
HUE EBM

電子帳簿保存法対応 
電子管理クラウドサービス
HUE EBMは、川MAS忍証取得済みの 
スキャナ保存•電子取引の電子帳簿保存法に

対応し特化したクラウドサービスです。

電子帳簿保存法の定めるスキャナ保存制度• 

電子取引制度の要件に則して設計されています。 

必要なときに必要なデータをすぐに見つけられ 

るため、適切に原本を破棄した上で証憑を一元 

管理できます。

一3つの特徴一

月額利用料

30,000円
(税別)

特徴1 川MA認証を取得済みだから、安心•らくらく
電子帳簿保存法の法的要件を満たした製品に与えられる国税局公認のJNMA認証の「スキヤナ保存ソフト」
「電子取引ソフト」としての認証を取得しているので、電子帳簿保存に対して安心してシステムを利用することができます。

特徴2 シンプルだから、すぐに電子帳簿保法に対応できる
電子帳簿保存法に対応した証憑保存に特化したシンプルなサービスなので、電帳法に関連しない余計な機能が搭載されておらず、 
簡単に導入することができます。システムに強くない経理部だけでも簡単に導入することができます。

特徴3 電帳法対応による経理部の負担を軽減
現場部門が証憑を直接アップロ一ドし、経理担当者が承認する運用が可能なため、スキャンや入力などの作業がすべて経理担当に 
集中することを避けることができます。

BEXzrn
rOwOT =

紙の証憑受領

現場部門が紙の証»を取引 
先から受領します。

確
電子取引データ受領

現埸部門が電子取引データ 
を取引先から受領します。

スキャン•撮影

スキャンまたは写真を撮影 
し、PDFフアイノレや画像フアイ 
ルにします。

2
受領者

i%
EBMへアップロード

スキャナ保存または電子取 
弓IファイルをEBMへアップ 
□一卜•します。

入力•申請

取引先名称、受領日、取引 
金額などの必要な情報を入 

力し、申請します。

ぬ)
経理担当者

A
承認

経理担当者が鉦憑に問題が 
ないことを確認し、承認しま 
す。承認をスキップすること 
もできます。
※承認は丨段*まで投定できま

資料ダウンロード
より詳しい機能紹介や導入ステップなど
電子格薄保存法に対応したサービスを選定する際に、
ぜひ参考にしていただきたい情報が詰まっています。

WORKS
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株式会社ワークスアブリケーシヨンズ 
東京都千代田区&町2-5-1半蔵鬥PREX S〇uth2F 
TEL ：03-3512-M10 
M AIL: marketing-mfo@worksaDC〇.jP

本製品のデモ•资料a求•無科卜ライアルの
利用については•裂品ページよりお問い合わせください.

【HUEEBMK品ページ】 
https://www.worksap.co.jp/saas/ebm/

https://www.worksap.co.jp/saas/ebm/


2023年 
正式リリース予定

HUEデジタルインボイス -------------
取引先も簡単にデジタルインボイス対応 

既存システムと連携可能なクラウド請求書送受信サービス

〇受取も発行もかんたんペーパーレス
従来紙で行われていた取引先との請求書発行•受取業務を、
クラウド上でのデジタルデータのやりとりにかんたんに移行できます。

〇法改正に迅速に対応
電子帳簿保存法の改正やインボイス制度などの要件に迅速に対応できます。
税制度の変更などのたびにシステム改修にお客様が苦慮されることはありません。

©取引先からのリクエス卜にすぐに答えられる
簡単な設定だけで両社で連携して利用が開始できるため、中堅中小企業を含む取引先にも同時に導 
入いただくことで、デジタルインボイスのメリットを享受できます。もちろん、既存の会計システムとの連 
携も可能です。

インボイス制度の課題
送り手だけでなく、受け手としての対応は検討済みでしようか？

受け手の課題
▼

非適格請求書の
現場対応がスム一ズに
非適格請求書の控除計算に対応。 
複雑な現場での手間が削減できます。

送り手の課題

現場での個別の税計算 
の手間を削減
現場を含めたインボイス制度への 
対応をスムーズに。

命 Peppol
適格請求書はそのまま
デジタルインボイスへ
インボイス対応後に発生するデジタル 
インボイスにも対応いただけます。

明每
システム連携による 
一括発行も可能
システム連携により、一括での発行 
も可能。特別なシステム知識は不要 
です。

「■n愚デジタルインポイス
t 推進協議会 x

f « E-Invoice Promotion Association ▼▼

日本では、国際規格のP印p〇l (ぺポル)をベースに官民が連携してデジタルインボイス標準仕様の策定■普 
及に取り組んでいます。民間側ではデジタルインボイス推進協議会が中心的な役割を果たしており、弊社 
は同協議会の運営を担う幹事法人に選任されています。

WORKS

株式会社ワークスアプリケーションズ

東京都千代田区麹町2-5-1半蔵門PREX South 2F
TEL 03-3512-1400
MAIL marketing-info@worksap.co.jp

