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法人カード導入のメリット

ポイントをおトクにためて、使える！メ リ ッ ト 1

※パートナーは一例です。一部、法人カードのご利用分が対象とならないJCB ORIGINAL SERIESバートナーがあります。
※優持店により特典・条件等が異なりますので、ご利用前に必ずJCB ORIGINAL SERIES専用サイト(https://original.jcb.co.jp/)で最新情報をご確認ください。
※一部対象とならない店舗・商品があります。
※上記記載情報は2022年1月時点のものです。掲載内容は予告なく変更・終了となる場合があります。
※JCBオリジナルシリーズ専用サイトでポイントアップ登録が必要です。(一部の優待店を除く)

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。20歳未満の方は酒類へのお申込みはできません。※一部お申込みできない商品があります。

※MyJチェックの登録等、
　特典付与には条件があります。

※ネットクレジット決済はボーナス
　ポイント付与の対象となりません。

JCB ORIGINAL SERIESパートナーの店舗で対象のJCBカードを利用すると、通常よりOki Dokiポイントがたまります!

優待店のご利用でいつでもポイント2倍以上!

商品一例

サントリー 
ザ・プレミアムモルツ
12缶セット

980
ポイント

JCB
ギフトカード
5,000円分

(1,000円券×5枚)

1,050
ポイント

シャープ 
プラズマクラスター
加湿空気清浄機

6,150
ポイント

JCBカード
JCB法人カードの毎月のご利用合計金額1,000円(税込)ごとにOki Dokiポイントが1ポイントたまります。
Oki Dokiポイントプログラム

JCB ORIGINAL SERIES パートナー一例

3倍 6倍 2倍

毎月のお支払いとポイント例
公共料金
（電気・ガス・水道)　

1回￥60,000
×
年2回

￥30,000

合計2,400ポイントGET！

ゴルフプレー代 ￥50,000

出張旅費 ￥60,000

インターネット
プロバイダー料金

毎月合計 ￥150,000

12ヵ月×

￥10,000

さらにJCB ORIGINAL SERIES パートナーで
ご利用になると…

1回￥15,000
×
年4回

毎月のお支払い
(150ポイント×12ヵ月)

JCB ORIGINAL SERIES
パートナー利用分ポイント

た
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で

さ
ま
ざ
ま
な
商
品
と
交
換
で
き
ま
す
。

600ポイント
150ポイント

1,800ポイント

1,800
ポイント

600
ポイント

150ポイント

10ポイント

60ポイント

50ポイント

30ポイント

年間毎月 年間

240
ポイント

ポイント
２倍！

360
ポイント

ポイント
6倍！
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VISAカード

全国50万店以上で使える、VJAギフトカードと交換できます。

ご利用金額の合計1,000円（税込）ごとに1ポイントをプレゼントします。 
本会員およびご使用者のご利用金額を合計のうえポイントを付与します。

ワールドプレゼント

※券種の交換はできません。※有効期限はありません。※VJAギフトカードをご利用いただいた場合、おつりは出ません。

全国共通商品券 VJAギフトカード

さらにポイントがたまりやすく！

ポイントUPモール

各種商品券など、バラエティー豊かな景品をご用意しております。

景品交換（グッズ、商品券など）

1301

1302

VJAギフトカード内容 VJAギフトカード内容

5,000円分
［1,000円券×5枚］

10,000円分
［1,000円券×10枚］

15,000円分
5,000円券× 1枚

1,000円券×10枚
+

20,000円分
5,000円券× 2枚

1,000円券×10枚
+

交換ポイント数景品番号

1,100ポイント

2,100ポイント

1303

1304

交換ポイント数景品番号

3,100ポイント

4,100ポイント

いつものネットショップでポイント最大20倍！

ネットショッピングで貯める

いつものショップで
ポイント2～20倍！ P

※上記対象ショップは予告なく終了・変更する場合がございます。
※Amazon, Amazon.co.jpのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
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法人カード導入のメリット

経理業務を大幅に効率化メ リ ッ ト 2

出張費や交際費だけでなく会社で発生するあらゆる経費を
法人カード支払いにすることで、支払い先がすべて熊本銀行に
一本化されるため、支払い処理の効率化、振込手数料の削減に
つながります。

あらゆる経費の支払いを一本化

こんなシーンで使えます!

