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%HIRUH

៰ᬈᘜ࿑ହሃഩ૾ીକᆑ᪙ହଲ�

ᬡ೭ᗬᰛ�RU�ಓఠକଢ଼୨୭୮
ዑ૯ᬡ೭

2

ഩᰛᜂହᆂዌᅭ૾ીG ዌଏෘଶଂ
៰ᗯሃഩ

3

៰ᗯᆂዌକᜂଏᴳዌହ୦ୌ୨૾
ృᩪఇ൫ᅽሃഩ

4

ᗬᰛହᆂᓌ૾ូឆ�

$IWHU

៰ᬈᘜ࿑ହሃഩ૾ીକᆑ᪙ହଲ�

%L]ஏᩓᵀହ୦ஈଢ଼૾ીถଐᬡ೭2

ᴳዌଇହ៰ᗯሃഩ3

%L]ஏକឈᗯᘥᴋର
ୋஒ୮૾ଆᘜᐒକ୍ୠஐ୬ଏ
ᴳዌହృᩪఇ൫ᅽሃഩ

4

ᗬᰛକଫଊଆ ៰ᬈᘜକఇെ࿑ஐஐକၚીឈᗯቈเ

ᆂዌഩᰛᜂକᅭ୦ୌ୨Ꭲ൫ᩓ ៰ᬈᘜᖪᑫକஏେஐஅીᩛᆖሇ

ྺ೭କ៰ᠡହቔ૯ଇૼ૫
િ႙ᛳଖຸዥᙩႺᎢฝዑ૯ᴳዌହ
ର૫ીႶቿᗬᰛូឆ૾૫ଥ૾ଆ ુଳ๓Ꭲଏ៰
ᗯයቲଏଊᆂᲕીᤝ૫ᩣᑒቲᑱଖ૫ᇱ૾
૫ଆଏૺી࿘ᛰృ%L]ஏକ᪑ହᢌીፋହ
ଆକଊુ
િ%L]ஏକ᪢ኋହી႙ᛳᴋಕଇଏტଊ

૫ଆᎢଠᩣᑒଲଏᄱ૿ଥ૾ଆ ႙ુᛳଖ
ቈเᒌ൩ી૾ରକᖞକᬡ೭೮ႺᎢฝ૩
ଥ ુକྻ᱅କឈᗯી૫ଶଭଲᗬᰛକ
୭୨ᴋಕଇଊଆ ᰛુၡଫ಄ᘜᰛၡରକᗬ
ᰛକᨷીଳଠଲକଖṝ�ଏ૫૭ૺ
ଏྺ೭ହᎍᩭ૾ଥ૾ଆુ

ᑱఠ୬୨୭ଫଢ଼୨୭୮૩ଲ௩%L]ஏହᯗଗଳଆᑒନᆂଖṝ
િᙦᱝយଏૺଔ ළુၠହଋଲଇ
ી૩ଏଖᇇྊ૾ଆጏକ୮࿑૫ଆରᙦᱝ૾
૯ଲଏૺ૫૫ ዒુᙩᛳହ᪢Ⴛ

ଲᑒନᆂଖીዒവକඐ၉Ვᕠቧଇଊଆૺଏ ᕠુቧ
૩ଳଗીၟଊଦᤝଊଆରଫନଳଗ૫૫
૿ପ૫ଏુ

ႺᎢฝଏଊକྺ೭ஆஏ୨୭ଖଐକଯ૭ଏૺ  ମ૾૭ṝ
િଫଖ៰ᗯᯪᘷஆஏ୨୭ହྎᄱ૾૫ଥુ
ૼରᩦ૭ଏી៰ᗯହ౯ᴼ૾૫ଲృᩪఇ൫ᅽയ
ଆଈକᵇྏ%L]ஏହ൱ନ૫ଲଯ૭ોુృ

ᩪఇ൫ᅽଏ૾ૻഠᗯᎫଊଆକી
ஆ૾ଥ૾ଆḿૌଏᩦଊ૫ଥ૾ଆ ુଳଢଐીቾକ
៰ᗯᎢ൫ྮଲቈเ୶୭ଖ༁૫ુ

ᗚᚂ%L]ஏକହ��ᕔᓥᕔ᪅ଲଏṝ
િ႙ᛳକ૫ቲଖଏଏ૾ી%L]ஏྮ૾
୬ஆஏ୨୭ଖధକଏૺ૫ଯ ુ୭ᙩᩖ
ી૫ଥଖᕠቧዟᲕଳଶଊ႙ᛳଖ

��ጏ����� ᗚુᚂཱྀ૫ીଈମଊଏཱྀᐹ
૾ଥṆṇ
િᕔଖી૭��ᕔଔṝṆṇ

ྺ೭ଯቈเૼଳଆᕔହቔ૯ଇૼ૫
િଏᎢ୬ୈଥ૾ଆોુ૫ର
ᩓૌଏᩦଶଳଆରી୶ୢྮბ
ଲକી๓Ꭲ୨ଆଈᶍ૫૫ଥ૾ଆ ഩુ႑
ೢ᬴ᰛᵀᙥᘘ૾ીஆஐଫ᳷᪑ዥ
୮೭ᰛીዥఠዑ૯ଲଏ૫૭ૺଏ
ଥ૾ଆુ
િଥଆી༁૫କଖഩᰛᜂହዌᩓᕠଊଆ
ૺଏ ధુଥଖીഩᰛᜂହᆂዌዌ૫ી

ଡ଼୭ଫᴳዌଏ᠗៰ᗯሃഩૼଳ૫ଥ૾ଆ
ી%L]ஏକෘଖ୬ഠᗯଲକીഩᰛ
ᜂଖᩓଥ૾ଆુ
િ૩ଏଖીസᘜ૾ଆରஆஐ࿑କᮩ૫ଫ૫ૺ
ଏ ᳷ુཪឈᗯૼଳ૫៰ᠡᙥଶଲ ధુ
ଥଖᆂዌឈᗯ૾૫ଆକી୶ୢ
ᎍ០Ნᩛଲଏ૫૭କଖ༁ஆஏ୨୭ુ