2022年10月パイロットプログラム 
受付開始
【製品概要■お問い合わせ】
nttps://www.worksap.co.jD/contact/

mailto:marketing-info@worksap.co.jp
http://www.worksap.co.jD/contact/


画大手企業向け基幹業務パッケージ「HUE」
HUEは個別開発を必要とせずお客様が同じ製品を使うことで、日々進化し続ける各社の業務プロセスを吸収し、 
長い年月をかけて成長（拡弓長)をし続けてきました。
業種•業態を問わず、大手企業に必要とされる多種多様な業務要件や商習慣を巩用化し、「標準機能」として 
提供しているため、個別開発を行わないシステム導入を実現しております。

大手企業の複雑な業務要件を標準機能に吸収
▲

一般的なパッケー ワークスアプリケーションズのコンセプ卜

個別開発^^^^^^酬開発 

個別 発

■象 •
足りない機能は八°ッケ—ジの外部で開発

HUE

各社の要件を汎用化し標準機能に吸収

大企業で必要とされる要件や業種特有の要件も汎用化し実装することで
個別のシステム開発が不要になリコストの上振れを防ぐ

DXや電子帳簿保存法など将来のビジネストレンドや法改正への対応や、 
次世代のITインフラへの変更にも個別開発が無いため追加コス卜無しで対応

ソリューション

弊社が提供する製品のサポート範囲

圖A C

財務会計/管理会計
一般会計小口現金消費税申告 
連結管理管理会計予算管理 
配賦管理グル一プ管理

債権管理/債務管理
請求依頼請求処理入金/消込 
手形管理支払依頼支払予定 
支払処理價権價務相殺

経費精算
経費精算交通費精算出張旅費 
仮払/返金管理ic連携 
外部サイ卜連携電子帳薄管理

資産管理
固定資産リース資産減損会計 
資産除去價務建設仮勘定 
備品管理賃借不動産

資金管理
資金予測/実績出納/口座管理 
CMS借入金社債貸付金 
有価証券財務分析

購買管理
購入依頼申請見積発注 
受入/検収管理在庫貯蔵品 
購買予算管理Web-EDI

® S C M

販売管理
販売見積受注管理手配管理 
出荷管理売上管理納期回答 
返品管理輸出管理

在庫管理

調達管理
調達見積発注管理入荷管理 
受入検収管理仕入管理 
購買依頼支給管理輸入管理

原価管理

プロジェクト管理
案件管理見積管理受注管理 
納品検収管理売上管理 
工数/収支計画要員割当個別原価

不動産管理
引当管理入庫管理出庫管理 
在庫移動管理棚卸管理 
在庫言稽論理在庫管理

製造原価計算配賦処理 
原価計上原価振替損益照会

物件情報管理賃貸契約管理 
物件維持管理売上預り金管理 
オーナー管理収支管理

株式会社ワークスアプリケーションズ
東京都千代田区麹町2-5-1半蔵門PREX South 2F ■お問い合わせはこちらまで
TEL: 03-3512-1410
MAIL: marketing-info@worksap.co.jp

mailto:marketing-info@worksap.co.jp


製品•サービスラインアップ WORKS
APPLICATIONS

現場から手軽にはじめるDX 
少人数からすぐに利用できるSaaSシリーズ

「HUE Works Suite」

HUE Works Suiteは、現場の業務プロセスやコミュニケーションを効率的に推進するためのツール群です。 
企業情報のデジタル化や自動化、さらにAIや機械学習（ML)によるナレッジの有効活用をサポートします。 
「HUE」の提供を通じ、長年培った高い技術力と使いやすさを重視したUIで、すぐに簡単に利用できる 
サービスをご提供します。

ワークフロー 

プロジェクト進埗_

電子帳簿保存システム 

チヤツ卜ボット

デジタルインボイス

AIOCR

お客様の声で成長し続けるERP 
大手企業向けERPパッケージ

「HUE」
導入社数:2000社以上の実績を持つHUEは、個別開発を必要とせずお客様が同じ製品を使うことで、 
日々進化し続ける各社の業務プロセスを吸収し、長い年月をかけて成長（拡張）をし続けてきました。 
業種•業態を問わず、大手企業に必要とされる多種多様な業務要件や商慣習を汎用化し、「標準機能」 
として提供しているため、個別開発を行わないシステム導入を実現しています。

圖AC
会計シリーズ

0SCM
サプライチェーン 

マネジメントシリーズ

財務会計/管理会計 債権管理/債務管理 経費精算

資産管理 資金管理 購買管理

販売管理

在庫管理

調達管理

原価管理 不動産管理

大手企業特有の“現場のこだわり”と“内部統制”を両立する業務ポータル

「ArielAirOne」
大手企業実績多数！企業規模1000名以上の導入比率90%
ワークスタイル変革•コラボレーション促進•コミュニケーションの改善を通じて生産性の向上に貢献します 。 
また、Notes移行ツールも提供しており、優れた業務プロセスを残しつつ、スムーズなNotes移行を実現します。

ポータル/業務アプリケーション開発 Notes移行ツ一ル

スケジュール掲示板施設管理 
ワ一クフロ一(稟議•申請）

設計構造変換アプリケーション開発 
データ抽出_csv変換

株式会社ワークスアプリケーションズ 
東京都千代田区麹町2-5-1半蔵門PREX South2F 
TEL ：03-3512-1410 
MAIL： marketing-info@worksap.co.jp

弊社製品のデモ•資料請求•無料卜ライアルの 
利用については、以下ページよりお問い合わせ下さい。

【お問い合わせページ】
https://www.worksap.co.jp/contact/
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