オフィスの備品や、
消耗品の購入にも

各種税金のお支払いも
法人カードで

ビジネスツールの
月額利用費のお支払いにも

オフィスに必要な物品購入にも法人カードがおすすめ
です。
オンラインでの購入においてもお支払いに法人カード
を設定することでご利用になれます。

カード支払いにより現金を持ち運ぶリスクや振込の
手間を省けます。
また、利用明細が法人カードに集約されるため、納付
タイミングが異なる様々な税金の管理を一元化でき
ます。

Zoom Meetingsといったオンライン会議ツールをは
じめ、業務効率化支援ツールやクラウドサービスなど、
様々なビジネスツールの利用費のお支払いにも法人
カードをご利用できます。

HOTEL

TAX

TAXI
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法人カードを利用すると、交通費や
接待費などの経費を個人で立替
払いする必要がなくなり経費精算
業務の手間を削減できます。

個人立替がなくなり社員の負担を軽減

使用者カードは複数枚発行可能です! 

事務処理がラクになった

社員
①カード利用

さまざまな請求書があって
処理が大変なんだよ。
社員の立替払いの
申請漏れも心配・・・

それに振込先も多くて
費用と手間がかかる。

月1回法人口座に
入金しておくだけなので、
振込費用と手間も
軽減できた!

法人カードなら
カードご利用代金明細に
支払い先や日付、金額などが
明記されるので、経費の
事務処理がラクになった!

貴社

②売上データ

③支払い

④請求

⑤支払い

従業員様向け使用者カードは複数枚発行可能です。
追加した使用者カードのご利用代金は一括してご登録の指定口座から引き落とされるため、立替や精算の手間を削減することが可能です。

導入事例

税理士さんに聞きました 法人カードの魅力 １

会社関連のものを購入するたびに領収書をもらい、それを会計事務所
に送ることがあると思います。
しかし、法人カードがあれば、お支払い履歴が毎月明細として出てくる
ので、それをデータとして会計事務所に送るだけで済む場合があります。
経理業務を迅速化することで、経営にも良い影響を与えると考えて
います。

法人カード
導入前

法人カード
導入後

TAXI
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法人カード導入のメリット

経費をクレジットカード払いにすることで、支払い期間に猶予を持たせることができお支払いに余裕がうまれます。 
また法人カードの引き落とし日は毎月一定なので、キャッシュフローの改善・安定化につながります。

カードのご利用 最短24日

最長57日

当月15日
締切

翌月10日
お支払い

翌月月初までに
「カードご利用代金明細書」到着前月16日

キャッシュフロー改善メ リ ッ ト 3

キャッシュフローに余裕ができた導入事例

ビジネスでの経費を法人カードで支払うことで、ビジネスとプライベートの区別が明確になり、スムーズな資金管理を
実現できます。経費利用をすべて可視化できるため、社員の経費申請データ改ざん等の不正行為や不必要な経費利用
の防止につながります。

法人カード
導入前

法人カード
導入後

ショッピング１回払い 手数料不要

締切日(毎月15日)の翌月10日＊にお支払いとなります。国内・海外のすべての
加盟店で利用できます。
＊10日が金融機関休業日の場合は、翌営業日のお支払いとなります。
※うるう年の場合、最短25日。

企業のガバナンス効果
にも効果的! 

売掛金や買掛金のやりくりや、
手もと資金の調達がたいへん・・・

法人カードの利用により
支払い期間に最低でも24日の猶予ができ、
手もと資金が確保できるようになった!

税理士さんに聞きました 法人カードの魅力 ２

資金がショートする主な原因は、売掛金がなかなか現金化されないのに、
支払いは前倒ししなければならないため。
そんなときに法人カードがあれば支払いが翌月以降になり「キャッシュ
フローに余裕」が生まれます。
資金として使えるお金も増え、売り上げと仕入れのバランスが良く
なります。￥
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①お客様ご自身で会員専用WEBサービス「MyJCB」に登録を行ってください。
②お使いになられている会計ソフトよりクレジットカードの登録を行ってください。

会計ソフトとの連動で会計処理をさらに効率化!

