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Smart at tools for kintone 申請パック 概要

Smart at tools for kintone 申請パックはテンプレートを使用し
kintoneでの申請フロー作成、管理をすばやく簡単に行えるサービスです

多数の汎用テンプレート
を提供
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kintoneプロセス管理利用時の課題

Smart at tools for kintone 申請パックは、kintoneプロセス管理とは別に
より簡単に高度なワークフローの作成を実現し、以下のような課題を解決します！

• 申請経路の設定が難しい、面倒

• 細かい設定ができない

• 申請状況の管理がしづらい
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申請パックとプロセス管理ご利用時の比較

テンプレートからアプリを利用
※修正、新規での作成も可能

プラグイン設定で
申請経路を選択

申請および作業者での差し戻しはもちろん
自身での申請取り下げも可能

申請一覧画面で
全アプリの申請状況を一括確認

新規でアプリを作成
プロセス管理設定で、フロー
の流れや作業者を設定

申請および作業者での差し戻しが可能 各アプリごとに申請状況を確認

申請パック

プロセス管理

新規アプリ作成不要。申請フローのパターンを選択するだけでより簡単に申請フローが作成できます
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申請パックでできること
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機能一覧

＃ 区分 機能 説明

1
申請アプリ

汎用申請テンプレートの利用 収録の汎用申請テンプレートをそのままご利用いただけます。
※収録の申請一覧はP7をご参照ください

2 新規申請アプリの利用 お客様で作成された申請アプリをご利用いただけます。

3

申請経路設定

収録済み申請経路の利用 収録の汎用申請経路を選択し、そのままご利用可能です。

4 申請経路新規の作成 新規でオリジナルの申請経路を作成することが可能です。

5 複数アプリでの申請経路利用 同一の申請経路を複数アプリでご利用いただけます。

6 上司の設定 ユーザー毎で上長を設定できます。

7 承認決済金額の設定 役職毎に承認決済金額の設定が可能です。

8 ロールグループの設定 承認者グループの設定と、次ステップへ進む際のAND・ORの条件設定が可能です。

9 代理承認の設定 有効期限を設定し代理承認者を設定することが可能です。

10

申請業務
での利用

申請、承認、取下げ 申請、承認、取下げ処理を行うことができます。

11 申請者自身での取り下げ 誤って申請を行った場合など、申請者自身による取下げが可能です。

12 取下げ理由の記入、確認 取り下げ時に、取り下げ理由の記入と内容を確認できます。

13
申請状況の確認

レコード毎の申請状況の確認 レコード毎の申請状況を確認することができます。

14 申請状況一括確認 自分が関わっている全アプリ全レコードの申請状況をステータス別に一覧表示します。
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ご提供の汎用申請テンプレート一覧

●すぐに使える申請テンプレートを17種類収録

kintoneアプリの作成経験がない方でも、
テンプレートを使用し様々な申請業務をすぐに始められます

申請名 申請名 申請名

交通費精算 残業申請 出張旅費事前申請

稟議申請 休暇申請 経費事前申請

支払依頼 仮払申請 経費精算

住所・定期代 新規登録変更申請 捺印申請

育児短時間勤務申請 接待交際費精算

フレックスタイム申請 接待交際費申請

テレワーク申請 出張旅費精算

申請テンプレートは
何個使っても同一価格！
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ワークフローの設定

●汎用の申請経路テンプレートをそのまま利用可能
●既存の申請経路の再利用が可能

申請経路は選択するだけでも利用可能
情報システム担当者じゃなくても簡単に設定可能！

申請経路を選択

経路図が表示され
申請フローをイメージしやすい

※オリジナル申請経路の作成も可能
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kintoneプロセス管理よりも高度な設定

●申請者自身での申請の取り消し
●有効期限を設定し代理承認者を設定

誤って申請を行った際の申請者自身での申請取下げや
承認担当者が長期休暇中の代理承認者の設定も簡単に行えます
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申請状況を一括確認

●ワークフロー一覧画面で全ての申請状況を確認

自分が関わっている、全アプリ、全レコードの申請をステータス別に一覧表示
対応漏れを防ぎ、効率よく処理が可能に！
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利用ケース
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利用ケース 手間をかけずテレワークの導入

