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無料サンプルは100種類以上！Excel読み込みや
ドラッグ＆ドロップで設計できます

業務フローに沿ったプロセスと担当者を
設定できます

データに紐付いた
効率的なコミュニケーションを行えます

例えばこんなアプリを 3分で作成

化粧品メーカーB社

広告代理店A社

指標管理

広告デザイン管理

契約書管理

総務部Q&A社員名簿

商標・特許管理

案件管理 交通費申請

日報 ToDo管理

総務・
法務部門で営業部門で 企業間で

ひとつひとつのデータ コメント

新着
コメントは
スマホに

通知できます

営業担当

課長

部長

営業アシスタント

100万
以下

100万
以上

見積
出します

プロセス管理2特徴 コミュニケーション3特徴データベース1特徴

Excelから
読み込み

ドラッグ&
ドロップで設計

または

スマートフォンや
タブレット端末でも

利用可能

業務内容に合わせて
誰でもかんたんに

ビジネスツールが作れる
業務改善プラットフォーム
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あらゆる業務をカバーするサービスが100種類以上。
組み合わせればkintone活用の可能性が無限大に広がります

設定画面から誰でも簡単にkintoneの機能を拡張できます
（※一部開発者向けサービスを除く）

パッケージ化されているので、ゼロからの開発と比べて
開発期間やコストを大幅カットできます

JavaScript/CSSファイルやAPI連携でkintoneの機能を拡大できます

他サービスと連携4特徴

サービスの種類が充実 プログラミング不要 開発期間・コストを大幅カット

kintone

JavaScriptファイル
CSSファイル

さらに便利に ! kintone

JavaScriptやCSSファイルを設定画面から読み込むだけで、
さらに便利にカスタマイズできます

プラグイン

kintone

データ連携
API

APIを利用してkintoneと
外部サービスをデータ連携できます

外部サービス連携

連携サービスの　　  いいところ
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インターナショナルシステムリサーチ様お客さま 1

顧客とやり取りされる申込書
Excelや社内展開用Excelなどあ
らゆるExcelが社内に散在し、開
通手続きに多くの時間と手間を費
やしていた。

煩雑なExcelでの開通手続き
に課題が顕在化

営業部単独で受注から
発注のフローを自動化させる
業務基盤構築に成功

フォームブリッジ（Webフォーム）＋
プリントクリエイター（帳票出力）

使っている連携サービス

課題

顧客からの情報をそのまま社内手
続きに活用できる仕組みとして、
kintoneと合わせて「フォームブ
リッジ」と「プリントクリエイ
ター」を導入。

安価に申し込みフォームから
開通通知書作成まで一気通貫
にできる仕組みに

導入

Excelの作業がゼロになること
で、転記処理が不要になり生産性
も2倍に。コスト削減はもちろん、
付加価値の高いタスクに時間をさ
けるようになった。

コスト削減しながら付加価値
の高いタスクへとシフトし、
生産性が2倍に

効果

kintone 導入前 kintone 導入後

申込書を依頼するメールで
送付

最新の
Excelファイルが
わからない

手動で作成

複数の
Excelファイルが存在し、
情報が散財している

申込み

申込み内容の確認

サービス開通処理

開通通知書の作成

お客様に
Excelの申込書を送付

ダウンロードして
内容を確認

社内の管理ページに
Excelの申込書を
アップロード

Excelの申込書に
情報を追記し
開通作業を行う

別の管理Excelに
リリース情報を転記

開通情報が
追記されたExcelの申込書を

元に手動で
開通通知書を作成

専用ページにExcelの
申込書をアップロード

アップロード

ダウンロード

お客様に
納品

お客様に
納品

大幅に作業工数を削減！

開通通知書

開通通知書

ボタン
ひとつで出力

Webフォーム

アプリで
管理

Webの申し込みフォーム kintoneアプリに
申込情報が自動登録

ボタン一つで
開通通知書を出力

事例の詳細は で検索kintone 事例

kintone連携サービスをご利用の

お客様事例
をご紹介
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ジーベックテクノロジー様お客さま 2

事業拡大に伴って、蓄積され
た情報を有効活用でき、かつ
現場にとって使い勝手の良い
顧客案件システムが必要に
なっていた。

蓄積された情報を活かせ
る顧客案件システムが
必要に

自分たちで簡単に入力項目が
変更できるkintoneの自由度
と、豊富な連携サービスで自
社に最適なシステムづくりを
実現。

情シス不在でも連携
サービスを自前で調達し、
自社に最適な形で活用 各案件の進捗フェーズをグラ

フ化することでフォロー漏れ
を防止しているだけでなく、
蓄積された案件情報を開発や
マーケ担当も活用できるよう
になった。

機会損失の軽減と
業務効率化に貢献

kintoneを中核にさまざまな
ソリューションを自前で調達
情シス不在でも構築できる、自社に
最適な顧客・案件管理システム

フォームクリエイター（Webフォーム）＋
Camiapps（手書き入力）＋OPROARTS（帳票出力）

使っている連携サービス

課題 導入 効果

横河レンタ・リース様お客さま 3

スピード感を持ってIT活用を進
める上で、管理者の運用負担が
大きかった基幹システムとその
周辺業務として緊密に連携して
いたNotesの刷新が急務だった。

基幹システムの刷新と
Notesマイグレーション
が急務に

現場の課題を拾い上げ、ス
ピード感を持ってIT支援でき
るプラットフォームが必要
だった。

クラウドファーストを前提に
エンドユーザーコンピュー
ティングなkintoneを選択 契約情報を基幹システムから

「DataSpider」を経由して
kintoneに吸い上げ、契約終了
の確認メールや見積依頼対応
などの顧客対応履歴を管理し
ている。

わずか10ヶ月でNotes
マイグレーションを実現

全社的な業務改善の基盤として拡大 
基幹システム刷新に不可欠だった
Notesマイグレーションを実現

DataSpider（システム連携アダプタ）

使っている連携サービス

課題 導入 効果
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帳票・見積 営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 AI・IoT・RPA スマートフォンkintone開発効率化 ID管理 外部サービス連携ツール その他給与・勤怠管理在庫・バーコードワークフロー



