
STREAMED実践講座のご案内
皆様にSTREAMEDをよりご活用頂くため、オンライン形式の講座を毎月開催しています。無料でご参加いただけますの
で是非お申込み下さい！

マネーフォワード ビジネスカードのご紹介
STREAMED利用料のお支払いに「マネーフォワード ビジネスカード」をご利用頂くと3%のポイントが還元されます！
貯まったポイントはSTREAMED及びSTREAMED以外のお支払いに利用可能です。

プリペイドカードのため与信審査不要＆最短2営業日で発行

利用上限なく決済可

部署・目的毎に何枚でもカード発行可

利用上限額の設定が可能なカードコントロールを無料で標準装備

利用明細をリアルタイムで反映し月次の早期化が可能に

決済金額の1%をポイント還元
（マネーフォワード クラウド、STREAMED、Manageboardの利用料は3%還元）

1年間に1度でもご利用いただければ年会費無料

「 [STREAMED] 実践講座に関するご案内 」タイトル

開催日程等の詳細はメールで配信しております。

マネーフォワード ビジネスカードとは？

10周年を迎えてのご挨拶
クラビスの10年の歩み
いまのSTREAMED

これからのSTREAMED

法令改正について
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これまでと
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STREAMED実践講座

実際に画面を操作して頂きながら便利な設定
や機能についてご案内いたします。これから
STREAMEDを使い始める方や改めて操作方法
を学びたい方におすすめの講座です。

STREAMEDの効果を最大化するための設定の
コツや運用ルールの事例をご案内いたします。
機能を使いこなしたり、運用ルールの見直しを
お考えの管理者様向けの応用編講座です。

詳しくは
こちら

講座一覧は
こちら



10周年を迎えてのご挨拶

いつもSTREAMEDをご利用いただき、誠にありがとうございます。

ユーザーの皆様やパートナー企業の皆様、弊社のメンバーに支えられ、
クラビスは今年で10周年を迎えることができました。
ここ数年、会計事務所に足を運ぶと領収書をスキャンしている姿をよく見かけるようになり、
皆様のお役に立てるサービスを作ることができたとようやく実感できるようになりました。

創業当時、世の中の経理業務に紙があふれ、それが業務の大きな負担になっていることに気付きました。
そこから紙のデータ化に焦点を絞ったサービス作りを開始し、それが現在のSTREAMEDに繋がっています。

はじめは事業会社の経理部にニーズがあるのではないかと調査をしていましたが、
その過程で、多くの紙が会計事務所に集まっていることを知ることになりました。
そこからは、会計事務所の執務室に毎日通い、業務を徹底的に理解することに努めました。
今では150名を超えるオペレーターに依頼しているデータ化も、
最初はツテを辿ってお願いした数名のベトナム人に領収書を入力してもらうところから始めました。

そんなスタートでしたが、お陰さまで順調に成長し、
今では4,460もの会計事務所にご利用いただき、96.5%もの方に満足いただいております（2022年4月現在）。

満足していただいているお客様が増えていることに少し安心する一方で、
私たちが向き合っている記帳代行の業務全体を見ると、まだまだ課題が残っています。
たとえば、資料の回収や督促に時間を取られてしまってスキャンにとりかかれない、
あるいは、データ化をしてもどうしても一部手入力が残ってしまうといったことがあります。
今後、こういった課題に対しても、何らかの効率化が図れるようなサービスにすることで、
STREAMEDの価値を「紙のデータ化」から「記帳代行のインフラ」へと拡大をしていきます。

クラビスは「働くを再構築し、価値を最大化する」をミッションに掲げています。
これまで当たり前だった紙からの手入力を、STREAMEDによって減らすことができ、
少しではありますが会計事務所の「働くを再構築」することができたと感じています。

