
クラウド型業務・経営管理システム
board紹介資料

～バックオフィス業務のために起業したのではない～

the-board.jp



boardとは



見積書・発注書・納品書・請求書等作成
+ 

周辺業務・経営の効率化

＊対応書類は、見積書・発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・見積依頼書・支払通知書・送付状



boardがカバーする業務領域



一般的な請求書作成サービスとの違い

ü 書類作成のために作られたシステムではなく、業務・経営
を効率化・自動化するために設計されたシステム

ü 大手企業の業務システムを構築してきた経験を活かして、
スモールビジネス向けに、経営者自身が設計・開発

ü 営業戦略や経営判断で重要な、未来の見込みを把握するた
めの仕組み

書類作成サービスではなく業務・経営管理システム



有料継続率99%超を支える高い満足度・導入効果



boardで解決できる課題・ニーズ

ü 請求書をExcelで作成しており、作成・送付が煩雑

ü 請求書作成サービスを使っているものの、社内の運用フ
ローや数字の分析・見込みの把握に手間がかかっている

ü 案件ごとの損益管理（受発注の管理）を行いたい

ü 請求漏れ・支払漏れなどが発生してしまっている



boardがフィットしやすい企業

フリーランス・個人事業主 小規模（数人～数十人） 中規模（100人前後）

一般的な請求書サービスだと業務管理・分析面で物足りないが、
中堅向け業務システム・ERPだとオーバースペックなケースに最適



boardが導入されている主な業種

IT  建設 デザイン インターネットサービス 小売
コンサルティング・リサーチ 広告映像・音声

専門商社（卸） メーカー（素材・化学・食品・その他）
不動産 理容・美容・エステ メーカー（機械・電気）
人材サービス 教育 士業 印刷・出版 医療・福祉

通信 外食 総合商社 運輸/物流
旅行・宿泊・レジャー 農林水産・鉱業

エネルギー（電力・ガス・石油・新エネルギー）
金融 警備・清掃 冠婚葬祭 公社・官公庁・学校 その他



boardがフィットしないケース

ü システム上で在庫管理が必須なケース

ü 数百人以上の規模で利用するケース
ü boardは数人から数十人規模をメインターゲットに設
計されています

ü 仕入を複数の受注に按分して原価管理したいケース

ü ビジネスモデル・業務が特殊で、独自要件に合わせたシス
テムのカスタマイズが必要なケース



boardの特長



書類やステータスなどは案件単位に管理

ü 案件単位で書類を管理
ü 案件=受注・契約

ü 見積書を入力するだけで、
発注書・発注請書・納品書・
検収書・請求書・領収書にも
同じ内容を反映可能



まとめて行う業務を効率化する設計

ü 請求処理はまとめて行うことが多い業務なので、ステー
タス管理やPDF出力・メール送信・郵送を一括で処理

ü 出力時に送付状も自動作成可能



通知機能で業務漏れ防止や変化を把握

ü 「2営業日前・当日・3営業日後」など任意の複数のタイミングで通知できるタ
スク通知で、未請求・未払い・契約期間終了などを通知し業務漏れ防止

ü 案件登録・ステータス変更等の変更通知、CSVダウンロード等のセキュリティ通
知で、他のメンバーの操作による変化を把握

＊メール・Slack・ChatWorkへ通知可能



経営判断に最も大事なことは見込みの把握

ü 受注済の案件だけでなく、見積中の案件を確度別に集計

ü 未来の売上が足りない時期がひと目でわかるので、営業
戦略や経営判断に使える



外部サービスとの連携で業務をよりスムーズに

ü 請求・支払のデータをfreeeの「取引」へ自動連携
ü MFクラウド会計・弥生会計・弥生会計オンライン・勘定奉行向けには仕訳のCSV出力

ü 発注書・検収書など相手から回収する書類をクラウドサイン・
DocuSign経由で送信・署名することで、各書類の回収をオンライン
で完結



その他の主な機能



請求管理・入金管理
請求書の作成だけでなく、ダッシュボードに未請求件数を表示したり、請求期限に
アラート通知を送信するなどの請求漏れ防止の仕組みも準備。また、請求書ごとで
はなく顧客ごとに入金予定額を一覧表示し、簡単に入金確認。

