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支払業務をまとめて効率化！

経理処理をラクにするポイントをご紹介

本資料のサマリー

● 支払業務の課題とバクラクで解決できること

● 請求書処理も経費精算も法人カードも！

法対応と業務効率化を実現する「バクラク」の強み

● シリーズ累計導入社数 3,000社以上！

バクラクのお客様の声

インボイス制度や電子帳簿保存法

もまとめて対応できます！
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支払業務の課題とバクラクで解決できること
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支払業務の課題

複数ツール

管理が手間
入力や確認の

手間が多い
法制度対応

が必要

電子帳簿保存法やインボイス

制度など変化していく法制度

に対応していく必要がある

ツール間のデータ連携に分断

があると、転記作業やマスタ

管理などの手間が発生

仕訳や振込などの手入力作

業が多く、時間がかかる上、

ミスが許されないので確認の

手間も大きい

「あたり前だから…」「仕方ない…」と思っている手間を、

バクラクで解消しませんか？
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バクラクができること

ツール間のデータ連携

を効率化
入力や確認の

手間を削減
法制度に

対応

電子帳簿保存法やインボイス

制度などに随時対応。

法対応を自動化していく

会計ソフトのフォーマットにあ

わせたデータ出力が可能。

ワークフローとセットの利用

で紐付けも効率化

仕訳や振込データの作成を自

動化し、ミスや手入力作業の

手間を削減。アラート機能で

入力ミスも削減

支払業務に関する法制度対応と業務効率化を両立！
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　✔　ストレージに保管するだけで電帳法対応

　✔　ファイリングの手間はゼロに

　✔　シンプルな操作で検索もカンタンに

　□　小口現金をなくしたい、管理をラクにしたい

　□　手入力や照合作業のストレスが大きい

　□　紙の原本管理が大変

支払業務に関するよくあるお悩みと解決のポイント

経費精算

　□　請求書受取窓口がバラバラで探すのが大変

　□　仕訳入力、振込データ入力の工数が大きい

　□　会計ソフトとの連携が手間

　□　電帳法対応できていない帳票がある

　□　書類のファイリング・保管・検索が大変

　□　明細連携が遅くて月次決算時に困る

　□　利用用途がわからない決済がある

　□　統制を効かせられない

　✔　小口現金を解消、負担を軽減

　✔　手入力や照合作業の手間を削減

　✔　電帳法対応システムで原本回収が不要に

　✔　請求書受取窓口を統一、検索性も向上

　✔　仕訳や振込データ入力を自動化

　✔　会計ソフトとのデータ連携がカンタンに

　✔　明細データの即時連携

　✔　用途ごとにカードを発行

　✔　カードごとに上限金額や有効期間を設定

　□　稟議のない支払申請がある

　□　稟議と支払申請・経費精算の紐付けが面倒

　□　柔軟な経路分岐ができる汎用的な稟議がほしい

　✔　稟議の紐付けがない申請をシステムで防止

　✔　同じシステムで紐付けをカンタンに

　✔　承認を促すリマインドも自動化　

請求書
処理

ワーク
フロー

電帳法
対応

法人
カード
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　□　小口現金をなくしたい、管理をラクにしたい

　□　手入力や照合作業のストレスが大きい

　□　紙の原本管理が大変

支払業務に関するお悩みをまるごと解決するバクラク

経費精算

　□　請求書受取窓口がバラバラで探すのが大変

　□　仕訳入力、振込データ入力の工数が大きい

　□　会計ソフトとの連携が手間

　□　電帳法対応できていない帳票がある

　□　書類のファイリング・保管・検索が大変

　□　明細連携が遅くて月次決算時に困る

　□　利用用途がわからない決済がある

　□　統制を効かせられない

　□　稟議のない支払申請がある

　□　稟議と支払申請・経費精算の紐付けが面倒

　□　柔軟な経路分岐ができる汎用的な稟議がほしい

請求書
処理

ワーク
フロー

電帳法
対応

法人
カード

経費精算の効率化

ワークフローの効率化

仕訳・支払処理効率化

帳票保存・ストレージ

法人向けクレジットカード



法対応と業務効率化を実現する
「バクラク」の強み
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圧倒的に使いやすいプロダクトで

