご利用には、別途リコージャパン社との契約が必要となります。

※ お申し込みの際、MakeLeaps・リコージャパン社・収納代行業者の３種類契約となることをご了承ください。

作成した請求書をもとに口座振替を実行。入金データも
MakeLeapsに取り込めます。定額の請求（会費や月謝）に便利
です。（※ オプション料金：お問い合わせください）
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請求書の情報を元に、請求額や売掛金などのデータを

分かりやすい表やグラフで参照できます。レポート

最新情報に裏付けられたデータによって、
よりスマートな経営判断を可能に！

売上状況確認でよくある問題

・経営陣の把握している数字と営業・経理が把握している数字に差異がある

・エクセルの数字の羅列を見ても直感的に理解できず、把握するのに時間がかかる

売掛金管理だけではなく、予想売上高や、

有効取引先 /メンバー/タグごとの売上報告もすべて

このレポートから確認できます。

もちろん、絞り込みを行なったり、特定のグラフを

表示/非表示にするなど、柔軟性に対応。

営業・経理・経営、すべてのメンバーが同じ情報を

リアルタイムに共有できます。
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操作履歴の管理
複数のユーザーが共同作業した場合も、作成、修正、郵送依頼、
消去などの全てのアクションをシステム上に残すことにより、 属人化の防止、ならびにミスが起きた際の責任
を明確にすることが可能となります。また、操作や日付での絞り込みも可能です。

上場を控えた中小企業やメンバーの多い大企業にとって、

システムでの情報管理、社内統制は必須です。社内の情報管理

これぞクラウドのメリット！システムを使って社内統制。

・システム化して便利にしたいが、入金データを見れる人は経理のみにしたい

・エクセルで帳票作成しているため作業が属人化しており、誰がいつ何をしたか不透明

アクセス権の設定
書類ごと、操作ごとに権限設定が可能。 必要な人だけに
必要な権限を付与することで、社内の情報管理を徹底化。

例えば、右のように営業・経理で閲覧/作成/送付を細かく設定することが
できます。

• 見積書の作成・送付

• 請求書の閲覧

• 請求書の作成・送付

• 入金管理
経理

営業
権限

権限

社内統制でよくある問題
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作成した発注書•検収書に対して、取引先がシステム上で

簡単に発注•検収を行うことができます。発注・検収機能

取引先とのやりとりをシンプルに。そして履歴はしっかり管理！

発注・検収業務でよくある問題

・紙でもらう場合、「PDF送付⇒先方が印刷/押印⇒スキャン⇒返信」と工数がかかる

・いつ誰から発注されたか膨大な量のメールから探すのが大変

※ただし以下のフローはセキュア送信で送
付した場合に限ります

❶ [御社] 検収書を作成し、

セキュア(メール)送信

❷ [取引先] 内容確認後「検収完了を通知」

❸ [取引先] 担当者名、コメントを入力し検収完了

❹ [御社] メール通知されたら、

「セキュア受信箱」内で詳細を確認

(必要に応じて)

❺ [御社]「書類を作成」から、

その検収内容に応じた請求書を作成

シンプル＆スピーディに発注•検収を完了することができ、過去の発注•検収履歴はすべてセキュア受信箱に保存されているため、安心です。

MakeLeapsでの検収フロー
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KintoneとMakeLeapsがシームレスにデータ連携することで、

