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契約管理・書類発行システム「i-seiQ」ご提案資料

株式会社シナジーシステム
システム営業本部

東京都豊島区東池袋1-47-3 １７山京ビル504号
URL：http://www.synergy-system.co.jp

e-mail：info@synergy-system.co.jp
TEL：03-6912-9065  
FAX：03-6745-9001

発売元：株式会社アイエンター
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「i-seiQ」とは……

クラウド契約管理・書類発行システム

SES、受託開発、サービス契約等のIT業界特有の契約管理と
見積書、注文書、請求書等の書類発行をワンクリックで実現する

です。

更新対象
一覧作成

取引先情報
管理

各種書類
作成

契約情報
管理

キャッシュ
フロー確認

入出金管理
消込作業

ログイン
認証

セキュリティデータ
バックアップ

売上・支払
分析

主な機能

時間精算幅
管理

機能権限
設定
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「i-seiQ」詳細メリット
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人為的
入力ミス防止
請求金額の入力ミスや送
付先間違いはありえない
ですよね？

「i-seiQ」詳細メリット

システム開発業界に有りそうで無かった契約管理システムの決定版。
SESにおける時間精算幅登録が可能なのはもちろんのこと、
支払サイトの登録、受託案件の分割請求等、システム開発会社が
構築したシステムだから、利便性は抜群です。

いつまで超過・控除
計算を電卓で
やりますか？

改めて業務フローを
棚卸してみると、
ムダはありませんか？

ファイルサーバー、
HDDへの保存だけでは
確実ではありません。

来月の数字を確認するた
めに、どのくらい時間を
かけてますか？

Excelの管理表を
手作業で集計して
いませんか？

会社に戻らないと
作業できないという
言い訳は通用しません。

契約毎のサイトを確認し
入金予定日表を毎月
作成していませんか？

書類作成を
自動化

業務フロー
標準化

契約情報
バックアップ

更新対象者
リスト自動作成

外出先・出張先
から情報確認

入出金消込を
高速化

未来の
売上・利益予測
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書類作成を自動化

月末月初の書類作成は同じデータを
別々のExcelフォーマットに入力し
続ける単純作業。
「もっと作成が楽になったらいいのに」
と思いませんか？

また、金額が関連する重要な入力
作業なので、ミスを防ぐために
何回もチェックが必要ですよね。
時間が何倍も掛かってしまうし、
どんなに注意してチェックしている
つもりでも、人間が入力する限り
ミスが発生してしまうものです。

「i-seiQ」は入力された契約情報を
もとに、ワンクリックで注文書・
請書、請求書、送付状などの書類
を作成することが可能です。超過
控除の計算を稼働時間から自動計
算するため、作成工数を半減させ
ます。

経理担当
全体契約
管理帳票 見積書 注文書 注文請書 請求書 送付状

同じ内容を入力する単純作業

全体契約
データベース

帳票をワンクリック作成
見積書

注文書

注文請書

請求書

送付状

支払通知書
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人為的入力ミス防止

経理担当

毎月50件の契約処理を行うと・・・

見積書50枚
入力・印刷

請求書50枚
入力・印刷

契約条件
50件

データ確認

超過控除
計算50件

請求確定情報
を管理表に
50件入力

送付状50枚
作成・印刷

作業
└条件確認
└見積書作成
└注文書作成
└注文請書作成
└請求書作成
└管理表入力
└送付状作成
└超過控除計算

50件
50件
50件
50件
50件
50件
100件
50件

450 の作業を、

月末月初の限られた5営業日で、

ミス0件 にできていますか？

毎月発生する

各担当者が同一システム上で情報を一
元管理することで、必要な情報を必要
な時に、確認できます。部署間を飛び
越えた情報共有も可能なため、情報連
携の手間も省けます。