わくわくする働き方を。

企業活動を支えるコーポレート業務は、ミスができない難しい業務。

バクラクはそんな業務の負担を少しでも軽くし、日常の業務がわくわくするような体験を届けます。

使いやすさへの圧倒的なこだわりと、深い顧客理解で業務効率化を実現。

手作業、ハンコ、紙のやり取りから脱却し、事業と組織を支える本来の仕事に向き合えるようサポートします。
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  * 経費精算のSlack連携は申請内容の通知のみ 

稟議・支払申請・経費精算・ワークフロー

・AIが領収書を５秒でデータ化 
 
・承認はチャットアプリから

・シームレスな内部統制構築

仕訳・支払処理効率化

・AIが請求書を５秒でデータ化
 
・仕訳データを自動学習、 手入力ゼロへ

・改正電子帳簿保存法に対応

・利用料無料
 
・即時追加発行

・最大1億円決済可能

法人向けクレジットカード

・無料で始められる

・手入力ゼロで証憑管理

・改正電子帳簿保存法に対応

帳票保存・ストレージ

バクラクシリーズラインナップ
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バクラクシリーズのインボイス制度対応ロードマップ

2022年12月 202３年1月〜3月 202３年4月〜6月 202３年7月〜9月

適格請求書発行事業者
登録申請期限

インボイス制度開始

共通 会計ソフトに合わせた仕訳データの作成機能（※）

取引先マスタ管理（適格請求書発行事業
者登録・番号管理）機能強化

適格請求書確認機能強化

検討中

適格請求書確認（事業者番号・書式判定）・申請制御機能

新規取引先申請での事業者番号登録機能

適格請求書確認（事業者番号・書式判定）機能

適格請求書確認
（事業者番号判定）機能

※：連携対応済み会計ソフトについて、会計ソフトに合わせた仕訳データを作成できる機能を実装予定です。なお、バクラク電子帳簿保存には仕訳データの作成機能はついておりません。

事前準備として、取引先の適格請求書発行事業者管理を実施いただけるように

早めの機能実装を予定しています

インボイス制度に対応した機能を順次リリースしていきます
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大きな業務工数削減を実現

75%
工数削減

支出管理の課題

手入力が面倒・ミスの温床に

データの加工が大変

申請・承認が進まない

回収・データ化・保管が面倒

目視確認・突き合わせが面倒

丸2日かかっていた請求書処理が4時間に(※請求書100-200枚規模)
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ワークフローとセットで支払業務をまるごと効率化

稟議・ワークフロー

購買申請 支払依頼 支払

立替精算

購買申請 決済
(カード入力)

口座引落

事前申請
立替

経費精算

支払い
会計ソフト・

EBシステム連携

会計システム

EBシステム

各種クラウド会計ソフト
にあわせたスムーズな

連携が可能

支払い管理ツールを統一ワークフローツールを統一

分
断
が
な
く
マ
ス
タ
管
理
が
カ
ン
タ
ン

会
計
ソ
フ
ト
に
も
ス
ム
ー
ズ
に
連
携
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本当に、経理業務がラクになることにこだわっています

バクラクシリーズの強み

とにかく

使いやすい

● 経理はもちろん、申請者、承認者にとっても使いやすいシンプルな画面

● 直感的に操作できるため、現場からの問い合わせが少ないと好評

ツール間の

連携がスムーズ

● 請求書支払い、経費精算、法人カード支払いなどの支払い業務をまとめて効率化

● ツール間の連携も、会計ソフトとの連携もスムーズでマスタ管理の手間を削減

ワークフロー

との紐付けで

内部統制強化

● ワークフローシステム「バクラク申請」と組み合わせることで、支払依頼や経費精算に

稟議を紐付け可能。事前稟議との照合作業もスピーディーに

● 事前に申請していた予算に対する消化率を可視化する機能でコスト意識の向上も
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サービス紹介資料
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予算消化率を可視化