様々な情報の一元管理が可能に。（※ オプション料金：¥5,000/月）kintone連携

kintoneで管理されている案件・受注情報をもとに、ワンクリックで

見積書・請求書を作成

MakeLeapsへ連携された顧客情報や案件情報

からワンクリックで書類作成！

あとは、MakeLeapsの送付機能を使って、

書類をかんたん送付。

これまで課題となっていた、情報の二重登録に

よる更新漏れや転記による人的ミスをなくし、

手作業での書類作成・送付にかかっていた

工数を減らすことができます。

オプション

データ
連携

5,000円/月
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連携マップ

口座振替
連携サービス

口座振替 カード決済バーチャル口座

オプション オプション

操作履歴
（承認などの通知）

顧客データ

帳票/明細データ

請求情報

口座連携

オプション

（※）別途ご契約が必要です。ご希望のお客様は   contact@makeleaps.com までご連絡ください

RICOH 証憑電子
保存サービス

オプション

売掛金情報登録

仕訳/消込情報登録

PDFと
発行書類控え情報

（※）
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他製品との連携で 請求業務 は もっと便利に！

顧客・請求データ

現在お使いの

会計システム

現在お使いの会計システムに

売掛金情報・仕訳/消込情報

オプション

コピペの  二重入力をなくし、スマートに情報連携。効率的にミス漏れ防止  を実現！

（※）

（※）別途ご契約が必要です。ご希望のお客様は   contact@makeleaps.com までご連絡ください

連携 連携
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（注）価格表示はすべて税抜です。

利用料金 (25,000円/月) ※2 ＋【301通目以降の送付依頼数 × 30円】※3 
＋ オプション機能

料金プラン 個人 法人 エンタープライズ

月額料金 500円〜 / 1ユーザー 800円〜 / 1ユーザー 25,000円

取引先の上限数 10社 無制限 ※従量課金 無制限 ※従量課金

料金プラン プランごとの可能な操作等、料金に関する詳細は こちら

＝ 4,550円/月 ＋＋ユーザー数

2名：1,600円

取引先数50社

(1~10社: 0円＋

11~25社×80円
＋26~50社×70円)

= 2,950円

郵送代行は別途

１通あたり158円

かかります。

【800×ユーザー数】＋【1社あたりの料金 ※1 × 取引先数】＋ オプション機能法人プランの計算方法

プラン例：法人プラン

エンタープライズプランの計算方法

※1: 1社あたりの料金は取引先の社数によって変動します。(1〜10社: 無料/ 11社〜: 50~80円)

※2: 300通分の送付依頼込み

※3: 別途郵送代行は所定の費用がかかります。
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IT導入補助金 MakeLeapsは『IT導入補助金2022』の対象ITツールとして認定されました。導入費

用の最大3/4までの補助金が受けられます。

ご利用には、「IT導入補助金専用 MakeLeaps エンタープライズプラン」のお申込みが必要です。

本プランにお申込みいただくと、一部の有料オプション機能を無料で利用できます。

無料で利用できるオプション機能

● メールドメイン指定（通常価格：5,000円/月）

● OBC商奉行連携（通常価格：5,000円/月）

● OBC勘定奉行連携（通常価格：5,000円/月）

● PCA商魂連携　（通常価格：5,000円/月）

● PCA会計DX（通常価格：5,000円/月）

● PDF一括送付機能（通常価格：1,000円/月）

● kintone連携 (通常価格：5,000円/月)
● カスタムCSVインポート（通常価格：1,000円/月）

● 証憑電子保存サービス連携（通常価格：1,000円/月）

● IPアドレス制限（通常価格：10,000円/月）

※1: お支払い方法は、一括支払（口座振込）となります。ご利用前にお支払いいただく必要があります。
※2: 2年契約は現在準備中です。受付可能になりましたら、当社ウェブサイトでお知らせいたします。
※3: 今後、対象となるオプション機能は拡張を予定です。

最大27万円補助を利用
IT導入補助金専用 MakeLeaps エンタープライズプラン

1年契約 360,000円（30,000円/月) ※1

最大54万円補助を利用
IT導入補助金専用 MakeLeaps エンタープライズプラン

2年契約 720,000円（30,000円/月) ※2

（注）価格表示はすべて税抜です。

※3

2022年度分の申請期間が令和5年2月16日をもって終了いたしました。
2023年度分は、確定次第お知らせいたします。
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導入事例
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郵送代行

入金消込の効率化機能

承認機能

発送業務の７割を自動化に成功！送付作業は確認も多く、慎重に行わなければならず
負荷が大きかった。郵送代行機能のおかげで、時間効率は10倍にアップした、とのお声も。

入金データに一番近しい書類をシステムが「推測」。消し込みたい請求書が一発で出てくる！
というお声も。口座連携やバーチャル口座の利用で、入金消込の更なる効率アップを実現！

電子承認のおかげで上長が出張先でも承認することができ、作業スピードが上がったとのこと。
また、大企業や上場を控えた企業にとって、情報の管理は重要事項の一つ。
承認フローを設定して、情報管理を徹底化！

詳細はこのあとの「導入事例」をご覧ください

MakeLeapsユーザー様 からご好評の 機能TOP3
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機能で見る業務効率アップのヒント