経理業務を効率化!
法人カードの利用明細データと会計ソフトのデータ連携によって会計処理業務を効率化できます。

法人カード × クラウド会計ソフト = 業務効率化実現!
カードの利用明細データをクラウド会計ソフトに取り込むことが可能です。弥生株式会社の「弥生会計」、freee株式会社の「会計freee」等とAPI等で連携を行っており、
各種会計処理の自動実行により業務効率化が実現できます。

現金の場合
●領収書の全情報を会計ソフトへ手入力 
●人的なミスが発生するリスク有

クレジットの
場合

●利用明細の会計ソフトへの自動取込、 
　自動仕分け機能の利用が可能(入力手間削減) 
●安心かつ安定したデータの提供

領収書の情報を
会計ソフトへ手入力

JCBとの会計ソフトのデータ連携

※会計ソフトによってはAPI連携していないものもございます。

社内で領収書保管

勘定科目や
取引内容のみ入力

API連携

自動処理

業務効率化に繋がります。

MyJCB
外部接続
サービス
イメージ図

API連携

￥

例
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JCBカード
MyJCBサービス一例 ETCスルーカードN

JCBタクシーチケット

経理も社員もラクになる付帯サービス

MyJCB

ご利用代金明細や、
利用可能額の確認
カードをいつどこで使ったか、
あといくら使えるかを簡単に
確認できます。

ポイント確認と
商品の交換

保有のポイント数を確認した
うえで、商品の写真や説明を
見ながらその場で交換でき
ます。

MyJチェックとは、郵送の「カードご利用代金明細書」を停止し、ご利用代金明細はMyJCBで確認するサービスです。
原則、紙の「カードご利用代金明細書」は発行されません。
MyJチェックに登録後も、お客様のご利用内容等により「カードご利用代金明細書」を郵送する場合があります。

各種金券の購入

JCBギフトカードやJCBタクシー
チケットを購入できます。
JCBギフトカードは自動で購入
履歴が保存されるので、次回購入
するときに便利です。

※お持ちのカードやご利用のIDにより、一部ご利用できないサービスがあります。

※ETCスルーカードNのご利用状況を記載した紙のご利用明細書を発行する場合は、別途発行費用がかかります。
※ETCスルーカードNの年会費はカード発行会社が負担します。

■「カードご利用代金明細照会画面」イメージ

WEB明細サービス「MyJチェック」の登録で、JCB ORIGINAL SERIES限定のおトクな
サービスが適用となります。

年会費：無料

さらに

JCBと提携するタクシー会社各社共通で、タクシーのご利用料金のお支
払いがキャッシュレスでスムーズに行えるJCBタクシーチケットを購入で
きます。

車両ごとにカードを持てます。
JCB法人カードの発行枚数とは関係なく、複数枚発行すること
ができます。有料道路ご利用代金をまとめて精算でき、また、各
ETCスルーカードNのご利用状況をWEBで確認できます。

MyJCB

明　細

ETC

※おひとり様1回につき合計2冊まで申込めます。
※発行手数料：1冊につき330円（税込）
※発行手数料：ゴールド法人カード会員の方は無料です。
※クレジットカード取り扱いマークのあるタクシー会社でも、一部利用できない場合があります。ご乗車の際、乗務員にご確認ください。



8

当行カードをクリックして
Vpassにアクセス

VISAカード
インターネットサービス「Vpass（ブイパス）」

Vpassでご利用代金明細書の確認

明細書はパソコンやスマートフォンでご覧いただけ、ご利用明細データは
パソコンからCSV形式で記録・保存ができます。

ETCカード

VJタクシーチケット

※一度に2冊までお申込みいただけます。
※料金はご利用分のみ、通常のカードご利用代金と同様の方法でのお支払いになります。
※一部の地域ではご利用できませんのであらかじめご了承ください。

※法人プラチナ・ゴールド会員の方は発行手数料無料です。

※ご利用には別途セットアップされた「ETC車載器」が必要になります。
（注）車を降りる際には、ETCカードを車内に放置せず、必ず携帯してください。

https://www3.vpass.ne.jp/

「Vpass」は、24時間手続きができる便利な
 インターネットサービスです。
●経費の精算にカード使用者の利用明細書がご覧いただけます。
　また、海外レートも表示され海外出張にも大変便利です。
●出張・接待に国内ホテル等の優待情報がご覧いただけます。