発注管理・支払管理
取引先への発注書の作成はもちろん、発注書の発行有無や支払状況の管理も可能。
未払いもひと目でわかるので、支払い漏れも防止。

案件単位の損益管理
案件単位で情報を管理するのがboardの特長。案件（受注）と発注を紐付けること
ができるので、案件ごとの損益管理ができます。



一括メール送信
差し込み文字が使えるので、名前や案件名を自動的に差し込むことができ、月末の
請求書発行を1回の操作で。しかも、メール文をテンプレート化できます。

郵送代行
1通170円（切手代込み）で、画面上から郵送依頼することができます。
郵送依頼された書類は、人手を介さず、boardから印刷会社へ直接送られ、機械で
印刷・封入封緘されます。

窓付封筒対応
自身で郵送する場合に便利な窓付き封筒対応。全ての書類デザインで窓付きレイア
ウトのON/OFFが可能。また、書類デザインエディタPro（有料アドオン）を使え
ば、微妙な位置の調整もできます。



合計請求書
複数の請求書を合算して1つの請求書に。元の請求書は残るので、案件単位の請求
情報もきちんと把握できます。

捺印申請
申請・承認は必要。でも複雑なワークフローは面倒。小規模な会社をターゲットに
しているから、そんなニーズにフィットするシンプルな申請機能。

電子契約サービス連携
発注書・検収書のように顧客から受領する書類をクラウドサイン・DocuSign経由
で送信・締結することで、発注書や検収書の回収を簡単に行うことができます。



書類テンプレート
同じパターンの見積書を作る時に威力を発揮する書類テンプレート。書類全体をテ
ンプレート化して、登録時にそれを呼び出すだけで簡単に入力することができます。

送付状
見積書や請求書を出力する際に自動的に送付状を生成してセットで出力することが
可能。また顧客・発注先の情報を使って単体で送付状を作成することもできます。

予算管理
売上目標・損益分岐点・粗利目標を設定しておくと、売上の予測グラフに表示され、
目標に対しての過不足がひと目でわかるようになります。



boardの書類



洗練された美しい書類デザイン

ü boardの書類デザインは4種類

ü 紙媒体を本業とするデザイナがビジネスにおける実用性とデ
ザイン性のバランスを考えてデザイン



書類の表示内容を変更

ü 単位の有無、担当者名の表示
など、書類ごとに表示する項
目を制御可能

ü 書類上に表示されている文言
の変更



書類デザインエディタで細かい調整

ü フォントの種類・サイズの変更

ü 社印の位置やその他それぞれの細かい位置調整ができるのでバラン
スを整えることができます



boardのセキュリティ対策



データ暗号化

ü 案件名・顧客名などの機密情報は暗号化して保存

ü 暗号化キーは会社ごとに異なるものを使用しているため、
万が一のことがあっても、容易には解読不可

ü 弊社のサポートもこれらの情報を閲覧することはできま
せん



外部からの攻撃への対策

ü 外部からの攻撃に対しても、いくつもの手段で防御する
仕組みを導入しています
ü 脆弱性を狙った攻撃をブロックするWAFにはクラウ
ド型WAFで実績No.1のScutumを採用

ü アンチウイルスソフト、サーバへの侵入検知（IDS・
IPS）を導入



ü 大手企業でエンタープライズ系のシステム構築に携わってい
た者が代表・boardの開発責任者を務めているため、ベン
チャーながら社内の運用・アクセス権管理などは厳格に管理

ü データベースや暗号化キーなど情報セキュリティ上重要なも
のへのアクセスは、責任者（弊社代表）しかアクセス不可

ü サーバのセキュリティアップデートがあれば自動で通知され
る仕組みになっており、緊急度に応じて適切なタイミングで
アップデート

社内の運用体制



ユーザ向けセキュリティ機能
ü 社内からのみのアクセスに限定するIP制限

ü ID・パスワードの認証に加え、2段階認証にも対応

ü SAMLによるシングルサインオンが可能

ü 「誰がいつ何の操作をしたか」を自動的に記録する操作履歴（監査
ログ）

ü CSVダウンロード等、セキュリティに関連する操作があった場合に
通知が可能

ü 標準の4種類のユーザ権限に加え、「カスタム権限」で利用可能な機
能をカスタマイズ



セキュリティ割引

ü ログインのセキュリティを強化する設定（「2段階認証を
必須」または「シングルサインオンのみ」）を1ヶ月間継
続した場合、次回決済時に月額利用料を5%OFFする制度
を用意しています。