アユダンテ株式会社 様

Salesforce連携

＋
帳票作成

＋
変換

作業スピードが

3倍に

Salesforce連携

＋ ＋
帳票作成

＋
変換 承認

アナログから

脱却

作成予約 カード決済郵送代行 口座連携セキュア送信帳票作成

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

経理を雇わず、
雑務を

自動化

株式会社リンプレス 様

株式会社太明 様
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作成予約と郵送代行によって、請求業務の工数が大幅に削減！

作成する請求書の９割は「作成予約」機能で事前に作成しているため、確認とクリックの繰り返しで、完了

します。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、支払い期日は正しいかなど、細かな確認作業が多々発生

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。

アユダンテ株式会社 様

入金確認と消込を効率化
以前は入金消込に、毎月 3時間かかっていました。

入金が複数の銀行口座に分かれていて、チェックや管理も大変でした。

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。

入金データも、非常に正確に、精度良く取り込まれてくるし、

検索すれば消し込みしたい請求書が一発で出てくる。

代表取締役 安川氏

ユーザー様紹介
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時間と場所にとらわれない！電子承認で効率アップ

承認ができるようになったことで、私たちが求めていたことを実現できました。

申請と承認の両サイドにメリットがあり、社長は出先でもスマホ1つで承認することが可能になり、社
員にとっても社長がオフィスに不在だったり夏休みに入ってしまい判子がもらえないなというリスクもなくな

りました。電子印鑑があることでワークスタイルが変わりました。

株式会社リンプレス 様

シンプルで使いやすいフォーマット

Excelは便利ですが複雑な表になりがちです。 MakeLeapsなら見出しを

追加するのもボタン1つでできますし、表や計算式が崩れることもあり
ません。税金の有無や内税・外税の設定が簡単なので、入力ミスも少なく。「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」の実に
絶妙な機能加減で満足しています。

代表取締役 三宮氏

ユーザー様紹介
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事業継承のために。誰でも簡単にできるフローを作りたかった

社長は職人肌なので、Excelで細部までこだわり、見積書に添付する図版のイメージ作っていました。しか
し、若い世代へ作業を引き継いでいく上で、それを再現するのは並大抵の努力ではできません。そこで今
までのこだわりをなくし、 「MakeLeaps for Salesforce」を導入してから、

作業スピードは３倍は上がったのではないでしょうか。

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ミスも減りました。

株式会社太明 様

中小企業こそITツールを活用するべき

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。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。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。

左）代表取締役社長 太田氏 右）営業部 開陽丸氏

ユーザー様紹介
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Appendix
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オンプレミス(従来型)の場合 クラウドの場合

￥￥￥ 
導入費用

￥ 
利用料

🌐
ネット経由で提供

🔧
直接導入 開発ベンダー

クラウド
ベンダーユーザー企業

ユーザー企業

コスト (初期費用)

コスト(利用料)

導入期間

カスタマイズ性

オンプレミス  (従来型) クラウド

￥￥￥

高い 
🔧🔧🔧

￥￥

長い 短い

低い 
🔧

０

￥

クラウドサービスとは？
インターネット経由で製品を利用できるサービス。利用料を支払うだけで

すぐに利用が可能だが、継続的に課金が発生する。
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無償トライアル期間を設けている

お試し期間として、機能を実際に試すことができる。

実際に使ってみることで

● 問題なく運用できるか

● 費用対効果はどうか

をしっかりと議論し、納得のいく形で導入することができ

る。結果的に、費用・時間が節約できる。

導入してから、

「この機能が不十分」

「ここが使いづらい」

といったフィードバックがあり、改修が

必要になることがある。

結果的に、改修費・改修期間が追加となり、

問題なく運用できるまでにかなりの

費用・期間がかかってしまう。

クラウドサービスのメリット

オンプレミス(従来型)の場合 クラウドの場合

導入の手間・導入後のスムーズな運用
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クラウド製品のメリット

管理にかかる負担の大幅な削減

必要な変更はベンダー側で行われる

必要となる変更は、製品を提供するベンダー側で

行われるため、ユーザーは何もする必要がない。

また、基本的には利用料金内で新機能を利用できる

ようになるため、追加費用は発生しない。

例えば、

2019年10月の「軽減税率制度の導入」

システムを軽減税率フォーマットに対応

させるためには、改修が必要となる。

新たに要件定義・改修依頼が必要となり、

費用・工数がかかってしまう。

オンプレミス(従来型)の場合 クラウドの場合
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