帳票出力・見積作成
kintoneから自由にレイアウト可能な

見積書、請求書などの帳票を出力できます。

RepotoneU Pro
株式会社ソウルウェア

自社のPDFまたはExcelフォーマットをアップロードし、データ
仕込み位置とフィールド情報はマウスで指定するだけでデザ
インすることができます。レコードの一括出力や一覧出力にも
対応します。

簡単4ステップ!
マウスクリックとドラッグだけで帳票デザイン

RepotoneU自体はシンプルな帳票出力ですが他のkintone
プラグインと一緒に利用すると幅が広がります。電子契約書の
出力や、毎月固定の請求処理を自動化するなどさまざまな業
務にフィットします。

他社サービスと組み合わせて利用すれば
さらに業務の幅が広がる!

● 月額15,000円（税抜）。ユーザ数による追加課金無し
● 出力可能枚数10,000枚/月。以降10,000枚毎10,000円（税抜）で購入可能
　 ※余った分の繰越しはありません

問い合わせフォームよりお願い致します。
https://repotone-u.zendesk.com/hc/ja/requests/new

例えばkintoneの請求情報アプリから御社のフォーマットで請
求書を作成することができます。作成した帳票はkintoneアプ
リ内に保存できる他、GoogleドライブやDropboxにも保存で
きます。

毎月の請求書の出力に。
クラウドストレージにも保存可能です。

6 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 AI・IoT・RPA スマートフォンkintone開発効率化 ID管理 外部サービス連携ツール その他給与・勤怠管理在庫・バーコードワークフロー



kintoneとのシームレスな連携で、請求書の
発行・受取の煩雑な業務を効率化し、作業時
間とコストの大幅削減に貢献します。

BtoBプラットフォーム 
請求書 × kintone

株式会社インフォマート

kintone上の請求や見積データをPDFの帳
票に出力します。ランニングコストをかけず
シンプルなご利用をされたい方向け。

RepotoneU PDF
株式会社ソウルウェア

無料お試し

kintone上の請求や見積データをExcelの
帳票に出力します。ランニングコストをかけ
ずシンプルなご利用をされたい方向け。

RepotoneU Excel
株式会社ソウルウェア

無料お試し

プリントクリエイター
トヨクモ株式会社

「見積書」や「請求書」などの帳票を、kintoneに登録されてい
る社名や金額を自動引用した状態でマウス操作のみで出力で
きます。帳票作成のためのデータの入力作業や手書きの帳票
作成作業はもう不要です!

見積書・請求書など定型帳票の発行に。
kintoneに連携する帳票作成ツールなら!

事前の設定は普段使っている見積書デザインを読み込み、
kintoneのどのフィールドをどの位置に表示するか決めるだ
け。kintone上の出力ボタンを押すと必要項目が埋まった状態
の見積書が出力されます。

出力ボタンのクリックでkintoneレコード上の情報が
参照された見積書が自動生成

ライトコース:月額 6,000円、スタンダードコース:月額 9,000円、プレミアムコース:月額 14,000円（税抜き）
※コースによって利用できる機能が異なります。 
※ユーザー数に関わらず、kintoneのサブドメイン1つにつきプリントクリエイター1つをご利用ください。

トヨクモ株式会社　050-3816-6666　 ／　toyokumo＠toyokumo.co.jp
お問い合わせフォーム　https://pc.kintoneapp.com/contact.html

QRコードを自動生成できるので、セミナーやイベントの来場受
付票の一括作成にもお使いいただけます。トヨクモのkMailer
と一緒に使うことで作成した受付票などの帳票をメールで一
括送信することも可能です。

QRコードの自動生成で受付票の作成にも。
一括出力や複数枚綴りの帳票の作成も可能。

「ReportsConnect for kintone」は自由で
快適な帳票開発を約束いたします。

ReportsConnect for kintone
株式会社ケーピーエス

無料お試し

7

帳票出力・見積作成
営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 AI・IoT・RPA スマートフォンkintone開発効率化 ID管理 外部サービス連携ツール その他給与・勤怠管理在庫・バーコードワークフロー



ドキュトーンはWo rd帳票やE x c e l帳票、
PowerPointを出力するkintone連携サー
ビスです。

ドキュトーン
株式会社オプロ

無料お試し

任意のkintoneアプリから自由なレイアウトで
Word帳票を出力できるサービスです。

OPROARTS Word帳票
株式会社オプロ

無料お試し

販売・購買業務で必要となる見積書・請求書や
発注書等の帳票作成から取引先への配信まで
を支援するソリューションです。

見積書・請求書
配信ソリューション

株式会社オプロ

任意のkintoneアプリから自由なレイアウトで
Excel帳票を出力できるサービスです。

OPROARTS Excel帳票
株式会社オプロ

無料お試し

ウェブブラウザ上で簡単に、多様な表現が可能
で、きれいな帳票レイアウトを作成できるクラ
ウドサービスです。

OPROARTS PDF帳票
株式会社オプロ

無料お試し 事例

任意のkintoneアプリから自由なレイアウトで
PowerPointをファイル出力できるサービス
です。

OPROARTS PowerPoint出力
株式会社オプロ

無料お試し

csvラポは「フォームを用意しない」という今
までにはない帳票サービス。
kintoneの一覧画面のデータから見やすい
書式を自動生成し、ポン！ と出力します。

まほうの帳票「csvラポ」
（旧名称：雷神レポート）

株式会社アイ・コン

無料お試し

kintoneから「ラベルプリンタ」や「ドットプリン
タ」に印刷できる帳票プラグインです。

帳票Online for kintone
株式会社アイ・コン

8 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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kintoneアプリとfreeeを組み合わせることに
よって、自社の業務フローに合わせたクラウド
ERPを設計することが可能となります。