事前申請と経費精算申請や支払申請を紐付け、

申請時・承認時に消化率をひと目で確認可能。

内部統制の強化にもつながる。

1

柔軟な経路設定が可能 
経路分岐や多段階承認など、柔軟な経路設定が可能。

承認期限を設定し、承認者に対してメール・Slackで

自動催促する機能も。

2

スマホアプリで承認が完結

Slackで申請内容の確認、承認・却下が可能。

管理画面を開かなくても良いため、

申請から承認完了までの時間が爆速に。

3

柔軟な設定が可能な 　「バクラク申請」　 の特長

 Slackで証憑も
確認できる！

消化率を可視化
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1

AIが領収書等をデータ化・軽減税率も自動判別 
どんなフォーマットの領収書等も認識可能。

複数枚の同時アップロードも高速で処理、

かつ軽減税率の自動仕訳生成機能もあり。

申請するとチャットアプリで承認者に通知。

2
スマホアプリから申請・承認

スマホでアプリから経費の申請と承認・却下が可能。

申請から承認完了までの時間が爆速に。

3

会計ソフト・EBシステム連携

経費精算の仕訳データはご利用の会計ソフトに

あわせて出力が可能。振込データも作成可能なため、

記帳・支払いまでがスムーズに。
※freee会計の場合はバクラク経費精算の仕訳データと証憑データを、ワンクリックでAPI連携できます

手入力ゼロの 　「バクラク経費精算」　 の特長

自動入力（AIOCR）で
手入力ゼロ

会計システム

EBシステム

仕訳データ

振込データ
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機能一覧

スマホでの申請・承認

スマホアプリでの申請や承認が

可能。Slackへの承認通知連携も。

※ 一部オプション契約が必要な場合がございます。

領収書一括AI-OCR

複数枚のレシートや領収書をアップ

ロードすると一括で自動読み取り

二重申請自動検知

領収書の使いまわし自動判定など、

申請者・承認者・経理担当者を助ける

ミス防止機能を多数搭載

稟議との紐付け

ワークフロー機能を用いて、

事前の稟議との紐付けも可能

電子帳簿保存法対応

タイムスタンプ付与により原本保存は

不要に。申請・承認時にスキャナ保存

要件に適しているか確認可能

代理申請・代理承認

代理申請と代理承認が可能。

社内運用に即した形での

システム導入を実現

自動仕訳と

会計ソフト連携

申請情報をもとにご利用の会計ソフト

に合わせた仕訳を作成

給与ソフト・振込データ出力

給与ソフトに取り込むための、

従業員毎精算額や振込データを出力

交通経路検索

過去の検索履歴からレコメンドし、

クリックだけで交通経路検索が可能。

定期区間控除機能も搭載

請求書支払も対応

請求書を伴う支払申請も、

バクラク申請とバクラク請求書を

利用して工数削減

承認経路分岐

金額や入力項目に応じた

承認経路分岐が可能

会計ソフトAPI連携

バクラク経費精算の仕訳データと

証憑データを、ワンクリックで

freee会計に連携可能

軽減税率自動仕訳生成

8%の税率を含む領収書精算の場合

に、今まで経理が手入力で生成してい

た情報をAIが自動で仕訳生成

手当の自動計算

出張による日当や、走行距離に応じた

手当など、社内の規定に合わせた

手当自動計算が可能

事前稟議との消化率管理

予算を超過していないか、事前稟議と

の紐付けで確認が可能に

交通系ICカード読取り(開発中)

お使いの交通系ICカードの乗降履歴

を取得し経費精算時に利用可能
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お客様の利用シーンや課題に応じて、下記のプランから選択してご利用可能です。