ü セキュリティに配慮してお使い頂くと割引される制度で
すので、ご導入に際しては、ぜひご活用ください。

セキュリティ割引について：https://the-board.jp/helps/help_security_discount



開発・運用・サポート



開発ロードマップの公開
boardでは、ユーザの方々・ご検討中の方々の参考になるように、開発ロードマッ
プを公開しています。今後の方向性や追加機能の予定などをご確認頂けます。
https://the-board.jp/blogs/roadmap_of_board

サポート実績の公開
初回回答までの時間の中央値を毎月公開。半数以上のお問い合わせを約10分前後で
回答しています。

個別相談会
導入を検討されている方向けに個別相談会を実施しています。基本的な説明だけで
なく、業務や課題を伺って、それに合わせた使い方の相談などにも対応しています。
https://the-board.jp/helps/help_individual_session_for_board



ユーザの声



事例インタビュー
ü 案件が増えていくにつれて従来のExcelでの管理に限界を
感じていた

ü 導入とともに業務フローや稟議フローなども見直し、業
務の効率化を図る体制を整備

ü このコスト感で
ここまで機能が揃っていて
楽をさせてくれる
サービスは他にない



事例インタビュー
ü 月末業務の時間が70%も削減。業務をシステム化し効率
化するすばらしさを改めて感じた

ü 使っていて操作パスが短い点などユーザビリティがよく
考えられている

ü 開発スピード・品質・
継続性などトータルで
信頼できる



事例インタビュー
ü 中小企業向けバックオフィスおまかせサービスでboard
を採用

ü 欲しいと思う帳票をほぼ全部出せ、freeeとの相性も良く
ストレスがない

ü 中小企業の請求と
入金管理業務はboardと
freeeで事足りる



選定にあたって、使いやすさや教育コストの少なさを重視。
他に比べたら断トツに安いし、売上分析まで標準で付加され
ているのも大変魅力的。

ドッグフーディング（開発者自身が自ら使用すること）され
ているから洗練されている

決め手は「UIが使いやすい」「見積書や請求書が美しい、か
つカスタマイズできる」。
経営者としては売上分析もでき、本当に求めていたサービス。

全ての事例インタビューはこちら
https://the-board.jp/interviews



料金プランと導入までの流れ



各プランの詳細は下記をご覧ください。
https://the-board.jp/#pricing

Personal Basic Standard Premium

料金

980
円(税抜) / 月

ユーザ数

1

料金

1,980
円(税抜) / 月

ユーザ数

3

料金

3,980
円(税抜) / 月

ユーザ数

15

料金

5,980
円(税抜) / 月

ユーザ数

50



導入までの流れ

①無料お試し
サイト上からアカウント登録すると、30日間無料で全ての機能をお試し頂けます。
自動的に有料プランに切り替わったり、こちらから営業電話をすることもありませ
んので、安心してお試しください。

②有料お申込み
お試し期間終了後も継続してご利用頂く場合は、有料登録が必要です。
手続きは全て画面上から行うことが可能で、プラン選択後、お支払方法（カード情
報）の登録を行えば完了です。



ご検討時によく参照されるヘルプ・FAQ

ü boardに関するよくあるご質問
ü https://the-board.jp/helps/faq_about_board

ü お試し登録（トライアル）に関するよくあるご質問
ü https://the-board.jp/helps/faq_about_registration

ü ファーストガイド
ü https://the-board.jp/helps/help_basic_flow_of_board

https://the-board.jp/helps/faq_about_board
https://the-board.jp/helps/faq_about_registration
https://the-board.jp/helps/help_basic_flow_of_board


運営会社について



ヴェルク株式会社について
boardを開発・運営しているヴェルクでは、board以外に、データ分析・受託開発事業を
行っており、そこでの経営・運営を活かしてboardを開発しています。

個人事業主・中小規模向け
クラウド型業務・経営管理システム

BigQuery・Tableauを使った
データ分析支援

データ分析
開発はもちろん、企画・運用の支援等

システムに関わる全般

受託開発

velc.co.jp



お気軽にお問い合わせください

https://the-board.jp
support@the-board.jp


