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メイクリープス株式会社はリコーグループの一員です

こんなお客様に導入いただいています
MakeLeaps for Salesforceは

会社名 : メイクリープス株式会社
設立 : 2014 年 7月
株式 : 株式会社リコー 100%

CEO: 児玉 哲
従業員数 : 約 30 名
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MakeLeaps for Salesforceで

クリックひとつで、各部署が連動！
Salesforce と MakeLeaps のデータを連携すれば、今までの手作業が不要に。

連携ミスも回避して、作業能率 UP!

見積書
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MakeLeaps for Salesforce®
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Salesforceデータを帳票に連携
顧客・案件情報を自動で同期し、帳票の宛先や明細項目として活用できる。

※カスタムオブジェクトやカスタム項目のデータを連携する場合や、MakeLeaps から Salesforce にデータを自動で取り込む場合は、開発を要します 。営業担当までご相談ください。

Salesforce®

連携設定連携設定

取引先 /取引先責任者商談

　送付　 入金管理

リード カスタムオブジェクト

見積り 受発注 納品 請求
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※ ご提供プランによって利用できる機能が異なります。
※ 累計取引社数やユーザー数が多い大企業様向けに、SF 連携版エンタープライズプランもございます。

一元管理で業務を遂行する基本機能

帳票作成 ・Excel/CSV/PDF 出力　・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　・定型パターン

・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　・PDF 一括送付

・口座連携（Moneytree 連携）　・バーチャル口座（楽天銀行連携）　・入金消込

・予想売上高　・売上報告

・カード決済機能　・作業時間管理　・IP アドレス制限　・Slack 通知　・会計連携　
・販売連携　・Rest API　・権限設定　・商品登録　・取引先別設定　・導入サポート

承認

送付

入金管理

売上レポート

その他の機能
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帳票作成
見積書から請求書まで。９種類の帳票がクラウド上で作成・送付できる。

テンプレートの作成

簡単クリックで書類の変換

外貨・バイリンガル対応 

作成したテンプレートを帳票として設定すれば、簡単に
自動入力できる手軽さ

例えば、見積書から請求書の変換は数クリックで 
請求書作成完了。これで書類番号の入力漏れから、 
サヨナラ！

外貨・英語の帳票作成に完全対応。ユーザー毎に
操作画面の日 / 英の切り替えが行えます
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自宅からでも、外出先からでも、電子承認が簡単にできる！
 承認履歴が残るため、社内管理も簡単。 

承認機能

承認承認

申請申請
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送付
請求業務の80%を削減！作成した書類は、ワンクリックで送信。

郵送代行を利用すれば、印刷・封入・投函まで完了！

郵送作業を完全自動化！ 何通送っても送信費は無料！
請求書の完全電子化を手軽に実現

送付状の作成・印刷、帳票の印刷・封入・
投函までをすべて自動化。クリックだけ
で紙書類がお客様の元へ。

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送信。受信側の閲
覧ステータスも見える化。

※ 1 通 148 円 ( 税抜 ) がかかります

郵送代行 セキュア送信

請求書
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入金管理
入金管理はアプリで一元管理。通帳記帳いらずで、経理業務をさらに効率化。

銀行口座から入金情報だけを自動で取込！ 
記帳いらずで、銀行へ出かける必要なし。

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！

送付した請求書に対して、お客様がオン
ライン決済できる。小口の請求で、請求
書の発行通数が多い企業様に最適です。

楽天銀行のバーチャル口座の利用で、
入金消込の完全自動化が可能に。

口座振替 口座連携 カード決済

バーチャル口座オプション

BB 社社 CC 社社AA 社社

PPA
IDAID

PPAIDAID
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その他の機能
請求業務をもっとラクにする、安全でパワフルな機能をご用意。

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
告もすべて社内でリアルタイムに共有可能。

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。過去の発注•
検収履歴もしっかり保存。

大手セキュリティ会社等も登録している
TRUSTe の認証を受け、個人情報の取り
扱い方の公表及びその取り扱い方に関す
る方針と実務について、監査を受けてい
ます。

レポート 発注• 検収 セキュリティ

発注済み発注済み クライアンクライアントト AA
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人気の機能 TOP3

送付状の作成・印刷、帳票の
印刷・封入・投函までを すべて
自動化。クリックだけで紙書類
がお客様の元へ。

郵送代行機能のおかげで

時間効率は 10倍にアップ！

NEW STANDARD 株式会社
野間 友介 様

口座連携や口座振替の利用で、
入金消込の更なる効率アップを
実現！

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！
リモートワークも促進！

消し込みしたい請求書が
一 発で出てくる!

電子承認によりワーク
スタイルが変わりました！

アユダンテ株式会社
安川 洋 様

株式会社リンプレス
三宮 壮 様

郵送代行 口座連携 承認

11
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経理を雇わず、
雑務を自動化。

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
リックだけで完了。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。郵
送作業には、先月と違っていないか、支
払い期日の細かな確認作業が多々発生す
るため、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。 

請求書の 9 割は
「作成予約」で完了！

郵送代行で７割が
自動化に成功！

入金データの自動
消し込みが迅速

導入のポイント

以前は入金消込に、毎月 3 時間かか
利、入金が複数の銀行口座に分かれて
いると、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、
請求書に直接消し込みできるので、
非常に便利。 

12

アユダンテ株式会社
安川 洋様

メイクリープス版 導入事例

MakeLeaps
導入中
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雑務を自動化。
経理作業が、

約３分の１に短縮。

Excel を使っていた頃は、見積書を元に
コピー＆ペーストで請求書・納品書を作成
していたため、人的ミスが発生しないよ
う慎重になり、精神的にも一苦労でした。
営業担当が取引先に提案した内容や受注
した見積書を請求書に「変換」するだけ
で、簡単に請求書が作成できるようになっ
たので、ケアレスミスを防ぐことができま
した。

書類の複製や変換が
簡単にできる

人的ミスを防止

できる
使いやすさ

導入のポイント

お客様に紐付けた口座を Salesforceで
予め選択しておけば、MakeLeaps にも
自動で反映されるように設定しています。
こういった設定が、手間を省くことができ
た理由の一つです。MakeLeaps を導入
したことで、時間にして３分の１くらいの
作業時間に短縮できたのではと
思います。

株式会社 UHB
松本 直子様

セールスフォース版 導入事例

13

ML4SF
導入中
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MakeLeaps for Salesforceなら

MakeLeaps for Salesforce

スムーズな運用を支える、安心サポート
製品説明セミナーで製品の

メリットをご案内します
利用する前に知っておきたい！導入検討に

役立つ製品情報をご案内します。

初めて導入される方にもスムーズに
運用できるまで伴走します

導入のご相談、トライアル、お問い合わせ

導入後のサポートも万全の体制ですので
安心して運用できます。

contact@makeleaps.com

請求業務を、もっとかんたんに。