ܧᴋಕଇଏტଊ૫ଆᎢଠᩣᑒଲଏᄱ૿ଥ૾ଆܦ

ܧ୮࿑૫ଆରᙦᱝ૾૯ଲଏૺ૫૫ܦ

ܧృᩪఇ൫ᅽയକᵇྏ%L]ஏହ൱ନ૫ଥ૾ଆܦ

ܧ୭ଖཱྀᐹ૾ଥṆṇܦ

ܧᆂዌକഩᰛᜂହၨᐊଆକଖ༁ଊଆܦ

༁ᐋ��၉ᎢોુᬯჃឬឨᚻᏢૌକྱஆ ොુᛳକᆒᨑଖીᬑᓩକஏ
ஐીᚅᬑᓩીೲྕକᲨᐊીቱዲକᲒᙥଐી૩ରଭଲᘙᎢᘪᗉଲુ
ᛣᚻឨᚻᆒᨑᘪᗉଲૺଏହஇ୨୭ఇᎢହ࿘Გુ
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%HIRUH $IWHU

ᑒᓂᘜ୮ହቿዥቃᛳᇅଋૺଏଆ ୮ቃᆇ૫କ:(%ହസᘜଲଯ૭ଊଆ

ᛳକᗬᰛឈᗯକᆨ᭲ᓊૼଳଆ ៰ᗯକᯪᙽጴହஏେ

%L]ஏྺ೭କ៰ᠡହ૱ᢌଂଇૼ૫
િྺ೭ኩଖીଁ ଗଢ଼୨୭ᑒᓂ૾ᬡ೭
૫இ୳ଫ૯ଆର ႙ુᛳଖᩜ
ృᛳ୮୩૩ଲଆନીᑱఠଢ଼୨୭୮ହ
ଲକᳮ૾ଊଆુ
િႺዾକ᰼ᨐᇏᮛଦྮბ૫ቱ૾૫:HEକ

ଐസᘜ૫ଆନીᛳஅ
ഩ૫ଆ ુକ᳒%L]ஏହ៨న૾૫ଆ
ଇીஃ୮൙ᙼၜസᘜଲଏ૫૭ૺଏ
ྺ೭ହᑒନଥ૾ଆુ

િ႙ᛳକෘଖી೮ႺᎢฝဪଲକଖીዥ
ᛳକᘜହᝳᐣଏᇔ૯૫ଆକྺ೭ᥓଖ
೮ଊଆ ુ૫ቲയኍଊଆ૾ી
ᛳକᆑ᪙ହଲକଖយ૾ଆ ృુᛳକ൫ᜂହ
ഩᩓી୦ஈଢ଼Ჱ૫૾ᘜᄱ
ᖡืᴿଊଆુ

િᛳฝଢ଼୨୭୮ହ૫ᅀଳ૫ଲକ
૫ቲକ᪢ኋᩓ૾ી୦ஈଢ଼૾ଆ᳒ଖឈᗯ
ଏᘜஆஐ࿑ଯ૭ଊ૫ଥକಓ
ഷକᮻ៵ᩓ ᑒુᓂ૾ଆରᴳዌହରଊી%L]
ஏକസᘜᐒହ୍ୠஐୋஒ୮૾ఫ᩹
ଲଇଯ૫କીᯆᘜକᥓ૩ଥଂુ

୕ஒ୵ஐᎢକଆନીᑱఠଢ଼୨୭୮ହଲକᳮ૾ଊଆ

ஈ୨ଡ଼ஊକᬡ೭ᩓᨿถଫ૫କṝ
િ౨૯ଗીቱ૾ྺ೭ᎍᩭ૾૫ଲ:HE
૩ଲଏஃୖ୫ୈ୕ᯪରଊ૫ી
କᑒᓂቲᑱହ᪨ଠଲଏଢ଼୨୭୮ીെᆇ૫କ
ଦ᪬ᑃዌᆇ૫૫ ુଳଖᑒᓂକืᴿ
ହ૯ଁᎢ൫ౖᐊଥଊ૾ଥ૫ଥુ
କᩣᑒ%L]ஏ૾ଆુ

િ૩ଏଖીถᬡ೭ଫஐྜଂଐીಓఠ
କ᮴୭ଖ᪬ᑃዌᙥᨐଁെᆇ૫
ଢ଼୨୭ᆇ૫૾૫ ៰ુᗯ୰ଫ୲୨
୭୵ቃᆇ૫ඡቿྮბଖᳮ૾૫ ᐭુቿଖ
ഩ૾૫କીഩ૾କᆂ᠃ଖ୮ᄱ
ᯃଥુ

ᑒᓂକืᴿହ૯ଁ Ꭲ൫ౖᐊଥଊ૾ ଥ૭ ુକᩣᑒ%L]ஏ

କబ៰ᗯഠᗯቈเૼଳଆᕔଖ૩ଥṝ
િ႙ᛳଖ୮୩ዥᛳର5ી6၉1ၟକ
៰ᗯഠᗯଇી៰ᗯᴋીஒଢ଼୫ୈ୨ᴋી
ఠఇᴋଐืᴿଖ૫ᯪᙽጴᨐଶଳଥ ુ
କ᳒ીᛳᗬᰛૺ૩ଲକଏ៲Ꮌ
༁ᵀᛳ૩ଊଆૺଏକᇇሚହ૫ଆକ