また、i-seiQなら見積書、注文書・請
書、請求書、送付状など、業界で
必要される帳票は全てワンクリックで
出力することが可能です。経理担当

各種帳票

i-seiQが各帳票を自動発行
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業務フロー標準化

自社システムや複数のExcelファイルへの分散入
力・重複入力のため、入力作業などの間接作業時
間が存在していないでしょうか？
また、各部門でデータ管理項目がバラバラのため
、部門間の連携・情報共有にロスは生じていない
でしょうか？
情報共有漏れや対応忘れが発生してしまうと、経
理部門から催促を受けるなど、会社全体の業務処
理の遅れにつながっている経験はどの企業様でも
あるはずです。

会社全体で同一のシステム・マスタ・入力フォ
ーマットを利用するため、各部署で入力方法が
標準化され、データを他部門とも共有・連携し
やすくなります。また、分散入力・重複入力が
無くなり業務効率化が向上し、担当者にいちい
ち情報確認しなくても、i-seiQの
登録データを確認すれば一発です。

経理担当 営業担当

経営者 エンジニア

経理担当 営業担当

経営者 エンジニア
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契約情報バックアップ

自社で作成したExcelの契約管理表はどこに保存
していますか？ファイルサーバーで共有をしてい
たり、外付けのHDD等、企業文化によって管理
方法様々だと思います。それでは、
バックアップはどのように取っていますか？
今保存しているサーバーやHDDが壊れたら「そ
れでおしまい」などということはありませんか？
契約管理表は会社運営を支える最重要なデータで
すので、最適なバックアップ方法が必要です。
「うちはバックアップ取っているから大丈夫」と
思っている企業様でも、今一度バックアップの
取り方を見返してみてください。

緊急事態を想定したデータのバックアップを実
現するため、i-seiQはWindowsAzureを使用し
ております。
Azureのデータセンターは世界中の19のリージ
ョン（地域）で展開しており、プライマリリー
ジョンから250マイル以上離れた2つ目のリージ
ョンにバックアップデータが保存されます。ま
た、Azureは国際的な標準にも準拠しています
のでセキュリティ面もご安心いただけます。
ISO27001、SSAE16、HIPAA BAA、および
E.U. Model Clauses 認定 PCI DSS レベル1適
合など、国際的な標準規格にも準拠しています
。

ローカルPC故障

HDD故障

ファイルデータ破損

ファイルサーバー故障

物理的破壊

世界基準のセキュリティ
遠隔バックアップ
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未来の売上・利益予測

「i-seiQ」はデータを一元管理し
ています。月間の売上、利益確
認や売掛、買掛金推移もリアル
タイムで確認できるため、検索
や確認の時間をかけずに
スムーズな営業計画を建てるこ
とが可能です。

経営に必要な情報リアルタイム確認
売上・支払予定一覧

経理担当 営業担当

エンジニア経営者

i-seiQが
自動集計

同一システムに入力

請求確定一覧

売上予測

キャッシュフロー予測

リアルタイム出力

売上や仕入・外注などの各種情報が、複数の
システムや管理ツール（Excel、Access等）に
分散していて、 部署によって管理もバラバラ
なので、売上や利益の状況を即座に把握する
ことが難しい・・・。
また、各部署に確認して、売上や仕入の情報
収集に時間がかかるため、収支が把握できる
のはいつも月の半ば頃だというご経験ございま
せんか？各担当者に売上予定を報告させている
が、集計に時間がかかり管理も大変。今四半期
、翌四半期など、正確な売上や利益の見通しを
立てたいと思いませんか？

情報収集 集計 加工 完成

5日後 7日後 10日後 14日後

売上予測
レポート
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更新対象者リストを自動作成

「i-seiQ」は契約終了
時期を自動的に識別し、当
月の契約更新対象者をリス
ト化して表示します。
また、同一データベースで
情報共有していますので、
他の方も「i-seiQ」状況を
確認することができます。

営業にとって毎月気になるの
は翌月の更新対象者。
Excelファイルを編集して、更
新対象者リストを毎週作成す
る時間も勿体無いと思いませ
んか？
事務作業は削減して営業時間
に充てたいと考えていながら
、現状の管理体制に甘んじて
しまう担当者も多いようです
。