部内でテレワークをすぐにでも導入したいけど、申請の仕組みがない
システム担当に依頼せずに自分たちで簡単に作れたら、、、

テレワーク申請の申請テンプレートを利用し、プラグイン設定で申請経路を選択すれば
現場担当者でも手間をかけず簡単にテレワーク申請の仕組みを構築できます

テンプレートの
アプリを利用

ワークフローの
パターンを選択
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利用ケース 紙対応押印対応をなくしたい

経費精算等、紙での申請、押印対応が多く処理管理が大変
そのたび出社しないといけないのでテレワークもなかなか浸透しない

テンプレートの経費精算アプリの
申請ボタンから申請

承認者は一覧画面で
承認待ちの申請内容を一括確認

承認者は申請の詳細画面より
承認or取り下げを実施

テンプレートを利用することで、素早く申請業務をクラウド化できます
これまで紙で管理していた書類もなくなり、すっきり管理！
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サービス料金
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価格表

名称 プラン 初期費用 費用 備考

Smart at tools for kintone
申請パック

スタータープラン 10万 9万/年(月額0.75万円) 50IDまで

スタンダードプラン 10万 18万/年(月額1.5万円) 100IDまで

プロフェショナルプラン 20万 48万/年(月額4万円) 300IDまで

エンタープライズプラン 20万 78万/年(月額6.5万円) 500IDまで

※1ドメイン1契約で、複数のアプリでご利用いただけます。複数のドメインでご利用の場合は、別途ご契約が必要となります。
※設定等、導入支援は別途費用となります。
※費用は、年間契約のみ、税抜き表示となります。
※IDに関する制限があるプランについては、すべてkintoneの登録ユーザー数を指します。

サービスを利用するユーザー数ではありませんのでご了承ください。
※税抜き価格となり、別途消費税が必要となります。
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オプション

名称 内容 初期費用 年間費用

導入設定サポート

Web会議にて最大2時間の設定レクチャを行います。
実施内容は下記となります。
●アプリテンプレートの展開
●プラグイン設定（1アプリまで）
●承認者の設定（最大５人まで）
●権限設定
●通知設定
●サービス説明（上記設定内容のご説明）

※お客様で操作をいただくkintone環境のご用意は含まれません。

¥100,000

追加経路作成
申請パックの経路設定を個別にて設定させていただきます。
※経路情報を事前にご提供いただき、個別見積もりさせていただきます。

¥100,000〜

Excel申請書移行
Smart at tools for kintone Excel入力を提供します。
Excelで作成された申請書フォーマットをkintoneレコードに取り込むサービスです。

¥50,000〜 ¥84,000〜

Excel申請書移行初期設定
Smart at tools for kintone Excel入力の初期設定を行います。
帳票の種類、難易度により個別見積もりさせていただきます （１帳票単位）
※Smart at tools for kintone Excel入力のサービス費用は含まれません。

¥100,000〜

※詳細およびお申し込み方法に関しては弊社営業担当にご確認ください。
※税抜き価格となり、別途消費税が必要となります。
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無償トライアル・会社概要
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無償トライアル

Smart at tools for kintone申請パックは、15日間の無償トライアルを実施しております。
この機会にぜひお試しください。

トライアルお申込みフォームはこちら

＜ご注意事項＞
15日間の試用期限が切れると画面にアラートウィンドウが出現しアプリ自体が利用できなくなります。
本番環境へのお試しの際はご留意ください。

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/ee4a7fafd21fad2ccee75489260d12fa30851cac14a13997c3e694bdd5cfd18f?qtype=salesdoc
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社名： M-SOLUTIONS株式会社

(M-SOLUTIONS,Inc.)

所在地 ：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿

イーストサイドスクエア17階

創立 ： 2000年1月4日

資本金 ： 1億円（SBテクノロジー 全額出資）

社員数 ： 58名

平均年齢 ： 34.2歳

代表者 ：代表取締役社長CEO

植草 学

CYBOZU AWARD 2015 / 2016
CYBOZU AWARD 2017 SI賞
CYBOZU AWARD セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー



〒160-0022
東京都新宿区新宿六丁目27番30号
新宿イーストサイドスクエア17階
TEL：03-6892-3166 / FAX：03-6892-3926

ホームページ： http://m-sol.co.jp/

◆お問い合わせフォーム
https://smartat.jp/mail/

https://smartat.jp/mail/