ીଳହᩣᑒଆକଖ༁૫ଔ ქુቃᆇ૫
ଫെᆇ૫ྮბକଆନృᛳಂឈ૾૫ଆྻළᗬᰛ
%L]ஏକྺ೭ଢଣᩓી᰼ᨐᗬᰛ
ହႆഩ૾ᨐૺଏଫᛳକᗬᰛឈᗯକ
ଥ૾ଆુ

៰ᗯᇇሚૼଳ૫ଆᯪᙽጴକᅢიఇᴪହᩣᑒ

ዔᵀ���ଏ૫૭സᘜᵀଖଐ૭ ମ૾૭ṝ
િഩ૾ᤝ૫ીᗬᰛହᇅଆᤝ૫ીᑒᓂ
ኃᗬହᐊନᤝ૫ଏ૫૭ᕔହ૯ଲଏી
ଥଊଆืᴿ૫ଔ ధુႶଖᛳᙩ%L]ஏ
ᅀଳ೮ႺᎢฝᓌૺଏଳଗીᗬᰛହ

൩ૼଯଥ ૩ુଏીᇏᮛᆂቧଯཱྀ
૫ଯଔ ధુଖᗬᰛ៰ᬈូឆയହᇏᮛଥ
କીଳଇඋയଖଳଥુ

ᇏᮛᆂቧଯཱྀ૫ଯଔ ુଳଇඋയଖଳଥ

%L]ஏକᓥ᬴ၟହ૱ᢌଂ૫ଆଇଥṝિ
િ૭ଔ 9ુᕔର૫ଔṆṇ
િ%L]ஏହᘜଲෘକᑒᓂଫᯆᘜીᬈᘜᴋ

ଖକืᴿ૩ଥଂ ૩ુଏଖ%L]ஏ
૯ଲ૯૫യଲଏଯᤝ૫ଔુ

%L]ஏହᘜଲෘକᑒᓂଫᯆᘜଖକืᴿ૩ଥଂ

୮୩ዥᛳହᡗીᘪ��ຄ࿘Გଲ୕ஒ୵ஐᎢી௮൩᭧Თᮻ
ᨿถକᮅ೭ହᨐଶଳ૫ଥુ୕ ஒ୵ஐᎢରଖକ៰ᗯᑒᓂᲗ
ଲᄍଦହ%L]ஏ૫ᩣᑒ૾ଆ૱ో૫૾ଥ૾ଆુ

ქቃᆇ૫െᆇ૫૯ᵀକᗬᰛହᛳಂឈ
ଢ଼୨୭ᑒᓂ૾૫സᘜ

ྻළᗬᰛᩓᛳକᗬᰛಂឈଢଣᩓ
ଢ଼୨୭ᑒᓂ૾૫സᘜ

ᬡ೭૾ଆ૫ᨿถକ
ᘢ᪬Ṅᇏᮛଦକ៰ᗯᆂ

�

െᆇ૫କକହ៰ᗯ
ഩ૾୰᰼ᨐቃᆇ૫

2

᰼ᨐᇏᮛዑ૯യକ៰ᬈូឆ3

ᩓᵀହ୦ஈଢ଼૾ଆ
%L]ஏହᆨ႙ቃ៸

�

%L]ஏᑒᓂ2
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%HIRUH

ᑒନରଳଆᲱၟᵀᛳฝ
ᛳᨿถହၜᤅᯗᎢ൫ᘜ

�

ᛳฝᘜ૾ଆᨿถକၜᤅຏၡ᪨ቛ2

ᘜ૾ଆᨿถᲱၟᵀକᛚ᪙3

Ჱၟᵀହᬰ૯ଆᛳฝଟକᑹᄭ4

$IWHU

᰼ᨐᇏᮛକᆂᲕଏᆂቧൄᓊ ᛳᨿถକᎢ൫ᘜକᯆᘜቈเ

ႺᎢฝକዑ૯ᆨ᭲ᓊ സᘜಮᐊીᐚᵀႆૹଐጥ᭬ᯆᘜ

%L]ஏକᘜ᮱ହቔ૯ଇૼ૫
િ႙ᛳଖ�ଋକ૫ቲହ૾૫ଥ �ુଋ ଖી
ᏁૄᗯᘠଯᎢ൫ีถହᘜଲᆨ႙
ၜᤅᎢ൫ෘଊଆีถହᯗଚରକᩪឆ
ᳮ૾૫ଆନીఅឆᵀହᬯ૯૾ଥଊ૫ଲୖ
૩ଥ૾ଆુ
િ%L]ஏହྺ೭૾ରଖીᛳฝକᢓ൫ྙ

ଯଊᘺଲᲱၟᵀହଳଅଳቃ៸૾ଆ%L]
ஏ୦ஈଢ଼૾സᘜ૾ର૭ૺଏીᲱၟ
ᵀହᬰ૯ଲૺଏଥ૾ଆ ଥુଆીᐚᵀ
:HEେୠଳଗയଲକીକᕔ
༁ஆஏ୨୭ଊ૫ଥુ

િ�ଋ ଖી႙ᛳଖᛳฝኛᚕᘜଲକ
ᛳ᪒႙ଲีถ૫ෘીಓఠబᛳକีถହ
ᬡ೭૾૫ଥ ુକ᳒ᩓᵀହ୦ஈଢ଼૾ଆ%L]
ஏହᓌ૾സᘜ૾ରଊ૫ଥ ஆુஏ୨୭ଏ
૾ଖીዥఠዑ૯ଲᩓଊଆఇᴉ္