管理者

○月の更新対象

○月の更新対象

○月の更新対象

？名

？名

? 名
全体契約
管理帳票情報が最新ではない

対象が多い担当をフォロー

確認作業が勿体無い

更新対象者をリアルタイム確認

管理者

？

○月の更新対象

○月の更新対象

○月の更新対象

3名

5名

10名
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外出先・出張先から情報確認

データ修正 請求書印刷

「i-seiQ」はデータをクラウド上にデータ管理しているため、外出先から
でもデータ修正が可能です。あとは、社内にいる担当者に郵送の指示を出
せば、問題はすぐに解決します。

営業担当 経理担当

PDF送信

お客様
（請求先）

請求書修正依頼

お客様より突然の電話。「○○さんの請求書を今日中に修正してPDFで送ってくれませ
んか？」しまった・・・会社に戻らないと修正できないのに外出続きで対応できないと
いうケースはございませんか？そのような時に限って、明日になってしまうと今月中の
請求対象にならないと言われることも多いです。
このような状況、良く発生すると思いますが、「外出中・出張中だから対応できない」
という言い訳は通用しないですよね。
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入出金消込を高速化

膨大な時間がかかる入金チェックの苦労は、実業務
を担当されている方にしか分かりません。
売上の締め日が来るたびに、大量の作業を正確に行
うことが求められる入金確認業務。
契約情報ごとに条件が違う「締日」や「支払サイト
」そして、超過控除金額が計算された、
請求確定金額の把握等々、地道な計算と確認作業が
発生しています。
月間の入出金チェック表を毎月作成してチェックに
臨んでいないですか？

経理担当

A社は15日に1
件と

月末に12件

月末入金は
何件だっけ

？

来月の入出金
確認リストを
作成しなきゃ

管理表に支払
サイトの記入
が無い

交通費の
請求は含まれ
ているのか

B社の入金が
2件足りない

経理担当

各金融機関
オンライン
システム

入金リストを一発表示

i-seiQは入力された契約情報と、確定された
請求情報をもとに、「入出金管理表」を
集計しています。そのため、月間のいつの
タイミングで、どの会社からどのくらいの
金額が入金されるかを一覧で表示することが
可能です。

入出金チェックの担当者は、i-seiQと
各金融機関のオンラインシステムを見比べて
消込作業を実施することが可能です。
確認表の作成工数が全く必要なくなります。
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基本機能基本機能
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i-seiQの基本機能

見積処理
見積一覧
見積作成

マスタメンテナンス
取引先情報編集
取引先担当者情報編集
組織情報編集
担当者情報編集
取引窓口情報編集
補助科目情報編集
小カテゴリ情報編集
ユーザー情報編集
掲載情報編集

入金処理
入金消込
入金履歴

契約処理
契約一覧
見積成約
契約新規作成

請求処理
請求一覧
稼働時間入力
請求書編集
送付確認
請求書設定
請求準備情報入力

出金処理
支払一覧

帳票出力
見積書出力
送付票出力
支払先注文書
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クラウドサービスの強み
データ管理の信頼性 （参照：お客様とパートナーの Microsoft Azure での成功例：https://azure.microsoft.com/ja-jp/case-studies/）

どこにいてもアクセスできる利便性や、災害時診療継続計画 (BCP) の実
現手法としてクラウドを選択する企業が増えています。
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「i-seiQ」ご利用実績
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「i-seiQ」ご利用実績

月末・月初の書類作成工数を50%削減
「i-seiQ」は入力された契約情報をもとに、ワンクリックで注文書・請書、請求書、送付状など
の書類を作成することが可能です。条件確認や帳票への入力作業を激減させることができます。

Excel管理

i-seiQ

契約情報
データ確認

各部署から
情報収集

見積書入力
作成

請求条件
確認

超過控除
計算

請求書
作成

送付状
作成

見積書
入力
作成

請求
条件
確認

超過
控除
計算

請求書
作成

送付状
作成 書類作成工数50％以上削減
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入力ミス、送付ミス発生率が0%に
「i-seiQ」は入力された契約情報をもとに、システムから注文書、請書、請求書、
送付状などの書類を出力します。また、超過控除の計算を稼働時間から自動計算
するため、人為的な入力ミスを防ぐことができます。（送付先入力ミスも防げます）