稟議にかかる内部統制強化にもご利用いただけます。

バクラク申請・経費精算ラインナップ

申請者も承認者も、経理もラクな経費精算を
利用したい

• 領収書AI-OCRでの自動入力・交際費単価計算・交

通経路検索

• バクラク請求書での経理処理機能（明細出力等）

現場からの請求書を伴う支払申請も行いたい
• バクラク請求書への自動連携

• AI-OCRでの自動入力

• 明細情報の学習機能

一般的なワークフロー機能も完備したい
• 汎用フォーム作成（ 例：押印申請、出張事前申請、交

際費事前申請、等）

• クラウドサイン連携

発注稟議の金額消化率管理も行いたい
• 金額消化率管理 / 超過アラート

• 見積書・発注書等のAI-OCRでの自動入力

• 支払い抜け漏れ確認 

課　　　　　　　題 ご活用いただけるサービス

経費精算
プラン

支払申請
プラン

汎用申請
プラン

購買管理
プラン
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サービス説明資料
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企業A 企業B

売り手・受注者 買い手・発注者

請求書を発行
請求書を受け取り

会計・支払処理

バクラク請求書とは

受け取った請求書の処理を効率化するサービスです
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仕訳・支払までなめらかに自動化 　「バクラク請求書」　 の特長

1
請求書の受領から仕訳・支払まで一気通貫

web・メール・バクラク申請から

請求書データをシームレスに取込。

請求書の受領漏れ、支払い漏れをゼロに。

2

手入力ゼロで入力ミスを防ぐ

AI-OCRが自動読取でデータ化。

仕訳・振込データを自動作成し、

会計ソフトと連携も可能(CSV・API)。

3
電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応

めまぐるしい法制度の変化にも対応。

法改正後の業務フローにスムーズに移行可能。 JIIMA認証
取得済

適格請求書発行事業者
国税庁APIで自動確認

認定タイムスタンプ
自動付与

申請者 経理部門

自動入力（AIOCR）で
手入力ゼロ
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機能・サービス一覧（一部抜粋）

自動読み取り（AI-OCR）

請求書に記載の取引先、金額、

日付等を自動読み取り

会計システム連携

さまざまな会計システムと連携。

仕訳の情報をAPI連携もしくは、

CSV形式で出力可能

支払金額レポート

支払金額の内訳や

支払い先が一覧で確認可能

電子帳簿保存法対応

請求書等を電子帳簿保存法に準拠し

た形式で保存が可能

支払情報自動入力

支払先情報を

自動読み取り後、自動入力

メール・URL回収

請求書PDFをweb・メールから

自動で回収

源泉所得税レポート

毎月10日までに支払う

源泉所得税のレポートを作成

インボイス制度対応

適格請求書発行事業者番号の

確認や適格請求書の要件を満たし

ていない請求書等をアラート

仕訳学習機能

過去に切った仕訳のパターンを

学習し自動補完

二重処理アラート

二重処理が見つかった場合

画面にアラートを表示

振込データ出力

全銀フォーマットの

データを出力し振込が可能

SAML・IP制限対応 

セキュリティ面での

安全性を高める
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導入効果：工数が約3分の1に削減

「データ化」だけが請求書処理ではありません。

バクラク請求書は請求書処理にかかるすべての業務を効率化します。

工数が約3分の1に！
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対応済の会計システム（※ その他会計システムにも順次対応）

※ 振替伝票API及び取引API

※SAP、Oracle Netsuite、SuperStream、JDL、MJS製品等、その他会計ソフトのご相談も承っております。

　詳細はトライアルにてご確認をお願いいたします。
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バクラクビジネスカードサービス紹介資料
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決済データを即時に連携

カード利用後、即座にオンライン上で明細を確認可能。

会計ソフトインポート用のCSV出力。

freee会計にカード明細自動連携 。

1
用途別にカードの紐けが可能

ウェブ上で即時にカード発行が可能なため、

役員用・事業部用など用途別にカードを割り当て可能。

サブスクリプションサービスの決済にも便利。

2
統制を効かせやすい

事前申請の金額に応じた利用上限の設定が可能。

ウェブ上で即時に利用停止可能。

事前申請とカード利用明細を自動で紐付け（※年内対応予定）。

3

無料で使える 　「バクラクビジネスカード」　 の特長

何枚でも
カード発行可能！

会計システム

CSVデータ
or

API連携

上限に対する利用
金額も可視化！
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これまでの法人カードとの違い

バクラクビジネスカードの５つの特長

与信枠が限定的で高額決済ができない... 最大1億円の利用枠、1回数千万円の決済も可能

カードの枚数が限られている...

