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分類 契約書例

請求納品 •請求書 •納品書

支払通知 •支払通知書

受発注 •見積依頼書 •仕入計算書

対 社外 対象：契約約先・取引先

紙の業務は対社内もあれば、対社外もある。

紙の申請処理
（社内ワークフロー）

紙の送付物

分類 契約書例

受発注 •注文書/請書 •請負契約書

受発注 •業務委託契約書 •工事請負契約書

新規取引 •基本契約書、覚書

業務関連 •秘密保持契約書

FAX送信

郵送

「紙」があるから出社しなければならない

FAX受信

分類 契約書例

注文書 •注文者(発注書)

問合せ •納期回答 •在庫回答

対 社内 対象：社員

紙の契約書

紙の受信
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1.紙の送付物
→FAX配信、郵送を出社せずに行う

2.紙の契約書
→紙とハンコを利用しない契約
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1.紙の送付物
（FAX、郵送）



問題提起

会社に行かないと
「紙」は出せない？

・印刷は会社じゃないと出来ない

・FAXは家だと、家の電話番号に

なってしまう

・そもそも、そんなに多くの

紙の作業は家では出来ない



帳票をあっという間に飛ばす！「＠TOVAS」

様々な業務に対応
請求書に限らず、納品書なども送付可能。
しかもPDF以外にCSVやExcelファイルも。

万全のセキュリティ

柔軟な送付スタイル

データ暗号化、ウイルスチェック
情報トレーサビリティ(証跡記録)

の機能が標準装備。

メールの配信だけではなく、
FAXや郵送代行も対応できます。
お客様のニーズに合わせた送付を。

様々
な
業務

安心
安全

柔軟
な
送付



＠TOVASのメリットいろいろ

テレワークの対応対応はもちろん、
日常業務においても多くのメリットを享受いただけます。



＠Tovasの送付は「かんたん」３ステップ

受取①準備 ②アクセス ③送信

①PDFファイルを準備→zip化



＠Tovasの送付は「かんたん」３ステップ

受取①準備 ②アクセス ③送信

②＠Tovasの送受信管理サイトにアクセス



＠Tovasの送付は「かんたん」３ステップ

受取①準備 ②アクセス ③送信

③ファイルをアップロード



＠Tovasの送付は「かんたん」３ステップ

受取①準備 ②アクセス ③送信

③ファイルをアップロード



＠Tovasの”受け取り”も「かんたん」

受取①準備 ②アクセス ③送信

メールのURLから受け取りサイトへアクセス



＠Tovasの”受け取り”もこんなに「かんたん」

受取①準備 ②アクセス ③送信

受け取りサイトからファイルをダウンロード



小さく始めて大きく育てる帳票配信

松

梅

竹

梅コース：すぐに始められる
費用：月額5000円～
開始：２週間～

竹コース：PC業務を自動化
費用：月額60,000円～
開始：１か月

松コース：社内システムと連携
費用：月額100,000円～
開始：２～３か月



2.紙の契約書
－脱紙＆脱ハンコ



問題提起

会社に行かないと
「契約書」の対応できない？

・契約書を印刷、製本、捺印が必要

・お客様から返送された
契約書はもちろん会社へ

・契約書を正確にファイリングして
ロッカーへ保管



新しい契約のカタチを実現「Agree」

日本らしい電子契約文化で
私たちの新しい働き方へ

脱紙
脱ハンコ

紙の契約 電子契約

形式 紙の書面 電子データ（PDF）

署名 印鑑 or サイン 電子サインまたは電子署名

送付 送付・持参 インターネット

保管 書棚 サーバー

印紙 必要 不要

証拠力 あり あり



メリットは「どこでも」と「スピード」

テレワーク対応 … PC上の操作のみで完了。書類の検索も簡単に。
スピード対応 … メールの送信で即日の契約締結も可能。

自動登録

印刷 製本
印紙
貼付

押印 封入 送付

印紙
貼付

押印 封入 返送

ﾘｽﾄ
作成

ﾌｧｲ
ﾘﾝｸﾞ

書棚
保管

電子
署名

情報
入力

ｻｰﾊﾞｰ
保管PDFアップロード

電子
署名

通知メール

契約合意

契約合意

契約締結交渉 契約管理

自社

取引先

従来の「紙」の契約

電子契約

自社

取引先

今まで
・会社限定
・数日掛かる

これから
・自宅でも
・最短1日



Agreeの送付も「かんたん」３ステップ

受取①登録 ②情報入力 ③署名位置

①PDFファイルをアップロード



Agreeの送付も「かんたん」３ステップ

受取①登録 ②情報入力 ③署名位置

②送付先情報を記入



Agreeの送付も「かんたん」３ステップ

受取①登録 ②情報入力 ③署名位置

③入力位置や印影イメージ場所指定



Agreeの受け取りも「かんたん」

署名①登録 ②情報入力 ③署名設定

送付されたメールURLから対象の契約書にアクセス



Agreeの受け取りも「かんたん」

署名①登録 ②情報入力 ③署名設定

必要事項を入力、署名ボタンで契約完了

このボタンで
「契約合意」完了



初めての電子契約もSTEPアップで確実に

パイロット運用

全社活用による効果最大化

効果

社内業務整理とテスト

対象契約書の拡大お客様向け説明会ご支援業務、システム整理
JBCC
の支援

既存システムと連携

Agree単体利用

準備段階

件数：100件/月
費用：月額20,000円～
開始：1か月～

件数：300件/月～
費用：月額40,000円～
開始：2か月～3か月

件数：1,000件/月～
費用：月額120,000円～
開始：3か月～



3.まとめ



対 社外への脱紙＝電子化を進めるうえで、
2の足を踏む必要はありません！

意外な結果！？→お客様はほとんどNOではない！



国として、コロナ禍以前から電子化は進めている

デジタルファースト法案閣議決定
日本経済新聞（2019年3月16日）

デジタルファースト法案が閣議決定。
電子契約の利用可能範囲を拡大し、ニーズが大きく増えることが確実
・労働条件通知書の電子交付（4月～）
・不動産契約の重要事項説明書の電子交付に関する実証実験（5月～）

労務条件の電磁的通知へ規制緩和
日本経済新聞（2018年10月7日）

社会実験で用いる電磁的方法例に「GMO Agree」紹介
国土交通省発表資料より



世間の風潮も脱紙、脱ハンコへ進む

①https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200424-00000086-asahi-ind

②https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200424-00000094-asahi-pol

③https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200425-00000018-asahi-bus_all

①

②

③

③



電子配信、電子契約はJBCCにおまかせください

電子化検討クリニック
「テレワーク」を具体的に推進していく上で

ペーパーレスから始めることをお勧めします。

社内の申請、保管と管理、契約書・請求書などの発送、
会社は紙であふれています。紙が減ると業務が変わる。
無理なく始める働き方改革を業務の整理からお手伝いいたします。

お客様の業務改革（テレワーク）を共に検討するセッション

 ＪＢグループの取り組み事例や、クラウド、AI、RPAなどの
最新ＩＴ動向をお伝えしお客様の業務(働き方)改善を
どの部分から実施するのかを検討するセッションです。

お客様の業務（働き方）改善として、
どのような項目から着手するかを検討します。

■具体的な進め方イメージ

■外部環境などもトータル的に検討する



ご清聴
ありがとう
ございました