郵送よりも早くお支払い金額を確認。メリット

VJタクシーチケットのステッカー表示があるタクシーでご利用になれます。

ETCシステムに対応した国内の有料道路でご利用いただける通行料金の
お支払い専用カードです。

●1冊20枚綴り
 （チケット1枚につき1万円未満・ご乗車1回あたりのご利用は3枚まで。）

●発行手数料：1回につき330円（税込）

年会費：永年無料
ETCカードは法人カードとは別に発行し、お届けいたします。

次回お支払い金額が確定 WEBで明細を確認

過去15ヵ月分の明細が見られる！
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JCBカード

カードラインアップ

年会費
(税込)

総利用枠

お申込対象者

原則 30～１00万円 原則 50～300万円

1,375円

法人および個人事業主 ※所定の審査がございます。

法人カードの年会費は会計上、経費として計上可能です。

毎月１５日締めの翌月10日お支払い ※10日が休日の場合は翌営業日にお支払い

※ご利用枠は、カード使用者全員のご利用分を含めた未決済残高（カードご利用後、お支払い口座からまだお引落しされていない金額）の合計額となります。

1,375円

11,000円

3,300円

カード種類

※

お支払いサイクル

カード使用者１名様の場合

使用者追加1名ごとに

※カード使用者は１８歳以上の方が対象となります。※カードの入会に際しては、所定の審査があります。
※1.各種保険内容の詳細（保険期間・適用条件など）については、JCB法人デスク入会専用（0120-883-623）までお問い合わせください。内容は概要を説明したものであり、実際の保険金のお支払いの可否は、普通保険約款および特約に基づきます。
　　また事故の内容によっては補償の対象とならない場合もあります。
※2.MyJチェックに登録のうえ、事前に旅行費用をJCB一般法人カードでお支払いになるなど、所定の条件を満たすと、旅行傷害保険が適用されます。
※3.JCBゴールド法人カードで日本出国前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をお支払いになった場合、最高補償額は１億円。カードでのお支払いがない場合には、最高補償額は5,000万円となります。
※4.１事故につき、自己負担額は１万円です。
※5.１事故につき、自己負担額は3,000円です。

付帯保険

海外旅行傷害
保険

ショッピングガード保険（国内／海外）

国内

最高３,000万円 最高１億円

最高３,000万円 最高5,000万円

最高100万円（海外のみ） 最高500万円

原則 300～1,000万円

33,000円

6,600円

最高１億円

最高１億円

最高500万円

一般 ゴールド プラチナ

※2

※1

※2

※4 ※5

※3

ETCカード 年会費無料
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VISAカード 法人カードの年会費は会計上、経費として計上可能です。

年会費
(税込)

総利用枠

お申込対象者

1,375円

法人および個人事業主 ※所定の審査がございます。

毎月１５日締めの翌月10日お支払い ※10日が休日の場合は翌営業日にお支払い

※ご利用枠は、カード使用者全員のご利用分を含めた未決済残高（カードご利用後、お支払い口座からまだお引落しされていない金額）の合計額となります。

※1.傷害死亡・後遺障害は事前の旅費等の当該カードでのお支払い有無により最高補償額が異なります。
※2.事前に旅費等を当該カードでお支払いいただくことが前提です。

440円

55,000円

5,500円

11,000円

2,200円

カード種類

付帯サービス

※

お支払いサイクル

海外旅行傷害保険

ETCカード

国内旅行傷害保険

傷害死亡・後遺障害 最高１億円

傷害死亡・後遺障害 最高１億円ー

傷害死亡・後遺障害 最高2,000万円
（ご利用条件付）※2

傷害死亡・後遺障害 最高5,000万円
（一部ご利用条件付）※1

傷害死亡・後遺障害 最高5,000万円
（ご利用条件付）※2

年会費無料

カード使用者１名様の場合

使用者追加1名ごとに

※プラチナカードに付帯している一部サービスはP12に記載しています。詳細はFFGカード業務グループへお問合せください。

クラシック ゴールド プラチナ

原則 30～１00万円 原則 300～1,000万円原則 50～300万円
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JCBカード ※サービスのご利用にあたっては、別途お申込みが必要となる場合があります。