利用者ごとの柔軟な設定ができない...

枚数無制限。何枚でも発行可能（* リアルカードも今冬提供予定）

カード毎の金額上限など柔軟な設定

事前申請・承認機能で統制を強化 * 今冬提供予定

プリペイドだと一部の加盟店で使えない...
クレジットカードだから加盟店の制限なし

世界中のVisa加盟店で利用可能

明細データを即座に閲覧可能
一部会計ソフトへのAPI連携、CSV出力にも対応

利用明細の連携が遅く、会計処理が面倒...

よくある従来の法人カードの課題

カード発行数無制限、内部統制や証憑管理も効率化する「次世代の法人カード」です。
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使いやすさがわかる操作動画　（クリックしてご覧ください）

http://www.youtube.com/watch?v=HH1PDl0Etd0
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実際のところどうなのか…？ ぜひ操作体験をお試しください💁

操作体験をお試し（送信フォーム不要）

https://layerx.storylane.io/share/hb09mdeeukvd
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サービス紹介資料
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無料で使える 　「バクラク電子帳簿保存」　 の特長

1
無料プランあり

用途に合わせて

リーズナブルに利用可能

2
誰でも簡単に利用できる

シンプルな操作画面で

初めての人にも使いこなせる

3
改正電帳法に完全対応（※）

スキャナ保存要件、

電子保存要件に完全対応

※「バクラク電子帳簿保存」および「バクラク請求書」は、公益社団法人日
本文書情報マネジメント協会（JIIMA）の令和3年度改正に対応した「電
帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しております。

認定タイムスタンプが
無料で付与可能

使いやすさにこだわっ
たシンプルな操作画面
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機能・サービス一覧（一部抜粋）

改正電子帳簿保存法（2022年1月1日施行）の“スキャナ保存・電子取引要件”に完全対応。

あらゆる国税関係書類を効率よく電子保存することが可能です。

認定タイムスタンプ

認定タイムスタンプ局が提供する

タイムスタンプを付与することで、

「データの正しさ」を担保

検索要件

「取引年月日」「取引金額」

「取引先」での検索はもちろん、

書類種別や担当者等で検索が可能

訂正履歴・削除不可

削除できないシステム提供を

することで、システム上での

「データの正しさ」を担保

自動読み取り（AI-OCR）

アップロードした書類の入力項目を

AI-OCRで自動読み取りし、

入力の手間を削減

メール受取機能

紙の書類や取引先からの

メールPDFの自動取り込みで

アップロードの手間を削減

権限管理

ユーザーごとに閲覧制限に加え、

特定の書類に関して、組織や役職等に

合わせた詳細な閲覧権限、編集

権限の設定が可能。
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（参考）電子帳簿保存法対応イメージ一例

バクラクシリーズを組み合わせることで、電帳法対応と業務効率化を同時に実現できます。

電子取引

スキャナ
保存

領収書 納品書 請求書 契約書

発行 受取 発行 受取 発行 受取発行 受取

該当なし
バクラク

電子帳簿保存

該当なし

バクラク
電子帳簿保存

その他の書類

発行 受取

会計
システム等

で対応

(バクラク
電子帳簿保
存でも対応

可)バク
ラク
申請・
経費
精算

バク
ラク
請求
書

※：上記はあくまで一例を記載したもので、実際の書類種別や保存方法は企業によって異なります。また、「バクラク電子帳簿保存」では、原則としてすべての書類の電子保存が可能です。
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バクラクのお客様の声
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バクラクシリーズは使いやすさでご好評いただいています

