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帳票発行業務をもっと楽に。
WEB帳票発行システム「楽楽明細」

1

請求書、納品書、支払明細など…あらゆる帳票をWEB・メール・郵送で発行
印刷・封入など帳票発行の手間をゼロにします。

ＹＣ
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会社概要
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社名 株式会社ラクス

代表取締役 中村崇則

設立 2000年11月1日

従業員数 586名（2018年4月1日現在）

本社所在地 〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11
アグリスクエア新宿2F

＜大阪本店＞
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3-4-5
毎日インテシオ5階

事業許可番号 一般派遣事業： 般27-300123
有料職業紹介事業： 27-ユ-020305

事業者番号 届出電気通信事業者
(旧一般第二種電気通信事業者)： E17-2681

上場証券取引所 東京証券取引所 マザーズ（コード:3923）

株式会社ラクスは、クラウドシステムの開発・運用・提供を行っております。
クラウドシステム提供20,000社、レンタルサーバー提供22,800社の導入実績がございます。

配配メール

メール一斉配信システム
メール配信無制限

クルメル

自社システムとAPI連携して
メール配信したいならこちら！

働くＤＢ

簡単導入・簡単運用の
Webデータベース、
Excel業務をシステム化に
お勧め！

楽楽精算

経費精算システム。
自動仕訳・会計ソフト連携
で、経理作業を楽に！

メールディーラー

メール管理・共有システム
サポート部門など複数人
でのメール対応業務に

チャットディーラー

簡単設置のWebチャットシステム
チャットボットで
お問い合わせ対応を効率化！
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・請求書、納品書、支払明細といった帳票発行業務を自動化させるクラウド型のシステムです。
・領収書、検収書など、あらゆる帳票の発行が可能です。
・帳票データを取り込むだけで、発行先に応じて「WEB」「メール添付」などの方法で、
楽楽明細が自動で割り振り発行します。

楽楽明細とは

※帳票データのアップロードは、CSVデータから楽楽明細内でPDFファイルの帳票を作成することもできますし、
すでに出来上がっているPDFファイルやその他ファイルをそのままアップロードすることも可能です。

製品概要
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請求書

納品書

支払明細

領収書
その他ファイル
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お取引先への帳票の届け方を選べます
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方法① マイページから帳票をダウンロード

＜特徴＞
・過去の分もダウンロードできる
・マイページの各種機能を使える
（お知らせ機能、メールアドレス修正、
顧客情報修正申請など）

・取引先が帳票をダウンロード
してくれたか、履歴を管理できる

通知メールに記載されたマイページのURLに固定ID、
パスワードでログインし、帳票ダウンロードします

マイページ ＜特徴＞
・①のマイページと違い、取引先が
IDやパスワードを管理しなくてよい

・パスワードはつけられない
・ダウンロード履歴は管理できない

メールに直接データを添付して送付します

方法③ メールのURLから直接ダウンロード
（パスワードなし）

＜特徴＞
・①のマイページと違い、取引先が
IDやパスワードを管理しなくてよい

・取引先が帳票をダウンロード
してくれたか、履歴を管理できる

・ダウンロード期限を設定できる

メールに記載されたURLをクリックすると、すぐ
に帳票データをダウンロードできます

URL

方法④ メールのURLから直接ダウンロード
（パスワードあり）

＜特徴＞
・③の特徴に加え、
セキュリティを高める
ことができる

③と同じ帳票ダウンロード用のメールに加え、
毎回ランダムに生成されるパスワードが記載され
たメールの、2通を送付します

URL

パスワード

＋

方法② メール添付
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毎月500件の請求書WEB化で、 の経費削減