法人カードサービス

※本サービスはお申込みが必要です。
※代表使用者のみお申込み可能です。 
※同伴の方はどの空港ラウンジでも有料（2,200円/税込）で利用できます。

※「エクスプレス予約」サービス年会費：1,100円(税込)

※JCBゴールド法人カードで日本出国前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の
　料金をお支払いになった場合、最高補償額は1憶円。カードでのお支払いがない場合には、最高補償額は
　5,000万円となります。

じゃらんnetで提供している豊富な宿泊施設情報、宿泊プランの他、通常の
宿泊プランよりもさらに安価な法人向け限定プランを提供。
出張者の利便性向上、法人側の出張コスト削減にお応えします。

じゃらんコーポレートサービス
旅行中の事故による死亡・後遺障害などを海外最高１億円※、国内最高5,000万円
まで補償します。

旅行傷害保険(海外/国内)

羽田空港　第1ターミナル
「POWER LOUNGE SOUTH」

国内の主要空港、およびハワイ ホノルルの国際
空港内にあるラウンジを無料で利用できます。
ドリンクサービスや新聞・雑誌の閲覧などで
おくつろぎください。

空港ラウンジサービス
東海道・山陽新幹線(東京～博多間)のネット予約＆チケットレス乗車サービスを
利用できます。スマートフォン・パソコンからいつでもどこでもスピーディーに予約
でき、予約変更は何度でも手数料無料です。

JR東海「エクスプレス予約」サービス

その他サービス簡単・おトクな出張手配

大手旅行会社をはじめ、30社以上の海外・国内旅行商品を豊富に取り揃えて
います。あなたの一番の旅をご提案します。

JCBトラベル
プライベートも充実

有名デパートはもちろん、ホテル、レストランなど
全国100万店以上で利用できます。ゴルフコンペの
賞品をはじめ、販促キャンペーンや社内報奨など、
さまざまな用途にご利用ください。

JCBギフトカード

ビジネスサポート

海外に設置されたサービス窓口です。JCB加盟店のご予約や観光に関する
お問い合わせをJCBプラザ・スタッフが日本語で承ります。

JCB PLAZA

海外出張でも使える安心・便利なサービス

サービス内容の一例 ホテル・レストラン・オプショナルツアーなどJCB加盟店の
ご予約、Wi-Fi無料サービス、観光情報案内等

全国の対象店舗にて、事前にご予約のうえ専用クーポンを提示し、JCBゴールド
法人カードでお支払いになると、飲食代金の割引が受けられます。

JCBゴールド グルメ優待サービス

優待内容 ■ご利用合計金額より20％引き
■コース代金より20％引き

国内・海外のホテル・航空券・列車・レンタカーの手配など旅行に関する各種
サポートや、ゴルフ場・チケット・レストランなどのエンターテインメントに関する
ご相談などを可能な限り承ります。プラチナ法人カード会員の皆様のコンシェル
ジュとして、24時間・365日利用できます。

プラチナ・コンシェルジュデスク

世界148の国や地域、600を超える都市にある1,300ヵ所以上の空港ラウンジ
等を無料で利用できるサービスです。混雑する空港ターミナルのけん騒から逃れ、
ごゆっくりおくつろぎください。

プライオリティ・パス

ご購入は
こちら

ゴールド・プラチナカード会員のサービス

ゴ
ー
ル
ド
・
プ
ラ
チ
ナ

プ
ラ
チ
ナ
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※対象店舗・特典は予告なく変更・中止になる場合がございます。
※詳しくはご入会後、3月下旬と9月下旬にお届けするクーポンをご確認ください。
※海外にお住まいの会員様にはクーポンをお届けできません。
※クーポンのご利用は、あらかじめご予約のうえ、レストランごとに設定されるコースをご注文の場合に限ります。
※飲み物代はクーポンの対象となりません。
※各レストランでのクーポンのご利用は半年に1回限りとさせていただきます。
※クーポンのご利用は会員様を含めたご利用時に限ります。
※本サービスは株式会社ベネフィット・ワンがご提供いたします。