freee for kintone
freee株式会社

見積と売上の両アプリを実装し、見積・請求機
能に絞り込んだkintoneベースのパッケージ
サービスです。

Focus U 見積・請求
キャップクラウド株式会社

kintoneの業務アプリケーションから、クリック
するだけで帳票イメージを出力し、顧客や取引
先へFAX・電子・郵送の自動配信を行うプラグ
イン。

Repotovas / Repotovas Pro
コクヨ株式会社

無料お試し

「出力機能」を提供するカスタマイズソリュー
ションです。他のアプリに組み合わせる事で
Excelファイル出力が可能になり、kintoneの
印刷表現が豊かになります。

Excel出力ソリューション
タイムコンシェル株式会社

無料お試し 事例

契約書条文をパーツとしてマスター管理し、
契約書PDFの作成工程を可視化します。取引
条件の選択により必要な条文の組合せを自動
構成します。

コントラクトマネジメント株式会社

契約書作成アプリ＋plus（プラス）

書類作成（見積書や請求書など９種類）から
承認、送付までできちゃう！ 口座情報と連携
し、入金消込もラク！ バックオフィスのDX化を
加速させるビジネスツール

MakeLeaps 
kintone連携オプション

メイクリープス株式会社

kintoneからPDF形式での帳票を出力するプ
ラグインです。標準機能だけでは実現できない
契約書類などの帳票作成およびPDF出力が可
能になります！

KAIZEN PDF Premium
株式会社キャップドゥ

無料お試し 事例
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スマホからの撮影画像をAiを利用した高度な
OCR解析機能で電子データ化。氏名などの項
目をkintoneの該当フィールドへ直接登録を行
うプラグインです。

Ai名刺解析プラグイン
株式会社ノベルワークス

無料お試し

キントーン上に構築した営業のフォーキャスト
に特化したアプリケーション。商談分析をあら
ゆる角度から見る事ができる、ＣＲＭ（ＳＦＡ）
ツールです。

sellsee
株式会社ゴートップ

外部の名刺管理、MAツール、
営業管理システムとデータ連携が可能です。

営業・顧客管理

Sansanの名刺データをkintoneへ一括登録、
kintoneデータを更新、メールアドレスをキーに
してデータの紐付けができるプラグインです。

Sansan with kintone
TAMSAN PTE LTD

無料お試し

紙や電子契約書などの契約書類をkintoneで
一元管理できます。高度な検索機能や期限
管理・通知機能で、紙のファイリングによる管理
では実現できない利便性をご提供いたします。

契約書管理 on kintone
新明和ソフトテクノロジ株式会社

10 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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日本最大820万件の法人マスタデータベース
「LBC」と「kintone」をシームレスに連携。
uSonarを連携させることで、kintone内の
取引先データを自動で名寄せし、恒常的に自
動メンテナンスを行う事が出来ます。

uSonar
株式会社ランドスケイプ

無料お試し

建設業向けの原価管理ソフト「レッツ原価管理
Go2」と連携できます。得意先・仕入先・工事一
覧・得意先履歴の４アプリがパックになってい
ます。

レッツ顧客管理 on kintone
株式会社レッツ

Focus U 販売管理ソフト
連携オプション for 商魂

キャップクラウド株式会社

商魂クラウドとkintoneをWeb-API連携す
るアプリと機能、プラグインをセットにした
kintoneベースのパッケージサービスです。

Focus U 販売管理ソフト
連携オプション for 弥生販売

キャップクラウド株式会社

弥生販売とkintoneを連携できるアプリと機
能、プラグインをセットにしたkintoneベース
のパッケージサービスです。

見積、売上・請求、入金までの販売管理用のア
プリと機能、プラグインをセットにしたkintone
ベースのパッケージサービスです。

Focus U 販売管理
キャップクラウド株式会社

顧客を軸に案件、商談、見積管理の情報一元化
や新規の見込客の管理を実現する、kintone
ベースのパッケージサービスです。

Focus U 顧客管理
キャップクラウド株式会社 

個別指導スクールや教室を運営されている事
業者向けの業界特化CRM（生徒管理）サービス
です。

3-CYCLE 生徒管理
キャップクラウド株式会社

スーパーカクテル
連携オプション

株式会社内田洋行

ERP/基幹業務システムのスーパーカクテルと
kintoneとリアルタイムに同期し、タブレットか
ら閲覧操作できるアプリです。

11
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「TAKBOZU」
TAKT名寄せサービス

タクトシステムズ株式会社

企業にとって、とても重要な顧客情報。それを
最大限に活用できるようにする為、顧客情報の
データクレンジング・名寄せを実現するソ
リューションです。

多店舗経営における本部、店舗間の情報共有
とコミュニケーションの課題を解決し、本部と店
舗が一体となって競争力のある店舗作りを支
援します。

K-Apps リテール
株式会社アウトソーシングテクノロジー

HotProfile
（ホットプロファイル）

株式会社ハンモック

『名刺管理』『マーケティング施策』『営業支援
（SFA）』の3つの領域を オールインワンで導入
できる、業界唯一のクラウド型営業支援ツール。

無料お試し

PCA商魂 B2クラウド 
送り状連携

ピー・シー・エー株式会社

「PCA商魂」で登録した売上（受注）伝票を
「kintone」で取得し、宅急便の送り状発行・商
品の配送状況確認が可能になります。 

「広告業向けERPシステムADMAN」「プロ
ジェクト型ERPシステムAPLEX」の各種情
報をkintoneアプリから検索取得できます。
取得できる情報は ①取引先情報 ②案件情報
となります。 