計算方法：人件費2,500円/時で、1月あたり15時間が5時間に減少し、郵送費82円、封筒代15円、紙代3円/枚、印刷費10円/枚、1件あたり2枚封入

①人件費 ②郵送費 ③封筒代 ④紙代 ⑤印刷代 ⑥システム利用料

人件費
45万円

郵送費
49.2万円

その他
24.6万円

人件費
15万円

システム利用料
36万円

118.8万円

51万円

導入効果～コスト面～
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個別ファイル送信

取引先が“コピペ”
で簡単に支払処理
できる

Excel（CSV）ファイル送信

取引先がＩＤやパ
スワードを管理す
る手間なく、帳票
を受け取れる機能

ダウンロードURL機能

マイページに
お知らせを掲
載できる

お知らせ機能

請求書のPDF等
のファイルを、
一括でアップ
ロードし、発行
できる

一括同封機能

上長の承認後
に、帳票の発行
が可能に

承認フロー

取引先にメール
アドレス登録を
してもらうこと
で、簡単に収集

メールアドレス収集機能

御社の請求書や納
品書のフォーマッ
トをそのまま再現

帳票レイアウトは自由自在

「複数支店宛の請
求書を本社にまと
めて送りたい」な
どに対応できる

宛先まとめ機能 帳票の作成管理

データを取り込
み、すぐに発送
ができる

即時発行

指定した日時
に発行も可能

タイマー予約発行

メール添付で直
接データを送付
することも可能

メール添付

帳票をダウンロー
ドしていない顧客
の確認と、促し
メール送信が可能

未ダウンロード顧客の確認

取引先への通知
メールの文面を自
由に編集可能

メール文面の編集

誤って発行してし
まった請求書を、
すぐに差替え発行

差替え/修正発行

販売管理システ
ムや基幹システ
ムとデータ連携

他システムとのＡＰＩ連携

チラシやお知らせ
など、帳票以外の
書面も同封して送
れる

楽楽明細で作
成した帳票
PDFデータを
一括出力

帳票PDFファイル一括出力

御社の社内ポ
リシーに合わ
せられる

パスワードポリシーの変更ファイル一括アップロード

保管用や自社で発
送作業をする帳票
の作成管理もでき
る

2015/10/3

10：00予約

宛先ごとに指定した
個別ファイルの送信
も可能

承

即

API

豊富な機能
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ワンクリックで
ダウンロード

誤 正

A支店 B支店

本店

チラシ

お知らせ
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御社専任のスタッフが
サポートします。

徹底サポート

ラクスにお任せください

「導入メリットは理解した。
しかしながら、実際にどう進めていけばいいのか・・・」

よくある不安・疑問

ラクスは、これまで様々な企業の「帳票の電子化」をサポートしてきたノウハウがございます。

顧客案内テンプレート

お客様への「郵送→WEBへの移
行」の案内文のテンプレートをご
用意します。

利用登録機能

お客様自身がシステム利用のた
めの登録を簡単に行える機能のご
活用等をご案内します。

郵送→WEB案内のサポートもお任せ
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1年間のWEB帳票発行件数に応じてプランを選択頂く形となります。

プラン名 年間WEB発行可能件数 使用可能容量 年間基本料金（税抜） 備考

プラン3,600 3,600件 3GB 216,000円

※同一日に同一顧客に対し複数のWEB帳票を
発行した場合、何件送付しても1件とカウントされ
ますので、お得にご利用いただけます。

プラン4,800 4,800件 4GB 283,200円

プラン6,000 6,000件 5GB 348,000円

プラン8,400 8,400件 7GB 478,800円

プラン12,000 12,000件 10GB 672,000円

プラン18,000 18,000件 15GB 972,000円

プラン24,000 24,000件 20GB 1,248,000円

プラン30,000 30,000件 25GB 1,500,000円

プラン36,000 36,000件 30GB 1,728,000円
プラン42,000 42,000件 35GB 1,932,000円
プラン48,000 54,000件 40GB 2,112,000円
プラン54,000 54,000件 45GB 2,268,000円
プラン60,000 60,000件 50GB 2,400,000円
プラン72,000 72,000件 60GB 2,736,000円
プラン84,000 84,000件 70GB 3,024,000円
プラン96,000 96,000件 80GB 3,264,000円
プラン108,000 108,000件 90GB 3,456,000円
プラン120,000 120,000件 100GB 3,600,000円

＜基本プラン＞

※上記プラン以上発行の場合は別途お見積もりとなります。 ※上記の他に別途消費税がかかります。

価格情報（年間プラン）
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＜オプション料金＞
オプション名 年額基本料金（税抜） 備考

容量アップオプション（5GB） 60,000円 使用可能容量を増やします。

API連携オプション 120,000円 基幹システム等とデータ連携する為のAPIを利用できます。

※上記の他に別途消費税がかかります。
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②帳票フォーマット設定（CSV連携）
帳票CSVデータを取り込み楽楽明細にて帳票PDFを作成する場合の設定費用です。

名称 費用（税抜） 備考

標準フォーマット 25,000円/1フォーマット
※「修正」は、「標準フォーマット」や「新規フォーマット」により作成した帳票をベース
に新たにフォーマットを部分修正します。「テキスト修正」は、修正内容が固定文言
のテキスト修正のみの場合に限られます。
※帳票デザインの新規作成/修正だけでなく、帳票CSV/項目の設定も含みます。

新規フォーマット 250,000円/1フォーマット

修正 125,000円/1フォーマット

テキスト修正 37,500円/1フォーマット

③ファイル一括アップロード設定（PDF/その他ファイル連携）
PDFの請求書など、すでに出来上がっているファイルを一括で取込み、そのまま発行する機能を利用する場合の設定費用です。
照合設定の為に、ファイル名（※PDFファイルの場合、ファイルの文書内やファイルプロパティでも可）に顧客コード等の照合用
項目をご用意いただく必要がございます。
（例）ファイル名に「顧客コード_****_***.pdf」のように、照合用項目が必要です

価格情報（初期設定費用）
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オプション名 費用（税抜） 備考

ファイル一括アップロード設定 62,500円/1設定
※データ一括アップロード設定の際に必要な、照合ルールの設定ごとに、料金が加
算されます。

※上記の他に別途消費税がかかります。

名称 費用（税抜） 備考

顧客CSV/項目設定 62,500円
※1度の設定で複数の項目を追加しても、料金は固定です。
※CSVの設定変更を伴わない項目の追加/削除といった変更も該当します。

④顧客CSV/項目設定
楽楽明細が標準で用意している顧客管理項目以外に、御社独自の項目を追加する場合に発生します。

名称 費用（税抜） 備考

楽楽明細 「初期費用」 100,000円 ※アカウント発行のための料金です。

①初期費用
楽楽明細のご利用に際し必ずかかる費用です。



Ⓒ RAKUS Co., Ltd. All Rights Reserved.

データの冗長化・バックアップ体制

暗号化通信で情報漏えいを未然に防止

・24時間365日のシステム自動監視
-データベース監視
-Ｗｅｂサーバ監視
-CPU負荷監視 等

・障害時の緊急対応体制
-システム警告メールの通知による発動

24時間365日の監視体制

Ｚ

国内屈指のデータセンター

・震度7クラスの地震・火災発生への備え
-サーバに影響を与えない特殊ガスによる自動消火

・安定的に電力を供給する仕組み
-発電装置や無停電電源装置

・ SSL(Secure Socket Layer）を使った暗号化通信
-楽楽明細とやり取りする情報が暗号化

ネットワーク回線、電源、各種ネットワーク機器、ＷＥＢサーバ、
ＤＢサーバ等を冗長化

セキュリティ体制
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