༁૫କીధଥଖ៰ᬈូឆକଆନକେୋ
୭ହଲକኛᲕଊ૫ଆ %ુL]ஏ
କෘଖી3&ሳଲଇ୮ହᓌ
ૺଏଲକીቱ೭ᛳฝ૯ଲଯ૭
ଊଆକ༁ஆஏ୨୭ુ

િ�ଋ ଖଐૺକృᛳ૭ଇଏტ૭କીྻ
ළᗬᰛହૺଳରᕠ૾૫ଆ૫ଏტଊ૱ଥ

૾ଆକીକྎᗬુૺ ଈରଖଥଇᏑ០௩ી
ధႶസᘜ૾ଆ૫ଏ૯૫ଥુ

3&ሳଲଇ୮ହᓌૺଏଲକીቱ೭ᛳฝ૯ଥ

ᒜେ୶ஐஎ୮କᮅ೭૱ଯଚຄକହᨐଊ૫ଲ૱ྏૼଥ େુ୶
ஐᎢᘪରଖକ഻ၟଫ៰ᬈឈᗯ%L]ஏଐକଯ૭ᒌᘜૼଳ૫ଲ
କହ૱ో૫૾ଥ૾ଆુ

%L]ஏᲱၟᵀହ
୦ஈଢ଼૾ቃ៸

�

ᛳฝၜᤅ%L]ஏହസᘜ૾
ᨿถହᬡ೭

2

୬ରᛳฝᬡ೭૾ଆയକ
୬ହᲷ

3

%L]ஏକྺ೭ቈเૼଳଆ៰ᗯକ᪥ᴿଖ૩ଥṝ
િ៰ᬈូឆକᆂᲕଔ ᰼ુᨐᇏᮛହଲૺଏ
ଊଆૺଏ༁ஆஏ୨୭ુ
િధଥᛳᨿถକᎢ൫ᘜଖྼ૾ᕬ᳨ᆂ᠃ହ
ଏଊ૫ଥ૾ଆ ૱ુၜຏၡଏ૾૩ଲଠᑿହᛳ
ฝᇅଊଲૺଏଥକીຏၡ୬ଏྎ
᳒କၜᴶຏၡဠഩ૾ଥ૫ીକ᪨ቛኛ

Ვହ૫૫ଥ૾ଆુ૾ ૾ીధଖଏ૾ഠᗯହ
૾૫ଲକી୬ରṆ៰ᗯṇକቲી%L]
ஏᘜᵀയହᬈᘜᩪଲഠᗯହ૾૫ଥ ధુଥ
ଖຏၡହᛚ᪙ଲૺଏᆂᲕ૾ଆକીେ୶ஐ
ରଖଏტ૫ଥ༁ቈเஂ୭ଔુ

ຏၡឈᗯ᪨ቛᩓଊଆକଖ༁ቈเஂ୭

%L]ஏକቈเஂ୭ଐ૱ᐹଌକᕔଖ૩ଥṝ
િ႙ᛳ୮ହଲଏીૺ କ୮ଖృᛳକ
ᘙ૩ଲଏ૫૭ᩚዌହᛳฝଏ૾૱ଥીକଙ
႞ଐ૩ଳଗ൛ଥુ
(TPS)法人クレジットカードの場合、ほぼ会社の管理者が
持つことが多いためそういった書類はあまり無いと思いま
す。ですが、Bizプリカは一般社員や新入社員でも持てる
カードという思想でサービス設計しているので、確かにそ

ういった書類は必要かもしれませんね。
૭ ቱુ೭ᛳฝྮ૾ીዥఠ៰ᬈକ
ዑ૯ହଂଁᎢ൫ᩓକହᬡ೭૾ର૭
ଏ૫૭ᕔ%L]ஏହᓌ૾૫ીᓌଂ
૯ଲ%L]ஏృᛳକ૱ᰛીଏᗯᩣ૾ର
૭ᄭ૩ଊીૺଖଈଏᩚዌଏ૫૭႞ᯆᘜ
૾૫ଥુ

୮ହଲᛳฝଏକᩚዌକଙ႞૩ଲଏ૫૫ଔ

ᗚᚂ%L]ஏକᓥ᬴ၟହ૱ᢌଂଇૼ૫
િ��ᕔᓥᕔ௩ી��ᕔḿᛳฝକ௩ଖᬈᘜྮଲᄭ
ીᲱၟᵀହᬰ૯૾ଥ૭ఠଐ૭૾૫ଲଯ

ଔ ુ૭ଭ૭ૺଏዣᕢᲨૹଲଏ૫૭ᕔી୮ହ
ᘜଲ೮ฝྮ૾ୌେକଏტ૫ଥુ
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Before After

᮴့ᩲ့ଫᇏᮛଐକၜᤅළၠឈᗯᩓ ၜᤅಱକළၠରକႆഩ૾ᩓ

ᑒᓂᐒକസᘜូឆକᆂᲕହൄᓊ ᇏᮛ୭କൄᓊ

%L]ஏକྺ೭៰ᠡହቔ૯ଇૼ૫
િૄଖଠକၜᤅ᰼ᨐළၠହᇅଆଂ૫ીዔ
ዤዥᛳରළၠᇏᮛହ૾ીଳହႆᥰଏ૾
ଊରଊ૫ଥ૾ଆ ુ૭ଲଏીዥᯪକ៰ᗯ
ᐚᶘହᆖሇଲଆନᐭዔവନ��ጏର૫କ᮴

့ᩲ့ହଲૺଏଥ ዔુዤଖᐚᶘᛚ᪙ହ૾
ી᬴ ૫യହ៛ଏ᳷᪑ᛚ᪙૾૫ଲᖪᄹ૾
ଆુૺ କ៰ᬈូឆஒୠହយൽ૾ଆଊଆુ

િಓఠዑ૯ର૭ଏ૫૭ፋᛳଖഩ
૫ଆକીಓఠᆨᙥᘘ૾૾ଥ૭କીଳ
ହᯛଲቲᑱହᇱ૾૫ଥ૾ଆ ુଢ଼୨୭୮ହ
ଲଯଖી૩ଊଆ᳒୮സᘜହᐊନ

ଲૺଏଲᕔଏી୮ଟକ೭ᰛᵀହᆖሇ
ଲૺଏીസᘜ૾ଆର᮷ໆ࿑ଥକી៰ᗯ
ଏ૾ᛚ᪙૾ଫ૫ଆନ%L]ஏହྺ೭૾ଥ૾ଆુ
૩ଏଖᬈᘜᴉ္ཱྀଇଊଆૺଏଔṆṇ

ᐭዔവନ��ጏର૫କ᮴့ᩲ့ହ ૾ଥ૾ଆ

ྺ೭କ᳒ᑱఠଢ଼୨୭୮ଏକᐯ᭴ᎍᩭଖૼଳଥ૾ଆṝ
િଖ૫ી૾ ଥ૾ଆ ዒુവଖ៰ᗯᎢ൫କൠᗚൽକଆନ៰
ᬈូឆହ᪨ଠ૫ଥ૾ଆીଳଖಓఠ
ዑ૯ଲஒଊ૾ଥ૫ଥ ુକᕔᭉଥ૯ી୬
୨୭୮႙വዕൗଇଊଆକીዒᙩ%L]
ஏକྺ೭ᑒྊ૾ଆକଖીᰛᵀକᲱᑒନରଳଲૺ
ଏ༁ଊଆ ୬ુ୨୭୮ଏીළၠରକ