ADMAN連携
アップクロス株式会社

無料お試し 事例

アルテマブルー 
for kintone 連携オプション

キヤノンエスキースシステム株式会社

名刺管理サービス「アルテマブルー」の名刺情
報をkintone上に展開するアプリです。連携だ
けではなく、SFAを始めたいという方にもご利
用頂けます。

統合型工事ソリューション『ガリバー・プロ
ステージ』と連携して、現場情報をタブレットPC
やスマートフォンで手軽に閲覧できるアプリ
です。

ガリバー現場照会 on kintone
あさかわシステムズ株式会社

営業の商談情報を一元管理！ 基幹システム
（ガリバーシリーズ）へリアルタイム連携！

ガリバー商談管理 on kintone
あさかわシステムズ株式会社

無料お試し

12 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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本プラグインはkintone(キントーン)アプ
リに登録されている予算と実績を自動集計
し縦棒グラフや表形式でビュー表示するこ
とができるプラグインです。

予実管理プラグイン
株式会社 ジョイゾー

無料お試し

本プラグインはkintoneアプリに登録され
ているデータの対前年比較を自動集計し、
縦棒グラフや表形式でビュー表示すること
ができるプラグインです。

前年対比プラグイン
株式会社 ジョイゾー

無料お試し

「販売9＋」
kintoneプラグイン＆アプリ

株式会社アイティーフィット

「販売9＋」は、販売管理機能を備えたkintone
プラグイン＆アプリです。請求データ等をクラ
ウド会計や決済サービスへ連携することも可能
です。

無料お試し

Adobe Marketo Engageは、デジタルから
アナログまで顧客接点をカバーするマーケ
ティングツールです。

Adobe Marketo Engage
アドビ株式会社

事例
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SMS（ショートメール）の送受信を行うアプリ
です。ご利用中の顧客管理アプリなどに組み
込むことが可能です。

SMS送受信アプリ
コントラクトマネジメント株式会社

携帯電話に対してSMS（ショートメール）を送信
できます。マスターアプリに関連レコードを設置
して送信履歴を表示！

SMS送信プラグイン
コントラクトマネジメント株式会社

無料お試し

事例

無料お試し 事例

無料お試し 事例

メール・ビジネスチャット
外部チャットサービスとの連携や

kintoneからメールを送信することができます。

kintoneの通知機能を自在にカスタマイズ、
チャットツール連携も実現。

Smart at message 
for kintone

M-SOLUTIONS株式会社

kintone上に登録された宛先へメールを一斉
送信。

メール一斉送信プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

14 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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メールワイズはメール対応の効率化を実現す
るサイボウズのクラウドメールサービスです。
kintoneから個別メール送信、一斉送信、対応
履歴の確認が出来ます。

メールワイズ連携プラグイン
サイボウズ株式会社

無料お試し 事例

仕入先への発注手配（メール送信）及び、発注
状況の確認を行うことができます。

e-CatchBall
ノックス株式会社

Chatworkとは、メール・電話・会議に代わる国
内最大級のビジネスコミュニケーションツール
です。チャットボットでkintoneと連携します。

Chatwork
Chatwork株式会社

kMailerは、kintoneに連携するメール送信シ
ステムです。kintoneで管理している詳細情報
を引用しながら、メールの送信が可能です。

kMailer
トヨクモ株式会社

無料お試し

受信メールの内容を指定のkintoneアプリに
取り込むプラグインです。

CROSSLink メル箱
クロス・ヘッド株式会社

無料お試し

国産ビジネスチャットdirectは業務に役立つ機
能とチャットを組み合わせて、安心・安全なコ
ミュニケーションを実現します。ボットで
kintoneと連携します。

direct
株式会社L is B

Jobocoは、LINE WORKSとkintoneとが連携
したチャットボットをブラウザから簡単に開発で
きるサービスです。※本サービスの利用には
LINEWORKSの利用が必須です。

Joboco
株式会社 ジョイゾー

無料お試し

kintoneユーザ同士でメッセージや添付ファイ
ルを気軽にやり取りできます。

チャット for kintone
株式会社ネグジット総研
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電話・FAX・CTI
kintoneからFAXを送受信したり、
顧客情報との紐付けができます。

システムからのFAX送信に特化したインター
ネットFAXサービス。基幹システムやアプリ
ケーションと連携し、FAX送信業務をすぐに
自動化できます。 

faximoSilver 
株式会社エディックワークス

無料お試し 事例

通話時に顧客情報が表示されるクラウドCTI機
能に、SMS送信・管理機能、全通話自動録音・
テキスト化機能なども付属。リーズナブルな月
額料金で利用可能。

カイクラ
株式会社シンカ

1200社超の導入実績をもつクラウド型コール
センター/CTIシステム。インターネット・PC・
ヘッドセットのみで利用できます。

BIZTELコールセンター
株式会社リンク

事例

kintoneアプリと連携するweb型CTI。大がか
りなハード機器の入れ替え不要、簡単に導入し
お手軽にご利用できます。

Focus U CTIオプション
キャップクラウド株式会社

16 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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FAXの送受信業務を簡単にするインターネット
FAXサービス。ネット環境とパソコンがあれば、
いつでもどこでもFAX送信や確認を行う事が
できます。

faximo
株式会社エディックワークス

「CTIコネクテル for kintone」は、取引先から
の電話に応答すると 自動的にkintoneの顧客
台帳が表示されるCTIシステムです。 
※kintoneスタンダードコース／ライトコース
両対応です。