※ICチェックインサービスでご搭乗される際は、当日の搭乗券または航空券（到着後は半券）をご提示いただく代わりに、空港ラウンジ
　係員へ、当日ご搭乗の便名、行き先、出発時間をご申告ください。（一部のラウンジでは携帯電話・パソコン等に表示される内容確認
　画面等、当日のご搭乗が確認できるものをご提示いただく場合がございますので予めご了承ください。）
※カードのお忘れなどにより、ご提示いただけない場合にはご利用いただけませんので、予めご了承願います。
※一部ラウンジは到着後にご利用いただけませんのでご注意ください。

Visaプラチナカード会員の皆様に専用デスクを設置しております。
24時間・年中無休でオペレーターが対応いたします。

航空券・ホテル予約をはじめ、世界中のどこにいても、必要な情報と
サポートを２４時間・年中無休でご提供いたします。

コンシェルジュサービス

一流レストランのご優待サービスです。
東京・大阪を中心に約100店舗の一流レストランで2名様以上のコース料理をご利用時に、
会員1名様分が無料になるグルメクーポンをご提供いたします。

プラチナグルメクーポン

ホテルの予約案内 航空券の予約案内 高級車を含む
レンタカーの予約案内 ゴルフ場の情報提供

レストランの予約案内 海外の買物情報の提供
（店の場所案内等） 旅行選びのお手伝い オペラ・コンサート・

展覧会等の案内

VISAカード

VJAギフトカード
デパート、スーパー、ショッピングセンター、専門店、レスト
ラン、ホテルなど全国50万店以上でご利用いただける全国
共通商品券です。ゴルフコンペの賞品やご贈答用に便利です。
●お客様ご指定先へのお届けも承ります。
●ご用途に合わせて各種包装用品でお包みします。

空港ラウンジサービス
空港でもゆったりとお過ごしいただくために、年中無休でご利用いただける無料ラウンジ
サービスをご用意しています。ご利用に際してはラウンジ入口にて当行のカードと当日の搭乗
券または航空券を必ずご提示ください。

インターネット

お申込みはインターネットで

サ
ー
ビ
ス
内
容

プラチナカード会員のサービス

プラチナカード会員のサービス

ゴールド・プラチナカード会員のサービス

http://vpass.jp/gift/

※サービスおよび特典はビザ・ワールドワイドが提供し、「Visa一般規定」「ご利用上の注意」が適用されます。
※サービスは予告なく変更になる場合があります。

Visaビジネスオファー
ビジネスニーズに合わせ、ホテル宿泊、オフィスサプライ、印刷サービス、レンタル会議室など、
日常業務に活用いただける数々の特典をご提供いたします。

https://www.visa.co.jp/partner-with-us/info-for-partners/biz-offer.html 
詳しくは下記URLにてご確認ください。
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経理業務に課題はありませんか？

〈参考〉経理業務の課題解決！「経費精算システム」

紙運用による想定課題
紙運用は手作業による手間やコストがかかり、ミス発生、確認漏れなど内部統制が不十分になるといった課題があります。

電子帳簿保存法の改正内容とそれに伴う業務効率化のイメージ
2022年1月から電子帳簿保存法改正により「スキャナ保存運用」の一部が「紙保管運用」と同等の扱いに切り替わります。
経費精算システムを導入することで「経理業務」が大幅に改善されます。

立替経費・請求書の入力負荷が大きい 申請内容チェック・承認の負荷が大きい

申請書作成の手間や領収書の
糊付けなど、手作業による無駄
が発生し、本業を阻害

膨大な紙の証憑確認や
請求書処理・会計仕訳入力
など計算・確認作業が煩雑

●交通費を調べて入力 ●申請書を作る手間が発生
●入力ミスが発生する可能性 ●申請のために出社が必要

●紙の帳票を原本突合し確認が大変 ●不備時の差し戻し業務が煩雑
●仮払金や小口現金の立替による精算業務をなくしたい 
●会計システムへの申請内容の手入力が手間
●経理清算処理に時間がかかり決算が遅れる