ႆᥰଏ૾ଏଲଆନᐐᐊନ႐૫ଏ૫૭ીᘜ
ଲᰛᵀනྞଖ૫କஏ୮୮ႁକ%L]
ஏହᯗଚଥ૾ଆુ
િ૩ଏଖી୮ᙥᨐକᆂᲕଐର૫ᕔஂ
୭૾ଆ ᑹુበଳଗીඋጏକ୮࿑૫
૯ଥુྺ ೭૾ଫૼᤝଊଆુ

୬୨୭୮ዕൗଇଊଆକીዒᙩ%L]ஏᑒྊ

ଐଆીଐକଯ૭ᘜ᮱ૻസᘜૼଳ૫ଥṝ
િၜᤅକၜസᘜ૾૫ଥ ᘜુ᮱ଏ૾ଖᵏዲ
କᬆ૫᬴૾ଫᇤᲷᘜଐକၜᤅᩓྻᖞીଶ
૽ଶ૽ዥᯪର᮫ଲକኛᲕଫ୭ᙩஅ
ોᐂ૾૫ᖞૌ௩ ᗬુຏକ%L]ஏ

କᑒᓂᵀଏ૾ଖીၜᤅ1ዔ1ௗᜥુ
િధႶକ Ꮝଏ૾ଖᛳକಓఠዑ૯ીᗬᰛូឆ
ହᕠૺଏ ᗬુᰛହូឆଲኛᲕଊଆ૫
૫૾ીᬮૺଫ૫ରଔુ

ధႶକ Ꮝଏ૾ ଖᛳକಓఠዑ૯ીᗬᰛូឆହᕠૺ ଏ

៰ᗯᯪଏ૾ କᯆᘜᖪᑫଫྺ೭ኛକஐஐቛଖ૫ṝ
િ୦ஈଢ଼យଲକᤝ૫ଔ ૩ુଏଖ៰ᬈ
ଠହଥଏନଡ଼୭႑ଊକᎢଖଠᕠ
ଊଆକᤝଊଆ %ુL]ஏକᐒହ୬ᮩ
૯ଲକીഩ៕့କᗬᰛឈᗯధଖ ૾૫ଥଂુ
િྺ೭କ᳒ଖ᰼ᨐළၠହᓌ ૾ᯆᘜହ ૾૫ଆକીළ

ၠକలଶ୮૱ᰛ೭ଊ૫ଲଇො૿ஐ
ஐକ௩ᯆᘜืᴿଊଆ ુஈ୨ଡ଼ஊ୮
ஏ୮୮లଶଊଆଏ૫૭ૺଏଔ %ુL]ஏ
କෘଖ૩ଳଗᐊନରଳଥ૾ી྿କૺଏྺ೭
᳓ଖରଊଆુ

ᐒହ୬ᮩ૯ଲକીഩ៕့କᗬᰛឈᗯధଖ ૾૫ଥଂ

%L]ஏକᓥ᬴ၟଖ૫ ମ૾૭ṝ
િଥଁ୭ᴋଖ�ጏ���ଖ୬୨୭୮ଯཱྀ
ଊଆ ૩ુଏᇏᮛᆂቧକૺଏ૯ଲଏඋയᓥ᬴ၟ
କᶘ૫୭ᄱଔુ
િᘜᄱଖଊ૫ଲಱଏዥᯪଏଖᯋ૭૾ଳଥଂ

 ዟુႱᮛନ��ᕔḿ�ଏ૾ ଆ૫ଏ ૺીఇ
ዒവଖᗬ෧ନଆܦᅀଳܧᩓીᗬରᮻ៵ହ
ର૭ఇ૫କఇྎ ᗬુᖪଖ�ᕔର૫ଔુ

ዟႱᮛନ��ᕔḿ�ଏ૾ଆ૫ଏૺ
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ᅭ൘૾ଆ᩵ହ૱ో૫૾ଥ૾ଆુ

ၜᤅૻଏ᰼ᨐළၠହᘜᄭ૾
ஈ୨ଡ଼ஊ୮ହቃ៸
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株式会社春夏秋冬 様

店舗

業種

食品販売
企業規模

約150名
Bizプリカ導入枚数

5枚

主な経費の使用用途

経費管理・精算フロー

導入による改善点

食材、消耗品・備品の購入

導入事例 

05

Before

毎月一定額（5万円など）を店長に渡す1

レシート・領収書を現金と同等レベルで保管2

最低1週間に1回の帳簿精査3

月末に本部で帳簿を確認4

過不足分の現金を清算5

After

店舗に1枚Bizプリカを支給1

使用状況に応じて本部で残額をチャージ2

月末に本部で帳簿を確認3

コスト管理意識の向上 現金精算の廃止

店長の立て替え、持ち出しの改善 本部での監査、帳簿精査の負荷軽減

店舗ではどのような経費用途と運用を行っていますか？

　セントラルキッチンがあるため基本的に食材は
配送されてきますが、葉物野菜など痛み が早いも
のは各店舗の近場で購入をしており、それがメイン
の経費用途です。それ以外では細々として消耗品や
備品ですね。当社では飲食店を11店舗経営してお
りますが、今までは店舗毎に小口金としてある程度
の現金を支給し、その中で各店長にやりくりしても
らっていました。当然レシートや領収書は経理上不
可欠ですし、現金と同じものという認識での管理を
依頼していますが、どうしても管理がずさんになっ