「i-seiQ」ご利用実績

見積書 注文書 注文請書 請求書 送付状 見積書 注文書 注文請書 請求書 送付状
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全体数字把握が1分で可能に
「i-seiQ」はデータを一元管理しています。月間の売上、利益確認や売掛、
買掛金推移も随時確認できるため、検索や確認の時間をかけずにスムーズな
営業計画を建てることが可能です。

「i-seiQ」ご利用実績

経理担当 営業担当

経営者

エンジニア
経営者

いつ報告が
来るんだ？ 売上・支払予定一覧

請求確定一覧

売上予測

キャッシュフロー予測

いつでも
確認できる急な依頼で

集計できない
ファイル
サーバーを
見てくれ

そもそも
データ管理
してない
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「i-seiQ」お客様の声
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ご利用料金
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ご利用料金

初期設定費用 月額費用 当月の請求データ件数 超過金額

¥300,000 

¥10,000 ～20件 ¥300/件

¥30,000 ～100件

¥200/件
¥50,000 ～300件

¥70,000 ～500件

¥100,000 ～800件

月間800件以上の場合は別途お見積

※月間の請求データ件数をもとにご契約プランを選択して頂きます。基本月額費用はご利用月の月末に口座引落させて頂きます。月間の請求データ件数が上限を超
えてしまう場合、翌月15日に前月分の請求データ超過分を算出し同月末日に追加請求させて頂きます。超過分のお支払いは翌月末日までとなります。
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会社案内

JR池袋駅東口より 徒歩4分

池袋駅東口北

事業内容
所 在 地 〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-47-3 １７山京ビル504号
URL：http://www.synergy-system.co.jp/
e-mail：info@synergy-system.co.jp
TEL：03-6912-9065  FAX：03-6745-9001
埼玉営業所：埼玉県北足立郡伊奈町栄4-214-1

設 立 平成28年（2016年）１月5日

資 本 金 500万円

売 上 第1期  5,900万円 （平成28年12月）

第2期  1億円       （平成29年12月）

従 業 員 14名 

役 員 代表取締役社長   林   裕

取 引 銀 行 三菱東京ＵＦＪ銀行 池袋支店

西武信用金庫 新江古田支店

顧 問 事 務 所 税理士法人矢崎会計事務所

東京労務オフィス

弁護士法人ベリーベスト法律事務所

株式会社とらうべ（トータルヘルスケア）

加 盟 団 体 東京商工会議所

日本情報技術取引所（JIET）

東京都情報産業協会（IIT）

公益社団法人 豊島法人会

取 得 資 格 ＩＳＭＳ（JIS Q 27001:2014) 

主 な 取 引 先 富士電機ＩＴソリューション株式会社

國興システムズ株式会社

公益財団法人日本英語検定協会             

インフォテック株式会社             

株式会社情報戦略テクノロジー

日本デーコムサービス株式会社

株式会社アイエンター              ほか

インフラソリューション事業部

◆ 企業･学校･病院･公共施設などのインフラ基盤 提案･構築～運用･保守 業務
◆ LANケーブリングシステム 設計･施工/電話･電源工事
◆ 無線LAN･IPカメラ 設計･構築～運用支援
◆ サーバ構築･保守/クラウド構築支援･保守/ヘルプデスク/キッティングなど
◆ メーカーへのインフラ技術者業務請負サービス

システム開発事業部 ／ システム営業本部

◆ オープン系業務システム･WEB系開発案件の請負･受託業務
◆ 業務システム･ゲーム･ＷＥＢ系サービス開発案件への

SE･PG･デザイナー常駐業務
◆ ＳＥＳ契約管理クラウドシステム 「i-seiQ」 販売
◆ 中堅･中小ＩＴ企業への営業戦略･組織戦略のマネージメント･コーチング

販売支援
◆ 新規設立企業への起業･創業サポート

MSA-IS-185
認証範囲：IT事業における営業･管理業務


会社概要

		