テレワーク実施の阻害

変化が大きい社会情勢への
対応が遅れ、柔軟な対応が
出来ない

●申請・承認・経理処理など紙運用のため、テレワークへの切り替えが困難
●従業員の感染リスクを抱え、業務ができなくなる可能性

電
子
帳
簿
保
存
法
改
正
内
容

紙運用

従業員立替
申請

会計仕訳
ファイリング

承認

精算

システム導入での運用
■手書き・手入力
■提出のため出社

■押印・確認
■承認のため出社

■手入力で振込作業

■手入力で仕訳連携

・入力ミスの可能性有
・テレワーク実施の阻害要因

・テレワークでも経費申請可能
 （承認もテレワーク可能）
・手入力業務がなくなるため
　入力ミスが軽減できる。

■入力は自動化
■入力間違いはアラートで不備通知

■アプリ内で承認

■振込データをダウンロードして
　USBで総振データとして登録

■システムで自動連携

保管方法/媒体 紙で保管 紙をスキャンして画像データで保管 紙をスキャンして画像データで保管

保管期間 紙で7年間 データで7年間 データで7年間

国税庁の承認

タイムスタンプ

不要 不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

申請後、みなし承認

タイムスタンプ期限

相互けん制

定期的な検査

約2ヶ月

必要(一定の要件下であれば不要)

※読取り形式の場合3営業日以内
約2ヶ月以内

※訂正削除履歴が確認できれば不要

必要 必要

必要

紙保管運用 スキャナ保存運用 22年1月改正後
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経費精算システムの活用～手入力をなくし、ミス・無駄を省けます～
（例）明細・領収書の正確なデータを自動取得し、明細を自動入力でき、「正しく・ミスがない」ペーパーレス申請が実現できます。

経費精算が自動化できる経費精算システム
各種サービス自動連携やレシート内容の自動読み取りなど、手入力の手間を徹底して省いた、スマートフォン・PCでできる経費精算サービスです。申請者側の業務が効率化されるだけでなく、
手入力によるミスが減ることにより経費精算の締め早期化も実現可能です。

連携サービス メリット申請者経費精算システム

面倒だった経費精算に
かかる時間を1/10に 経費明細のデータ

連携で自動入力

自動で明細取得

領収書画像データの
自動取得

独自の銀行API連携機能で
振込処理が効率化

交通系データ

クレジットカード

電子マネー

Eコマース

データから経費明細を
自動入力
一度連携するだけで、その後は使った経
費を自動で取得！
ミスのない正しい経費が入力いらずで申
請可能。

入力いらずで申請可能
一度データ連携すれば、その後は経費を
使うたびに自動連携。

入力ミスをなくします
自動入力で入力ミスが減少、差し戻しの
手間が省けます。

内部統制を強化
データ改ざんを検知し、データを元にし
た精算が実現します。

領収書なしで申請完了
領収書画像データも同時に取得し、完全
ペーパーレス精算が実現。

領収書画像データを取得
新幹線・飛行機・タクシー・ホテルなどの
一部明細は領収書データ取得が可能。

TAXI

¥
¥

¥

¥ ¥ ×



お申込みにあたってのご案内

法人または個人事業主

ショッピング１回払い…

※カード使用者は１８歳以上の方が対象となります。 ※カードの入会に際しては、所定の審査があります。

※本冊子の掲載情報は2022年10月現在のものです。掲載内容は予告なく変更となる場合があります。 

お申込み対象

※10日が金融機関休業日の場合は、翌営業日のお支払いとなります。
※JCB法人カードはショッピング2回払い（手数料不要）でのお支払いも可能です。

※法人カードは簡易書留および転送不要郵便にて、ご記入いただきました所在地にお送りいたします。

締切日（毎月15日）の翌月10日※にお支払いとなります。

法人カードのお支払い方法について

カードがお手もとに届くまで

手数料不要

お問い合わせ

９：００～１７：００　土・日・祝・年末年始休092-884-1785TEL

差出人

入会申込書・必要書類の提出1 カードのお受け取り３
入会判定～カード発送

手続き（1～2週間程度）

2

FFGカード業務グループ株式会社FFGカード
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1