てしまいます。
　レシートをノートに貼ってもらい毎月残高を確
認していますが、時々監査に行くと残金と帳簿上の
金額が異なっていたことも多く有るのが実状でし
た。お客様へのサービスを第一としなければならな
い店舗なので経理まで意識が回らないのは理解で
きるのですが、その分のしわ寄せが他部署にいって
しまうことになるので、そこは改善しなければなり
ませんでした。

Bizプリカの導入でどのような改善が見られましたか？

　Bizプリカはチャージした金額だけを利用できる
点と使用履歴も閲覧できることが魅力に感じ導入
しました。  Bizプリカで決済された際にメールで使
用情報が飛んできますし、パソコンで残高を確認す
ることもできるので、それを見て必要であれば
チャージするだけです。それで店舗毎の予算の管理
の手間はかなり削減できました。 

　また、今までは1週間に1度の精査を依頼してい
ましたが、実際は月末にまとめて処理されるのでそ
の時にならなければ予算状況がまったく見えてき
ませんでした。その裏で店長が立て替えて自腹を
切ってしまっていることもあったので、それらがす
べて解決できたのは大きいです。

最後にBizプリカの満足度をお聞かせください

　70〜80点ですね。先程お伝えした「何を購入した
か」がわかれば100点満点ですが、そこはBizプリカ
に限らずカードの仕組みの問題だと思うので難し

いところですね。管理のしやすさはBizプリカ導入
により断然改善できました。

導入の負荷や運用上の課題はどういったものですか？

　クレジットカードと比べても手続きが簡単です
し、初期費用もないので導入の負荷はありませんで
したね。月額100円というのもまったく高いとは感
じていないのでコスト的には問題ないです。
　課題というかサービスへの要望としては、イン

ターネットで購入したものは何を買ったかわから
ないところがありますね。だいたい購入した店舗名
で想像はつきますが、これが正確にわかると本当に
便利です。

現場での現金管理はどうしてもずさんになっていってしまいます

月末にならなければ見えない予算状況が随時把握できるようになりました

手続きが簡単で初期費用もないので、導入負荷はありませんでした

法事、仏事などのケータリングのほか、ラーメン、焼き肉などの飲
食店を11店舗展開する春夏秋冬様。多店舗での小口現金管理の煩
雑さや経理上の問題を、Bizプリカがどのように解決したかをお
伺いしました。



ビルメンテナンス会社 様

出張費

業種

ビルメンテナンス
企業規模

約4,000名
Bizプリカ導入枚数

40枚

主な経費の使用用途

経費管理フロー

接待交際費 クライアント、テナントとの飲食費

導入による改善点

新幹線・飛行機などの交通費、ホテル宿泊費

備品購入費 清掃器具や交換用の照明など

導入事例 
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Before

出張、備品購入時に仮払い申請1

仮払金を現金で支給2

月末に過不足の精算3

After

個人単位で決められた金額を予めチャージ1

貸与したBizプリカを利用2

利用文を起票して精算処理。
個人単位で決められた金額になるように
チャージ補填。

3

備品購入のためのECサイト利用の効率化

仮払い・精算業務の改善

Bizプリカ導入のきっかけをお聞かせください。

　当初はコーポレートカードなどを検討しており
ましたが、配布できる人数が少なく、また年間一定
の金額以上の決済が必要など条件も多くハードル
が高いと感じていました。そんなタイミングで展示
会でBizプリカを拝見し、カード枚数の制限がなく、

個別の上限金額を決められるので悪用されても影
響は小さいという安心感がありました。当社はクレ
ジットカードなどもまだ導入していないので、使い
始めのハードルが低かったというのが主な理由で
す。

導入の負荷はありましたか？

　手続自体はとても簡単で、申し込みをして数日で
管理者登録のメールが届きましたし、事務的な負荷

はないですね。手間だったのはどちらかというと社
内への説明でした。

Bizプリカ導入でどういった改善が見られますか。

　ネット決済、ECサイトの利用ですね。今までは
カードがないため、コンビニ振込に行ったりそもそ
も買えないこともありました。それが解消されたの
が一番大きな点です。現場からも効率が良くなった
と喜びの声が届いてます。
　経理部門としてはまだ導入枚数が少ないので、そ
れほど大きな変化は無いと思います。今までは仮払
いで現金を渡していましたが、その代わりにBizプ
リカにチャージするだけなので、運用の大きな変更
もなくスムーズに使い始めることができました。

　現在は小口現金とカード両方で運用をしている
ため、カードと現金で伝票を分ける必要があり精算
方法も若干違ってしまっており、二重運用状態で
す。もともとは小口現金を無くすためにカード導入
を検討していましたが、キャッシュレスに対応して
ない店舗もあるため、現実的には現金ゼロは難しい
かなと思います。
　今後は経費精算システムの導入を検討しており
ますので、連携した運用をしていければと考えてい
ます。

手間もリスクも低く、キャッシュレスとしてのハードルが低いのが決め手です

仮払いの現金をBizプリカのチャージに置き換えただけなのでスムーズに使えました

日本全国のビルを管理し、出張やビル関連資材・備品など決済機会も多
くあるビルメンテナンス会社様。Bizプリカの導入により出張費の仮払
いや備品購入のためのネットショップの利用などがどの様に改善し現
場の業務効率向上を達成したかお聞きしました。



保育施設運営会社 様

保育園・保育所

業種

保育施設
企業規模

約1,000名
Bizプリカ導入枚数

70枚

主な経費の使用用途

経費管理フロー

導入による改善点

飲食料品・食器、折り紙・粘土、空気清浄機など
一般的な日用品と同等の備品全般

導入事例 
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Before

四半期毎に現金書留で本部から送金1

現金を保管しつつ必要な備品を購入2

出納ごとの現金管理3

After

施設にBizプリカを支給してチャージ1

Bizプリカで決済2

使用通知メールをチェック3

現金の送金リスク・コストの解消

コンビニ支払いがネット決済に改善

施設スタッフの現金立て替えの改善

現金管理業務低減

Bizプリカ導入のきっかけをお聞かせください。
　今までは本部から各施設に現金書留で送金し、経
費を使ったら帳簿をつけて提出という運用を行っ
ていました。
　しかし、現金事故のリスクや発送コスト、また去
年からはコロナ禍で人の接触を制限する必要もあ
り、国としてもキャッシュレスを進めている状況を
踏まえ親会社からも極力現金運用をしないように
という方針が来ていました。