				所在地 トコロザイチ				〒170-0013 
東京都豊島区東池袋1-47-3 １７山京ビル504号
URL：http://www.synergy-system.co.jp/
e-mail：info@synergy-system.co.jp
TEL：03-6912-9065  FAX：03-6745-9001
埼玉営業所：埼玉県北足立郡伊奈町栄4-214-1 トウキョウトトシマクヒガシイケブクロサンキョウゴウサイタマエイギョウショサイタマケンキタアダチグンイナマチサカエ

				設立 セツタテ				平成28年（2016年）１月5日 ヘイセイネンネンガツニチ

				資本金 シホンキン				500万円 マンエン

				売上 バイウエ				第1期  5,900万円 （平成28年12月） ダイキエンヘイセイネンガツ

								第2期  1億円       （平成29年12月） ダイキオクエンヘイセイネンガツ

				従業員 ジュウギョウイン				14名  メイ

				役員 エキイン				代表取締役社長   林   裕 シャチョウハヤシユタカ

				取引銀行 トリインギンギョウ				三菱東京ＵＦＪ銀行 池袋支店 ミツビシトウキョウギンコウイケブクロシテン

								西武信用金庫 新江古田支店 セイブシンヨウキンコシンエコダシテン

				顧問事務所 コモンジムショ				税理士法人矢崎会計事務所 ゼイリシホウジンヤザキカイケイジムショ

								東京労務オフィス トウキョウロウム

								弁護士法人ベリーベスト法律事務所

								株式会社とらうべ（トータルヘルスケア） カブシキカイシャ

				加盟団体 カメイダンカラダ				東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ

								日本情報技術取引所（JIET） ジョウホウギジュツトリヒキショ

								東京都情報産業協会（IIT） トウキョウトジョウホウサンギョウキョウカイ

								公益社団法人 豊島法人会 コウエキシャダンホウジントシマホウジンカイ

				取得資格 トリエシカク				ＩＳＭＳ（JIS Q 27001:2014)

				主な取引先 オモトリヒキサキ				富士電機ＩＴソリューション株式会社 フジデンキカブシキカイシャ

								國興システムズ株式会社

								公益財団法人日本英語検定協会              コウエキザイダンホウジンニホンエイゴケンテイキョウカイ

								インフォテック株式会社

								株式会社情報戦略テクノロジー カブシキカイシャジョウホウセンリャク

								日本デーコムサービス株式会社

								株式会社アイエンター              ほか





沿革

		

				平成10年  4月		　東京都台東区東1丁目1番14号において、資本金1,750万円で設立

				平成10年 10月		　本社事務所移転（台東区上野3丁目6番地4号)

				平成13年  7月		　資本金2,000万円に増資

				平成14年  7月		　特定労働者派遣事業に登録

				平成15年  4月		　本社事務所移転（台東区上野5丁目24番地16号偕楽ビル9階）

				平成16年  4月		　売上10億円を突破

				平成17年  5月		　日本ソフトウェア産業協会（NSA）に加盟

				平成18年  1月		　『セイコープレシジョン株式会社』殿と包括的業務提携

				平成18年 12月		　プライバシーマーク認定　A821996（1）

				平成19年  1月		　一般労働者派遣事業（般13-302331）登録

				平成19年  7月		　有料職業紹介事業(13-ユ-302336)登録 
　ＩＴコンソーシアム『隔月会』を立ち上げ

				平成19年 10月		　本社事務所移転（千代田区神田錦町1-21-1昭栄神田橋ビル8F）

				平成19年 12月		　東京商工会議所に加盟

				平成21年  3月		　合同会社ITコンソーシアムを設立

				平成21年  3月		　プライバシーマーク更新認定 第10821996（02）号

				平成21年  9月		　『ビジネスソリューションマネジメント2009 ＶＩＰセミナー』開催

				平成21年 11月		　ＪＰ１テクニカルパートナー認定

				平成22年  2月		　株式会社フェイス設立（全額出資子会社）





実績

		

				年度（平成） ネンドヘイセイ		H11年 ネン		H12年 ネン		H13年 ネン		H14年 ネン		H15年 ネン		H16年 ネン		H17年 ネン		H18年 ネン		H19年 ネン		H20年 ネン		H21年 ネン