CTIコネクテル for kintone
株式会社システムリサーチ

「FAX+kintone」はkintoneアプリからFAX
の送信と受信を行うことができるkintone連
携ソリューションです。

FAX+kintone
株式会社バーズ情報科学研究所

事例

今利用しているPC（ブラウザ上）で、電話の受
発信や通話の録音、通話履歴の管理が即日可
能になる、ブラウザ電話システムです。

CallConnect
合同会社selfree

無料お試し

MiiTelは、営業におけるトークの可視化とセル
フコーチング、テレワーク化を実現する音声解
析AI電話です。

MiiTel
株式会社RevComm

17
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無料お試し

クラウド連携プラグイン 
for Box

M-SOLUTIONS株式会社

kintone上で大容量ファイル管理を実現。

スキャナー活用ツール 
“Web Scan SDK”

キヤノン電子株式会社

Webアプリケーション上のボタンだけで簡単に
スキャン画像をアップロードできるシステムを
構築でき、WebアプリケーションのUXを大幅に
改善できます。

Quickスキャン V5は、kintoneアプリへの紙文
書の登録を複合機からダイレクトにできるソフ
トウェアです。

Quickスキャン V5
サイオステクノロジー株式会社

SpeedocV4 for RICOHは、kintoneアプリへ
の紙文書の登録を複合機からダイレクトにでき
るソフトウェアです。

SpeedocV4 for RICOH
サイオステクノロジー株式会社

ファイル管理・バックアップ 
外部データベースとの連携で大容量のファイルも保存。

また紙の文書をスキャンして、
ダイレクトにkintoneに登録できます。

18 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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認定タイムスタンプの付与、検索機能、一括
検証機能をご提供します。（電子帳簿保存法
スキャナ保存対応）

スキャナ保存アプリ
コントラクトマネジメント株式会社

無料お試し 事例

kBackupは、kintoneアプリに登録したデータ
が消えてしまった際に備えて、データ保全をす
るためのサービスです。

kBackup
トヨクモ株式会社

無料お試し 事例

Dropbox Businessはビジネス向けクラウド 
ストレージ及びコラボレーション ツールでファ
イル共有や共同作業を効率化する豊富な機能
を備えております。

Dropbox Business
Dropbox Japan 株式会社

無料お試し

kintoneとDropboxを連携することで、kintone
へファイルを添付する機能をDropboxに拡張
することができます。

Dropbox for kintone 
Premium

Dropbox Japan 株式会社

19
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kintoneとGoogleカレンダーを双方向で連携
させるプラグインです。＜kintoneを連携させ
てもっと便利に！＞

キン助
株式会社ノベルワークス

無料お試し

プラグイン機能で一発連携／２度打ち解消！
kintone（日報等で入力したスケジュール情報
が）⇒Garoon（スケジュール機能へ自動連携）
するプラグインです。

timelyally（タイムリーアライ）
関東情報サービス株式会社

無料お試し

KOYOMI
（スケジュール管理プラグイン）

株式会社アーセス

kintoneのレコードをスケジューラー形式で表示
するプラグインです。 画面遷移なく、シンプル
なマウス操作でスケジュールを閲覧・登録・編集
できます。

「日報かんり」は、Microsoft Outlookの予定表
から日報を作成し、kintoneへ登録するクラウド
連携型のアプリケーションです。 

日報かんり
株式会社ダンクソフト

スケジュール・カレンダー
外部スケジュールサービスとデータ連携したり、

kintoneにスケジュール管理機能を追加できます。

20 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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トヨクモ スケジューラーは、社内の予定が見や
すく、社外の人とも日程調整でき、スマホでもカ
ンタンな、グループスケジューラーです。

トヨクモ スケジューラー
トヨクモ株式会社

無料お試し

kintoneとの連携機能が標準搭載された唯一
のグループウェアです。使いやすいスケジュー
ルやポータル、APIやプラグインによる連携性
が特徴です。

Garoon
サイボウズ株式会社

無料お試し 事例

kintoneに素敵なカレンダー機能を追加す
るプラグイン。月別・週別・日別表示や色分け表
示で直感的なスケジュール管理が行えます。

カレンダーPlus
ラジカルブリッジ

無料お試し

くりかえしPlusは、週次ミーティング、勤務シフ
ト、月末処理などの定期的な予定レコードを一
括で作成するプラグインです。

くりかえしPlus
ラジカルブリッジ

無料お試し
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kintoneのデータをWebに出力したり、
Webからkintoneへデータ入力ができます。

フォームブリッジ
トヨクモ株式会社

kintoneアカウントのないお客様からの「問い合わせ」や「申し
込み」の内容をkintoneへ自動登録するwebフォームが作成
できます。kintoneへのデータの手入力作業はもう不要です!

問合せ・申請受付フォームなど、kintoneに
連携するWebフォーム作成なら!

フォームブリッジで作成したwebフォームにデータを入力し送
信を行うと、kintoneの指定したアプリに入力内容が保存され
た状態でレコードが追加されます。
入力者へは自動返信メールの送信が可能です。

Webフォームからの入力内容は
新しいkintoneレコードとして追加

ライトコース:月額 6,000円、スタンダードコース:月額 9,000円、プレミアムコース:月額 14,000円、
プロフェッショナルコース:24,000円（税抜き）
※コースによって利用できる機能が異なります。
※ユーザー数に関わらず、kintoneのサブドメイン1つにつきフォームブリッジ1つをご利用ください。

トヨクモ株式会社　050-3816-6666　 ／　toyokumo＠toyokumo.co.jp
お問い合わせフォーム　https://pc.kintoneapp.com/contact.html

webフォームから申請送信後「入力内容を誤った、修正した
い」という時にも対応。トヨクモのkViewerと一緒に使うこと
で自分の申請情報だけを編集してもらえます。修正情報は
kintoneに自動反映!

kintoneアカウントのない人に
「自分の申請した情報を修正させること」も!