　法人カードの導入を三菱UFJニコスさんに相談
したところ、用途や改善したい課題などを踏まえて
ご提案頂いたのがプリペイドカードのBizプリカで
した。最初はプリペイドという選択肢があるという
認識すらなく、クレジットカードで検討していまし
た。しかし、ランニングコスト面などBizプリカのメ
リットが大きかったです。

やはり保育園という施設では、衛生面もあって
現金を使わないようにというご判断だったのでしょうか。

　はい、コロナ禍における衛生面への配慮も理由の
ひとつでした。また、施設のスタッフは保育を行いな

がらの買い物や経費・現金管理の負担は大きく、それ
を少しでも軽減するというのが一番の目的でした。

経理部門として導入の結果をどのように評価されていますか？ 
良かった点、悪かった点なども踏まえてお聞かせください。

　現時点で当社の全施設でBizプリカを同じ方法で運
用できている状況ではありません。場所によっては利
用できない店舗もあったりするのが実状です。
　経理部門としては今後はBizプリカと精算システム

が連携できるとお聞きしているので、それを進めて業
務効率を高めていきたいです。そして現段階での運用
がゴールではないので導入の実績を踏まえて改善し
ていきたいと考えています。

Bizプリカの導入や運用上の負荷はどういった点でしょうか。
　施設の社員としては突然プリペイドカードと言わ
れてもイメージがつき難かった点です。今まで現金
で運用しておりましたので、慣れた現金が無くなっ
たら困ると考える者もいます。負荷という点では現

場への認知・説明が難しかったと感じています。
　運用に関しては業務フローを根本から変更とい
う形になっているので、導入と同じ様に丁寧な説明
や慣れが必要です。

現金のリスク、コスト面、コロナ禍の対策も含めて総合的判断で導入しました

月額100円というコストはどう評価されますか？
　今まで本部から各施設に現金書留で送っていた
り、逆に施設から余った分を戻してもらったりして
いました。施設数は70程あるため、送金コストだけ

でもかなりかかってしまっていたので、1枚100円
で利用できるのはメリットと感じています。

Bizプリカの満足度をお聞かせください。
　今まで備品購入先として利用していた店舗でBiz
プリカが使えないケースがあるというのが現場と
しては評価が難しくなるポイントですね。あとは交
通系ICが付いていれば良いのにという意見もある
ので、その辺りが改善されると良いですね。

--そうですね。まだ使えないお店もあるというのは
業界自体の課題かもしれません。交通費という点で
は、モバイル乗車券のチャージにBizプリカを利用
するというケースがあるので、ぜひお試しいただけ
ればと思います。

送金コストに対して1枚100円はメリットです

精算システムとの連携で業務効率を高めていきたいです

全国約70の保育、教育施設の運営を行う導入企業様。保育施設では経
費による多様な備品購入が必要となり、全国多施設での現金管理、そし
て現場負担が大きな課題となっておりました。なぜBizプリカを選ばれ
たのか？ どのような運用をされているかお話しいただきました。



旅行・ツアー会社 様

ツアー全般

業種

旅行業
企業規模

5名
Bizプリカ導入枚数

3枚

主な経費の使用用途

経費管理フロー

導入による改善点

ツアーの宿泊費、飲食費、お土産代など

ゴルフツアー 賞品購入

導入事例 
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Before

ツアーの予定に合わせて、添乗員が仮払い申請1

仮払い金を経理から手渡し2

ツアー終了後過不足金の精算3

After

ツアーの予定に合わせて、添乗員が仮払い申請1

必要額をチャージしたBizプリカを貸与2

仮払い、精算業務の負担削減

高額の現金持ち歩きリスク削減

ネットショップ利用時の利便性向上

Bizプリカ導入の経緯をお聞かせください
　当社は代表が法人カードを所有しているのです
が、法人カードをさらに追加して従業員に持たせる
ことは使用や契約の条件的にもコスト的にも難し

い状態でした。そんな中、お試し期間があったBizプ
リカをまずは試験導入して本格導入の検討をしよ
うとしたのがきっかけです。

法人カードは代表がご使用とのことですが日常の経費はどうしていましたか？
　旅行会社なので主に添乗する従業員が現場で使
用することになります。全員にカードを持たせられ
るわけではなかったので、ツアーの前に仮払いを

し、会社の現金を持ってツアーに添乗し、最後に返
金・精算するというのが主な運用ルールにでした。

Bizプリカの主な用途やご使用状況を教えてください
　現金の代わりに持っていくことになっていますの
で、お客様や添乗員の分の宿泊費、レストランでの飲
食費、お土産費用などに使用しています。また、当社

ではゴルフツアーを行うため、その賞品の購入など
にも利用しています。

実際にBizプリカをご利用されて使い勝手はいかがでしょうか？
　現金を持つより管理が楽なのがとても良いです
ね。ただ、思っていたよりも使えないお店が多かった
ので、その点が改善されれば、より便利だと思いま
す。当初頂いていたご説明ではMastercard加盟店で
あれば利用できるとお聞きしていましたが、地方の
旅館で利用できないケースがありました。

--基本的にはMastercard加盟店であれば利用でき
るはずですので、もしかしたら、お店側が利用できる
ということを認知していなかったということもある
かもしれませんね。
　ネットショッピングでは何の問題もなく利用でき、
利便性は高まっているので満足度は高いです。

法人カードは難しい中、Bizプリカがお試し期間でテスト導入。

経理上の改善点などはいかがでしょうか？
　システムにまだ慣れていないというのが大きい
のですが、実際に支払いをした日と売上日にズレが
あるのが少し違和感があります。運用ルールとして