				売上（百万円） ウリアゲヒャクマンエン		267		365		500		800		1018		1180		1300		1550		1750		1650		1750

				従業員数（人） ジュウギョウインスウニン		36		50		90		120		145		175		215		240		265		230		270





実績

		



売上（百万円）

従業員数（人）



事業内容

		

				◆ソフトウェア開発 カイハツ

						・汎用系 ハンヨウケイ		OS		VOSシリーズ、IBMOS390、z/OS、MSP、ACOS　その他 タ

								言語 ゲンゴ		COBOL、PL/1、FORTRAN　その他 タ

								DB		DB2、IMS、AIM、NDB、XDM、ADM、ADABAS　その他 タ

						・オープン系 ケイ		OS		WindowsNT/2000/XP/VISTA/7、Windows Server 2000/2003/2008、UNIX、LINUX

								言語 ゲンゴ		Java、C、VC++、C#、VB、ASP、.NET、PHP、Perl　その他 タ

								DB		ORACLE、SQLserver、SYBASE、MySQL　その他 タ

						・アプリケーション				販売管理システム、SAP・R/3システム、各種通信関連システム、物流システム、 ハンバイカンリカクシュツウシンカンレンブツリュウ

										財務会計システム、営業支援システム、各種Web系システム、個人保険関連各種システム、 エイギョウシエンカクシュケイコジンホケンカンレンカクシュ

										銀行関連各種システム、クレジットカード関連各種システム、証券関連各種システム　その他 ギンコウカンレンカクシュカンレンカクシュショウケンカンレンカクシュタ

				◆システムコンサルティング								ネットワークコンサルティング

												業務改善コンサルティング ギョウムカイゼン

												各種ハード/ソフト導入コンサルティング カクシュドウニュウ

				◆システム環境構築 カンキョウコウチク								各種OSインストール/設定 カクシュセッテイ

												各種B/DCインストール/設計/チューニング カクシュセッケイ

												各種ネットワーク構築/保守 カクシュコウチクホシュ

				◆システム運用支援 ウンヨウシエン								自動運用ソフトウェア導入設計（JP1等） ジドウウンヨウドウニュウセッケイトウ

												ネットワーク運用/監視/障害対応 ウンヨウカンシショウガイタイオウ

												ヘルプデスク（PC、UNIX、ネットワーク）

				◆ハードウェア/ソフトウェア販売 ハンバイ								サーバー、クライアントPC、各種周辺機器、事務機器　その他 カクシュシュウヘンキキジムキキタ

												運用管理システム（JP1）、セキュリティソフトウェア、電子帳票システム、 ウンヨウカンリデンシチョウヒョウ

												データ解析見える化ツール、プライベートクラウドファイルサーバー　その他 タ





取引先一覧

		

						株式会社アイ･ティ・フロンティア		　　ＴＡＣ株式会社

						株式会社アイネス		　　タイコヘルスケアジャパン株式会社

						株式会社アドービジネスコンサルタント		　　T&D情報システム株式会社

						エー・アンド・アイシステム株式会社		　　株式会社DTS

						株式会社ＳＲＡ		　　株式会社東和エンジニアリング

						ＮＳＳＬＣサービス株式会社		　　日本アイ・ビー・エム株式会社

						さくら情報システム株式会社		　　日鉄日立システムエンジニアリング株式会社

						株式会社シーイーシー		　　日立フィールドアンドファシリティサービス株式会社

						株式会社シーエーシー		　　株式会社日立システムアンドサービス

						株式会社シーエーシーナレッジ		　　ブリヂストンソフトウェア株式会社

						CSKグループ各社		　　日立電子サービス株式会社

						新日鉄ソリューションズ株式会社		　　アドソル日進株式会社

						セイコープレシジョン株式会社		　　クリエイティブソリューション株式会社

						東京書籍株式会社		　　株式会社レオパレス21

						株式会社北京ＮＴＴデータジャパン		　　ネットワンシステムズ株式会社

						神奈川臨海鉄道株式会社		　　株式会社ＪＰビジネスサービス

								他数十社 ホカスウジュッシャ
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