22 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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kintoneのデータを連携したマイページが提供
できます。マイページからは自分の情報のみを
閲覧・投稿できます。

じぶんページ
株式会社ソニックガーデン

kintoneに連動したお問い合わせフォームを
簡単なマウス操作のみで作成可能。自動返信
メールなど、Webフォームに必要な機能が全て
備わっています。

じぶんフォーム
株式会社ソニックガーデン

無料お試し

無料お試し

kintoneの情報を外部の人に公開・webフォー
ムの作成もできる外部連携サービスです。
Chobiitを介して不特定多数の人達や、外部の
人達と情報共有が行えます。

Chobiit for kintone
株式会社ノベルワークス

無料お試し

「集客」「顧客育成」「案件商談化」といった非対
面によるマーケティング活動を支援するクラウ
ドサービスです。

SATORI
SATORI株式会社

事例

kViewer
トヨクモ株式会社

kintoneに情報を登録するだけで、kintoneアカウントのない
お客様への「資料提供」や「情報公開」が可能なwebページが
作成できます。情報共有のためだけの資料作成やメール作成
はもう不要です!

社外への資料の提供ページなどkintoneに連携する
webページ作成ツールなら!

kViewerで作成したwebページの情報更新は、指定した
kintoneアプリ内でレコードを編集・追加・削除するだけで最
新情報に更新可能です。アプリ内の共有したいフィールドのみ
見せることが可能です。

作成したwebページの情報更新は、
連携するkintoneで編集・追加するだけ!

ライトコース:月額 6,000円、スタンダードコース:月額 9,000円、プレミアムコース:月額 15,000円、
プロフェッショナルコース:24,000円（税抜き）
※コースによって利用できる機能が異なります。
※ユーザー数に関わらず、kintoneのサブドメイン1つにつきkViewer1つをご利用ください。

トヨクモ株式会社　050-3816-6666　 ／　toyokumo＠toyokumo.co.jp
お問い合わせフォーム　https://pc.kintoneapp.com/contact.html

kintoneで管理している個人の注文情報や送付先住所を注文
者自身にマイページとして見せることもできます。更に、トヨク
モのフォームブリッジと一緒に使うことでマイページ上で送付
先住所などの変更も可能に!

特定の人にだけ特定の内容を
「マイページ」として共有することも!
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帳票・見積 Webフォーム・
マーケティング支援（MA）

電話 スケジュール 経費精算・会計電子契約 AI・IoT・RPA スマートフォンkintone開発効率化 ID管理 外部サービス連携ツール在庫・バーコードワークフロー営業・顧客管理 メール ファイル管理 その他給与・勤怠管理



SHANON CONNECT 
kintone コネクタ

株式会社シャノン

マーケティングオートメーションと相互データ
連携し、kintoneのデータを使ったマーケティ
ングを実現します。

24 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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電子契約
外部電子契約サービスと連携できます。

電子契約の DocuSignに自動連携するアプリ
です。取引先に対して契約書面を提示して、
電子サインや各データの入力を依頼すること
が可能です。

DocuSign連携アプリ
コントラクトマネジメント株式会社

電子契約のクラウドサインに自動連携する
アプリです。取引情報を元にPDF文書を自動
作成し、相手先の同意が取得できます。

コントラクトマネジメント株式会社

クラウドサイン連携アプリ

無料お試し 事例

保存された取引データを利用して、取引先への
情報提示と意思確認を行うアプリです。電子
契約として注文受付、検収確認を実現します。

コントラクトマネジメント株式会社

Easy電子契約

事例

Adobe Acrobat Sign
連携アプリ

コントラクトマネジメント株式会社

電子契約のAdobe Acrobat Signに自動連携
するアプリです。見積依頼に対する回答登録
や、注文書に対するサインを取得することがで
きます。

事例
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帳票・見積
電子契約
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kintone上での簡単な操作で帳票を自動作成
し、送信~契約締結~保管/管理まで一気通貫で
行うことができるサービスです。

freeeサイン
株式会社サイトビジット

契約手続きで手間と時間をかけていた「契約書
作成」「郵送」「捺印」「回収」「保管」等の一連の
プロセスをクラウドで効率化するソリューショ
ンです。

電子契約ソリューション
株式会社オプロ

紙で締結した書類とWeb完結型クラウド契約
サービス 「クラウドサイン」で締結した書類を合
わせて、kintone上で契約書を一元管理できる
サービスです。

クラウドサイン FILING
弁護士ドットコム株式会社

kintone上の顧客情報から自動で帳票作成を
行い、「クラウドサイン」での契約締結、保管・管
理までをシームレスに行うことが可能となる
サービスです。

クラウドサイン MAKE
弁護士ドットコム株式会社

無料お試し

「kintone」で管理している顧客データを元に
帳票を作成し、送信・署名・管理までをクラウド
上でシームレスに行うことが可能な連携プラグ
インです。

GMOサイン × RepotoneU Pro
連携プラグイン

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

電子契約のWAN-Signに自動連携するアプリ
です。取引先に対して契約書面を提示して、
電子サインを依頼することが可能です。

WAN-Sign 連携アプリ
コントラクトマネジメント株式会社

電子サインのAcrobat Signをプラグインで簡単
連携！ 電子契約の業務に合わせた運用が実現
できます。専門家が監修しているため、電子帳
簿保存法対応も安心です。

Adobe Acrobat Sign連携プラグイン
（電子契約ソリューション）

k&iソリューションズ株式会社

登録した文書ファイルに対して、認定タイム
スタンプを付与するアプリです。

タイムスタンプ付与アプリ
コントラクトマネジメント株式会社

無料お試し 事例

無料お試し 事例

26 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。

帳票・見積
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経費精算・会計・請求管理
経費精算システムや会計システムと