は現金をそのままBizプリカに置き換えているだけ
なので、その他に戸惑いや導入、運用負荷などはあ
りませんでした。

コスト面の評価と全体的な満足度をお聞かせください
　コストは非常に安いです。当社は代表がアメック
スを利用していますが年会費が高くて……。限度額
も限られてしまいますし、その点Bizプリカはコス
トが安く運用面の制限もないので非常に利用しや
すいですね。
　使い勝手について、問題やわからない点があって

もサポートセンターがきちんと対応して教えてく
れるので、その点も安心できると思います。満足度
としては7〜8割ですね。減点部分は先程お話した
使えないシーンがあるという点だけです。それ以外
では非常に満足しています。

コストは非常に安いです。利用可能店舗以外の不満はありません。

現金を持つよりも管理が楽で、利便性が高まっています。

国内外の観光ツアーやゴルフツアーの企画・運用を行うBizプリカ導入
企業様。主に添乗員がツアー中に使用する各種経費決済の課題解決に
向けて、現在契約中の法人クレジットカードに加えてBizプリカの利用
を開始された成果をお聞きしました。



平成建設 様

営業

業種

建設業
従業員数

562名
Bizプリカ導入枚数

70枚

主な経費の使用用途

経費管理フロー

導入による改善点

自動車での交通関係費（ガソリン、駐車場代、通行料）

現場スタッフ ホームセンターでの建築資材購入、駐車場代、宿泊費

ECサイト 建築資材、インテリアなど

導入事例 
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Before

経費精算書類と領収書を
受け取り帳簿に記入（毎日4〜5人程度）

2

銀行の手許現金の用意
必要に応じて仮払金の用意

1

精算のための現金を用意し
経理スタッフでダブルチェック

3

お金を受け取りに
事務所に戻ったスタッフに手渡し

4

After

Bizプリカに一定額をチャージ1

カード使用時の利用通知メールから帳簿に記入2

経費精算書類と領収書を受け取り帳簿に記入3

精算時の現金準備業務負荷の削減

現場スタッフの立て替え削減

ネットショップ利用時の利便性向上

Bizプリカサービス開始当初からご利用いただいておりありがとうございます。
当時の導入経緯をお聞かせください。

　以前から現金精算の多さが経理業務を圧迫してお
り、いかに効率化するかが私の所属する総務部経理
課の課題でした。実際に上司からも解決に向けた要
望を受けており、その対策として経費精算システム
を導入したんです。
　しかし、それでは現場スタッフの現金での資材購
入と経費精算という従来の課題を解決できず、クレ
ジットカードを利用するしか無いかとも考えてお

りましたが、多くのスタッフに渡すことには怖さが
ありました。また、法人クレジットカードの場合は
発行枚数に応じて年会費がかかり、コスト面も問題
でした。
　その点、Bizプリカはチャージ式で使い込みリスク
はありませんし、利用料も1枚100円/月と安価だっ
たため、社内提案を行ない問題なく利用許可が出ま
した。

素人質問ですが、資材は業者さんから仕入れるのではなく
ホームセンターなどでも買われるのですか？

　新築工事の場合はあらかじめ必要になる資材が
わかっているため業者さんから仕入れるので従業
員の支払いはありません。しかし、リフォームや修
理の場合は現場に行って何が必要になるか初めて
分かることも多く、迅速に対応しようとすると現場
周辺のホームセンターの利用は欠かせません。その
他、現場付近の駐車場代や遠方の場合の宿泊費、営

業担当の自動車関連の費用にも利用しています。
　このように当社では現金立て替えが多く、1日4〜
5人は私のところに精算に来ていました。1ヶ月だと
100回くらいになります。現場スタッフは精算のた
めに事務所に来るのは手間なので、ため込んでしま
うケースも多く、経費管理が不透明な状態になって
いました。

1日4、5人。1ヶ月では100回を越える現金精算が必要でした。

実際にBizプリカを導入されて業務改善に効果はありましたか？
　はい、経理としては現金精算が大きく減りました。
領収書を受け取り帳簿に入力するという業務自体は
変わっていませんが、現金を準備する必要がなくな
りますので手間が減っています。また、現場スタッフ

も立て替えがかさむことが減り、精算のために事務
所に行く必要も減ったため、業務改善効果は経理以
外の面でも大きいものがあります。

導入の際の苦労話などはありますか？
　あまりありませんでした。課題解決に向けて欠点があ
りながらもクレジットカードを検討している中で、その
欠点をケアできるのがBizプリカだったので社内での承
諾もスムーズに得られました。実際のカード配布の際も

利用者と管理者に対して使い方を教えるための資料を
作りましたが、基本はクレジットカードと同じような使用
感なので、みんなわかっていますからね。

改善してほしいと感じている点を教えて下さい。
　磁気カードが使えないお店があることですね。また、
カードを利用した際に各支店の経理担当が利用通知
メールをもとに帳簿入力をしていますが、カード利用が

多いと入力件数も多くなってしまうのでそこが自動化
されれば素晴らしいですね。

利用日で運用されているんですね。確定日ベースで運用されている導入企業様では
CSVデータを落として活用している場合もあるようです。
より効率的な運用などについてもぜひご相談ください

　ありがとうございます。先程のような細かい改善希望
はありますが、全体としては現金立替・精算という課題解

決に役立ってくれているサービスです。

経理だけでなく、現場も業務改善しています。

住宅建築やリフォームだけでなく、不動産事業や土地活用のための事業
提案から設計・施工・運用までをトータルで提供するなど、幅広い事業領
域を展開する平成建設様。経理業務改善のため経費精算システムを導入
されるも、従来の課題解決までは至らずBizプリカを導入いただきました。
Bizプリカで課題解決したのか？ 導入の実情をお伺いしました。


	jirei
	jirei.pdf
	jirei.pdf
	jirei.pdf
	jirei
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