そして、従来の業務の枠を超え、事業計画策定やバックオフィスDX化の支援などに取り組むことにより
「価値を最大化」する会計事務所とも出会うことができました。

会計事務所やその先にいる全国の事業者まで、
「働くを再構築し、価値を最大化する」ことを届けられるよう今後も邁進いたします。

代表取締役社長 COO

クラビスの10年の歩み
OUR HISTORY

2012
12月 株式会社クラビス創業

2014
7月 クラウド経費管理アプリ「Streamed」リリース

2019
10月 軽減税率、キャッシュレス還元に対応

2015
4月 紙証憑の自動記帳サービス「STREAMED会計事務所プラン」提供開始

これまでは一般企業向けに開発をしてきましたが、会計事務所が使いやすいサービスへと
方針を変更。

2017
11月 マネーフォワードグループにジョイン

ビジネス向けクラウドサービス「MFクラウドシリーズ」を提供する
マネーフォワードに参画。記帳業務の全自動化の実現に向けて、
MFクラウドシリーズとの連携を強化。

2022
 2月 マネーフォワード クラウド会計と証憑画像連携

 4月 導入数が4,000事務所を突破
導入数が4,460事務所を突破しました。STREAMEDを導入いただく会計事務所数は過去最高の伸長となり、
継続して増加しています。

2021
 1月 医療費データ化に対応

 4月 導入数が3,000事務所を突破
STREAMEDを3,000以上の事務所様に導入していただきました。
アップロードされた証憑の枚数は3,600万枚を超え、これらの膨大
なデータがAIの学習データとなり、さらなるデータ化精度の向上に
つながります。

 6月 振替伝票のデータ化に対応

 7月 入出金伝票のデータ化に対応

 12月 電子帳簿保存法対応機能のリリース
電子帳簿保存法の改正に合わせ、対応機能をリリース。スキャナ
保存と電子取引に対応した機能になり、法令対応もSTREAMED上
で可能になりました。

2020
10月 リニューアル版STREAMEDの

リリース
STREAMEDウェブ版の画面を大幅に改
善。学習、重複マークをはじめとした各種
機能も改善され、よりご利用いただきやす
い形に変更。
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STREAMEDでは、データをより効率的に確認／編集してもらうために、機能改善・開発を行っています。
ここでは、直近でリリースした便利な機能をいくつかご紹介します。

最近のリリースSTREAMEDの仕組み

STREAMED活用のその先へ（お客様の声から）

次ページ 事務所のみなさんのさらなる効率化をサポートすべくこれからのSTREAMEDは…

いまのSTREAMED
“STREAMED” TODAY

導入事務所数

4,460の事務所様に導入していただきま
した。

累計データ化枚数

5,400万枚の膨大な証憑がAIの学習デー
タになり、150名超のオペレーターによる
入力と組み合わせることで99.9%以上の
データ化精度を実現しています。

満足度

96.5%の事務所様がサービスに満足して
いるという結果になりました。

ベトナムのオペレーションチーム
ベトナムにオペレーションチームを構え、東京のオフィスからオペレーターを遠隔でマネジメ
ントしています。日々変化する需要に合わせ、柔軟にオペレーターのリソースをマネジメント
できる仕組みによって、繁忙期でもデータ化の速さと正確性を保っております。

COLUMN

STREAMEDの仕組み

STREAMEDの実績

96.5%

4,460
事務所

2022.42016.4

5,400万枚

アップロードしていただいた証憑を専任のオペレーターが入力
しています。複数人のオペレーターのチェックに加えて、これま
でにデータ化された膨大な証憑データから学習したAIが入力
を補佐することにより、データ化の正確性を担保しています。

正確性の秘密 早さの秘密

早さを追求した独自のオペレーションシステムに加えて、AI
が入力を補佐しています。さらに、業種から科目を判断する
独自の仕訳判定システムを用いることにより、データ化のス
ピードを担保しております。

ストリームドストア

領収書
550

2021 年 2月 23 日

上級スタッフ

数字入力担当

AI

日本語入力担当

AI

入
力
項
目
を
分
解
し
て
作
業
を
分
担

AIと人によるダブルチェック体制

一
致
し
な
い
場
合
は
上
級
者
が
修
正

領収書／請求書画像と仕訳データのPDFダウンロード機能

ショートカットキー機能

科目インポートの改善

税区分インポート機能

詳細条件検索での「支払先業種」検索

複合仕訳の特定行編集

「詳細条件」での絞り込みの際に、複合仕訳の特定行のみを選択できるようになりました。
税率が8%と10%で分かれてデータ化されたものが両方「仕入」になっているが、10%の部分は一括で
「消耗品費」にしたい。などの状況にご利用いただけます！