データ連携できます。

kintoneとマネーフォワード クラウドを連携す
ることで、営業管理から請求・決済・入金管理ま
で、一気通貫でシームレスな業務フローを実現
できます。

マネーフォワード クラウド 
for kintone

株式会社マネーフォワード

multibook for kintone
株式会社マルチブック

海外現地法人でご利用いただけるクラウド型
会計ソフトです。多言語、多通貨、複数帳簿に対
応し、税務申告など海外の固有要件にも対応、
しかも低価格です。

予実管理アプリパック
on kintone

株式会社アイティーフィット

既存のアプリから実績データを月別に集計し、
粗利率や目標差異・達成率を算出しクロス集計
表で参照できる「予実管理アプリパック on 
kintone」です。

サブスクリプション継続請求
管理アプリパック

株式会社アイティーフィット

サブスクリプションビジネスの販売管理を
kintoneで簡単にできる！ クラウドサービスの
ような継続的なビジネスの案件管理から請求
管理まで対応しています。
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財務会計、管理会計、販売管理、購買管理、在庫
管理、人事労務管理、給与管理、経費精算、固定
資産管理などを統合管理できるクラウドERP
です。

ツバイソERP
ツバイソ株式会社

無料お試し

無料お試し

Tsunagu for 奉行ｉ8/10 
- kintone Connect -

日本電通株式会社

奉行シリーズ＋kintoneでシゴトを変える。
kintoneと奉行シリーズを「つなぐ」ことで
柔軟性に富んだ基幹業務システムの構築を
実現します。

K-Apps 旅費交通費精算 
with 乗換案内Biz

株式会社アウトソーシングテクノロジー

出張申請・精算、業務交通費精算を行うアプリ
パッケージです。ジョルダン株式会社の「乗換
案内Biz」と連携し、経費精算業務をサポートし
ます。

金融機関と連携し、代金回収と入金管理が出
来ます。クレジットや口座振替など日本の商習
慣に合った決済で請求業務を自動化し、企業の
生産性向上を実現します。

請求管理ロボ
株式会社ROBOT PAYMENT

無料お試し 事例

銀行引き落とし業務を完全自動化し、回収業務
の回収率やスピードを大幅UP！ 自動で入金処
理が可能になります。

口座振替 for kintone
株式会社ビジネスソフト

商奉行/蔵奉行との連携を前提とした得意先の
管理アプリです。奉行では管理できない添付
ファイルや訪問履歴、複数の担当者情報等の
情報も管理できます。

奉行 for kintone
アリーナシステム株式会社

「Bill One」は、あらゆる請求書をオンラインで
受け取り、企業全体の請求書業務を加速するク
ラウド請求書受領サービスです。

Bill One
Sansan株式会社

28 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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ワークフロー
kintoneのワークフロー機能を

アップグレードや外部電子契約サービスと
連携することができます。 まるで紙のように直感的に操作できるワークフ

ロー。kintone連携ワークフローで圧倒的な導
入実績。

X-point Cloud
（エクスポイントクラウド）

株式会社エイトレッド

無料お試し

無料お試し

印鑑押印プロセス連携
プラグイン

株式会社ノベルワークス

kintoneのプロセス管理に連動して、電子印な
どの画像データを添付フィールドへ自動で添付
するkintoneプラグインです。テレワーク対応！

【統合型】ワークフロー
kintoneプラグイン&アプリ 

株式会社アイティーフィット

kintone上で動作する【統合型】ワークフロー
kintoneプラグイン&アプリです。

直感的な簡単操作でプログラミング不要。web
とExcelで誰にでもファストに作れる・みんなで
使えるwebワークフローです。

コラボフロー
株式会社コラボスタイル

無料お試し 事例
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kintone上でリッチなワークフローを実現。
コラボフロー連携プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

Smart at tools for kintone 
申請パック

M-SOLUTIONS株式会社

高度なワークフローを簡単に実現！ kintone
向け簡単設定ワークフローパック。

無料お試し

プロセス管理をもっと便利に！承認手続きをもっ
とスムーズに。次の作業者や任意のメールアド
レスに対して、詳細情報をメール通知できます。

プロセス管理 拡張プラグイン
コントラクトマネジメント株式会社

無料お試し

30 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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バーコード読取・在庫管理 
バーコードでkintoneにデータ入力したり、

在庫管理ができます。

企業データ管理システム　
Frontier~フロンティア~　

株式会社サンレックス

自社データのフロント部分を最大限に活用化さ
せるツールです。商品、顧客、従業員データ等、
企業価値となるデータを『Frontier』で引き出
します。

RAD版kintone基幹システム
（在庫、債権、債務、生産）

日本ラッド株式会社

長年培ってきた基幹システム提案、構築ノウハ
ウをフルに活かして、売上債権管理、仕入債務
管理、在庫管理、から生産管理までをkintone
基本システムで実現！

無料お試し 事例

i P h o n e用のバーコード実績収集アプリ。
kintoneと連携することで店舗での発注や
在庫管理システムを手軽に構築できます。

バーコード実績収集アプリ
「Pittaly」

ユーザックシステム株式会社

スマートフォンカメラ（Android）やハンディ
端末でバーコードを読取り、kintoneアプリ
にレコード追加または更新できます。検索表
示も可能。

「バーコードでPi ！ 」
kintoneプラグイン

株式会社アイティーフィット

無料お試し
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kintone開発効率化
kintoneの機能をアップグレードしたり、
高機能な画面を構築するなど自社の
用途に合った機能を追加できます。

gusuku Customine

有限会社
アールスリーインスティテュート

カスタマインはキントーンのカスタマイズをノーコードで実現
できるサービスです。専門的な知識は不要!業務アプリに追加
したい「こんな機能」を300種類以上の「やること」から選択す
るだけで簡単に追加できます。

キントーンのカスタマイズは
カスタマインがあればなんとかなる

カスタマインの使い方は簡単。ブラウザで「やること」と「条件」
を選んでいくだけ。設定できたら、ボタン1つでカスタマインが
あなたの代わりにプログラムを作ってキントーンにセットして
くれます。

ブラウザで設定するだけでカスタマインが
あなたの代わりにプログラミング

フリープラン：無期限で使えるお試しプラン
月額プラン：18,000円/月～
年額プラン：216,000円/年～

acustomer＠r3it.com　 ／　https://customine.gusuku.io/

800社を超えるキントーン仲間がカスタマインでカスタマイズ
を含めたシステム開発を内製化しています。カスタマインを使
えばいつでもスピーディにシステム開発できるようになり、あ
なたのDXがもっと加速します!