お客様より、「ITに不慣れでも使える」「操作がシンプルで画面が見やすい」というお声をいただいています。

請求書を一つの窓口で一覧で見ることができ、

処理済み、未処理の進捗が一目で分かる

請
求
書

マニュアルを見なくても直感的に操作ができる。

経理業務に詳しくなくても作業ができる。

請
求
書

振込データ作成、費用計上仕訳作成、消込仕訳作成

の手作業がゼロに。

体感で1週間分の工数短縮になったと感じている

請
求
書

OCRの読み取りはすごく良かった。

痒いところに手が届く感じがあって良い。営業とし

ては嬉しいリプレイス、

経
費
精
算

高齢の方やITに慣れていない従業員も多く、以前

導入したシステムはログインもままならなかったが、

バクラク経費精算は使うことができている。

経
費
精
算

システムの使い方に関する社内からの問い合わせ

がほぼなかった

経
費
精
算
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「バクラク請求書」導入事例：
請求書処理と申請のセットで経理担当者1人分の効果を体感　（詳細）

- 事業の成長に伴い支払先が増加して、請求書の整理と仕訳の入力に時

間がかかっていた

- 請求書がドライブ上で管理されていたため、処理状況が見えづらい状況

だった

会社名 ファインディ株式会社

従業員数 76名（2022年5月時点）

業種 サービス業

導入サービス バクラク請求書／申請

- 実際に、導入後には請求書の処理時間が半分程度になった

- 総合振込する際の承認者の確認が導入前に比べて圧倒的に楽になった

- 管理職の観点からは、経理処理のプロセスが可視化され、全員で見渡せ

るようになったことも大きい

- 直感的に使いやすく、動作が素晴らしく速かった

- 請求書処理にかかる時間が大幅に削減可能であると感じられた

- 請求書をアップロードするだけで、会計ソフトに連携可能な仕訳が自動

生成される上、OCRの読み取りから仕訳生成まで精度が高かった

課題

導入理由

効果

https://bakuraku.jp/case/invoice/findy
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「バクラク申請」導入事例：
内部統制の構築をスムーズに！バクラク起点のバックオフィス改革（詳細）

- 請求書受領の際に、Slackやメール、手渡しなど様々な経路で経理に届くため、あと

から探すのが大変

- 会計上の計上部門情報が不足していた場合には逐一担当部署へ確認の手間が発生

- インターネットバンキングに一件一件、振込先や金額を手入力しており、時間がか

かっていた

会社名 株式会社キズキ

従業員数 69名（社員数／2022年9月時点）

業種 学習支援事業・就労支援事業など

導入サービス バクラク請求書／申請

- バクラク上ですべての請求書を管理できるようになったので検索性が向上した

- 過去の仕訳学習の精度が高く、勘定科目や部門も正しく学んで自動入力してくれ

ているので入力箇所が減った

- 請求書受領から振込、仕訳計上までの時間が3分の1ほどに短縮できた

- 窓口を一本化することにより現場の負担減少と、請求書収集の効率化ができること

- 「バクラク申請」上で請求書が経理の手元に届くと同時に計上部門を把握できること

- 総合振込に利用できる振込データが自動作成できること

- トライアルで実際に触ってみて使いやすいと感じたこと

課題

導入理由

効果

https://bakuraku.jp/case/bakuraku-series/kizuki-corp
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「バクラク経費精算」導入事例：
経費精算工数が75%減！手間もストレスも削減（詳細）

- Excelに必要事項を入力し、A4用紙に証憑を貼り付けて提出する作業に

時間がかかっていた

- Excel入力内容と証憑を照合する際に、金額の入力ミスが見つかっていた

- 証憑をファイリングしていく手間にストレスを感じていた

会社名 日本テーマパーク開発株式会社

従業員数 198名（2022年7月末時点）

業種 生活関連サービス業，娯楽業

導入サービス バクラク経費精算／申請／請求書

- 申請から経理処理までの経費精算にかかる工数は1/4に

- Excel入力内容と証憑の確認作業時間（枚数確認や電卓での計算など）が

圧縮できた

- 証憑のファイリングがなくなり検索性も向上

- 面倒な作業が軽減されることで若手社員のモチベーション向上にも繋がる

- 申請から経理部門への費用計上や支払いまで一気通貫で対応できる

- AI-OCRの読み取り精度や、二重申請アラート機能に満足

- 操作画面が非常にきれいで、どのように画面遷移していけばいいのか

分かりやすい

課題

導入理由

効果

https://bakuraku.jp/case/expense/nippon-themepark
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「バクラクビジネスカード」導入事例：
AWSの高額決済に対応！バクラクに切り替えた決め手（詳細）