重複マーク基準の改善

出力済のデータでも重複マークが付き、一度重複マークを消しても再度重複するデータが出てきた場合には重
複マークが付くようになりました。

Pick Up

Pick Up

STREAMEDの導入によって生まれた時間で取り組んでいるMAS業務では、
顧問先様へ、KPIも含めた事業計画策定の支援をし、8割以上の顧問先の収支改善に成功。

MMPC税理士法人 様
STREAMEDとマネーフォワード クラウドによる「自動化」を実践。
STREAMED導入時には、手入力をへらすことをKPIとして、全社への浸透に成功されています。

みなさま、すべての新機能、ご存知ですか？

職員に求めるスキルの変化 ビジネスの変化

ソフト料売上 or 記帳料の拡大

付加価値（MAS）による売上向上

経理レベルの向上・簿記

経理フローの立体的想像力

事務所での2つの大きな変化
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具体的な対応方針

これまでは、会計事務所の皆様の仕訳入力業務の削減のため、紙証憑のデータ化に注力をしてきました。これからはそれだけではなく、
仕訳入力の前後で発生する証憑のやり取りや管理といった記帳代行業務全体の課題も解決していきたいと考えています。
もちろんこれまでのデータ化機能はそのままに、STREAMEDだけで会計処理に必要な資料をすべて保存／管理／デジタル化できるような
「記帳代行のプラットフォーム」として進化させていきます。

STREAMEDは、改正電子帳簿保存法やインボイス制度への対応方針を発表しております。STREAMEDを利用することでこれまでの業務フ
ローを大きく変えることなく法令改正の対応が可能となります。

スキャナ保存 電子取引
インボイス制度

やること

STREAMEDの
対応

顧問先ごとに「電子帳簿保存
法設定」をON ＆ 社内規定を
作成し期間内にアップロード

アップロードされた証憑の
解像度やカラーを自動取
得し要件を満たしていない
場合はアラートを表示

帳簿データとの紐づけのた
め摘要欄に仕訳IDを付与

事務処理規程を作成し電子
取引のデータをアップロード

電子取引区分の要件を満
たした状態でSTREAMED
にデータが保存されます

登録番号が記載されている請
求書等をアップロード

日付・金額・支払先に加え
登録番号もデータ化

国税庁のシステムへ問い
合わせをし、適格請求書
発行事業者かどうかを自
動判別（いずれも実装予定）

電子帳簿保存法

電子帳簿
保存法

インボイス
制度

詳しくはこちら

これからのSTREAMED
THE FUTURE OF “STREAMED”

法令改正について
COMPLIANCE WITH REVISED LAWS AND REGULATIONS

電子帳簿保存法

スキャナ保存&電子取引の
要件に対応

インボイス制度

登録番号「T+数字13桁」を
データ化&自動判別

自動で
仕訳データ化

仕訳&証憑データも
連携

電子帳簿保存法の
要件に対応して
データ保存

スキャン・撮影

国税庁DB

顧問先
会計事務所

アップロード

取得

API連携 保存

照会

タイムスタンプ
自動付与

会計事務所

顧問先アップロード機能データ保管と手入力機能

・これまでデータ化できなかった証憑などを
STREAMEDに保存することを可能に！
・データ化しないものはSTREAMED上で手入力することも可能に。

「紙証憑の
データ化サービス」から…これまで

顧問先
請求書
領収書
通帳
クレカ明細

共有ストレージ

その他の
証憑類すべて

契約書
見積書
売上請求書
給与系書類

データ化
しないものは
手入力

アップロード

アップロード

2022年9月リリース済み

必要書類を
データ化

紙証憑の
スキャン/撮影

紙証憑の
スキャン/撮影

・より顧問先がアップロードしやすい画面を準備！
・ゆくゆくはスマホからでもすぐにアップロードできるよ
うなフローを整えます。

年内
リリース
予定

すべての紙証憑を一括で管理可能に！ 証憑のやり取りをSTREAMED上で行えるように！

より便利に
2022年内リリース予定

顧問先

会計事務所

アップロード データ化

証憑の
振り分け
（前さばき）

紙証憑の
スキャン

紙証憑の
郵送

証憑の
振り分け
（前さばき）

紙証憑の
郵送

「記帳代行の
プラットフォーム」へこれから

社内サーバーなど
その他の証憑類すべて
契約書
見積書

売上請求書
給与系書類

ストレージ

請求書
領収書

通帳
クレカ明細

API連携
または

CSV連携

他社会計ソフト

API連携
または

CSV連携

他社会計ソフト

手入力
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