- 明細連携が遅く、与信限度額が十分ではなかった

- 一回あたりの決済額が大きいクラウドサービスだと、既存の法人カード

では対応できなかった

- 高額決済にも対応できる

- 管理画面が使いやすく、タグ機能によって会計ソフトへの連携も

優れている

- 一回あたりの上限がないため、決済額が大きいクラウドサービスの決済

にも対応できる

- 3Dセキュア対応でどこでも使える

- 導入しているバクラクシリーズが使いやすく、開発スピードが速い

課題

導入理由

効果

会社名 クラスター株式会社

従業員数 177名（2022年9月末時点）

業種 情報通信業

導入サービス カード/請求書/申請/経費精算

会計ソフト freee会計

https://bakuraku.jp/case/card/cluster-card


 © 2022 LayerX Inc.41

導入費用・サポート料金無料で導入しやすい

導入費用もサポート料金も無料で安心して導入いただけます。

申請者も承認者も経理も

みんなが使いやすいことにこだわり、

お客様から「直感的に操作できる」

「問い合わせが少ない」と好評。

新しいサービスを導入

することは大変なこと。

できるだけ手間を減らせるよう

簡単に設定できるサービスを開発。

現場も経理も
使いやすい

設定が簡単

サポート担当者がつき、

設定やご質問発生時にサポート。

サポート費用はかからず、

いつでもご質問可。

サポートが
無料・手厚い
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資料無料ダウンロード 資料無料ダウンロード 資料無料ダウンロード 資料無料ダウンロード

バクラク請求書 バクラク申請・経費精算 バクラク電子帳簿保存 バクラクビジネスカード

※お問い合わせいただく際に、お名前と会社名、ご覧いただいた資料をお伝えいただけますと幸いです。

見積もり・問合せはこちら 050-1790-5547hello.bakuraku@layerx.co.jp

※土日祝日除く　10:00-18:00

各サービスの詳細情報・お問い合わせ

https://bakuraku.jp/resources/product/resources-invoice?utm_source=whitepaper&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_cta_invoice
https://bakuraku.jp/resources/product/resources-expense?utm_source=whitepaper&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_cta_expense
https://bakuraku.jp/resources/product/resources-denshichobo?utm_source=whitepaper&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_cta_box
https://bakuraku.jp/resources/product/resources-card
https://bakuraku.jp/invoice/contact?utm_source=whitepaper&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_cta_mitsumori
https://bakuraku.jp/contact
mailto:hello.bakuraku@layerx.co.jp
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シリーズ累計導入社数 3,000社以上

卸売・小売   士業事務所 非営利法人

製造 不動産・物品賃貸 情報通信

建設・運輸 施設・店舗運営 金融・保険

製造

建設・運輸

卸売・小売

不動産・物品賃貸

施設・店舗運営

士業事務所

情報通信

金融・保険

非営利法人

※一部企業様を抜粋して掲載しています。
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会社名 株式会社LayerX（レイヤーエックス）

代表取締役 福島 良典 / 松本 勇気

創業 2018年 8月1日

従業員数 120名 （2022年11月時点）

資本金 86億円 (資本準備金含む、全事業含む)

事業概要 バクラク事業、Fintech事業、Privacy Tech事業

関連会社 三井物産デジタル・アセットマネジメント　
（三井物産、LayerX、三井住友信託銀行、SMBC日興証券、JA三井リース、イデラキャピタルマネジメントによる合弁会社）

導入企業様

取得認証 情報セキュリティマネジメントシステム、JIIMA認証

一部抜粋

 IS 747702 / ISO 27001

会社概要