カスタマインを使うとキントーンの
内製化が進みDXが加速します

32 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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krewSheet
グレープシティ株式会社

Excel感覚で操作できる一覧を
カンタン作成

各案件の状況を編集したり、瞬時に状況を確認できるような視
認性向上の機能を設定しています。また検索パネルを活用し
てスムーズに案件を検索できます。

案件管理

年額 ¥275,000～/ドメイン
月額 ¥25,300～/ドメイン 100ユーザーまで
https://download.krew.grapecity.com/catalog/catalog_krew.pdf

グレープシティ株式会社 Enterprise Solutions事業部
https://krew.grapecity.com/contact/

予算の全体状況を1画面で確認しながら、科目単位の予算を登
録できます。

損益予算管理

krewDashboard
グレープシティ株式会社

グラフとピボットテーブルで複数アプリのデータを
ダッシュボードとしてリアルタイム表示。迅速な状況
確認や意思決定に役立ちます。

kintoneの一覧をプログラミングなしでExcelライク
に表示 /編集できるようにするプラグインです。
Excelと同等の機能で業務効率を改善します。

豊富なグラフとピボットテーブルにより
アプリデータを可視化

プラグイン設定画面により、直感的に高機能なピボットテーブ
ルやグラフを作成することができます。

誰でもカンタンに設定できるデザイナ

［スタンダードエディション］ 年額 ¥220,000～/ドメイン、月額 ¥22,000～/ドメイン
［シンプルエディション］年額 ¥132,000～/ドメイン、月額 ¥13,200～/ドメイン

グレープシティ株式会社 Enterprise Solutions事業部
https://krew.grapecity.com/contact/

予定と実績の状況をダッシュボードで管理することができま
す。進捗状況の把握が容易です。

予実管理
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無料お試し

グリッド、チャート、入力、ファイル出力等の機能
を持つHTML5/JavaScriptライブラリです。
Excelライクなグリッドやダッシュボードを作成
できます。

Wijmo（ウィジモ）
グレープシティ株式会社

ATTAZoo +（アッタゾープラス）は、kintone
で要望の高い機能、便利な機能を実装したプラ
グインセットです。面倒なコーディングは不
要、すぐに使えます。

ATTAZoo +
ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社

無料お試し 事例

ATTAZoo U（アッタゾーユー）は、kintone
アプリのデータが更新された時に、別アプリ
のデータを更新するプラグインです。

ATTAZoo U
ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社

無料お試し

gusuku Deploit
（グスク  ディプロイット）

アールスリーインスティテュート

kintoneアプリのバージョン管理、配布管理な
どのほか、プラグインによってkintone自体を
さらに便利にご活用頂けるサービスです。

無料お試し 事例

krewData
グレープシティ株式会社

複数のkintoneアプリにまたがるデータを自動で集計・加工で
きるため、kintoneを利用した業務の幅が広がります。

テキストテスケジュール実行とリアルタイム実行で
アプリ間のデータを自在に集計

スケジュールされたタイミング、アプリにレコードを追加したタ
イミングなど、業務シーンにあわせたさまざまなタイミングで集
計処理を自動実行できます。

さまざまなタイミングで集計処理を自動実行

［スケジュール実行］ 年額 ¥132,000～、月額 ¥13,200～（スケジュール数3個まで）
［リアルタイム実行］ 年額 ¥198,000～/ドメイン、月額 ¥19,800～/ドメイン（実行フロー数3個まで）

グレープシティ株式会社 Enterprise Solutions事業部
https://krew.grapecity.com/contact/

データ構造の異なる予算管理ア
プリと実績管理アプリを結合/集
計します。

予実管理

34 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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アプリのレコードを登録した際に、別アプリの特
定フィールドを同時に自動更新するプラグイン
です。

アプリ間更新プラグイン
株式会社ノベルワークス

無料お試し

アプリ一覧画面から、【複数レコードの一括コ
ピー（複製）】【特定のフィールドの値の一括更
新】【複数レコードの一括削除】が行えるプラグ
インです。

レコード一括操作プラグイン
株式会社ノベルワークス

無料お試し

指定された年月日から本日時点での年齢や
経過年月日を算出するプラグインです。

年齢算出プラグイン
株式会社ノベルワークス

無料お試し

無料お試し

添付ファイル一括ダウンロード
プラグイン

株式会社ノベルワークス

kintoneの添付ファイルフィールドに登録され
ているファイルを、一覧画面から一括でファイ
ルをリネームし、ダウンロードできるkintone
プラグインです。

選択した複数レコードを別アプリにコピーでき、
コピー時にも追加したいデータを入力すること
ができるプラグインです。

アプリ間コピープラグイン
株式会社ノベルワークス

無料お試し

エクセル・CSVでのデータインポート作業を一
覧画面からファイルドラッグで簡単にアプリに
データをインポートすることが可能なkintone
プラグインです

Excel読み込みプラグイン
株式会社ノベルワークス

無料お試し

サブテーブル内の更新キーフィールドを元に、
数値の集計・テーブル行数のカウントを行い別
アプリのレコードを更新するプラグインです。

サブテーブル集計プラグイン
株式会社ノベルワークス

無料お試し

無料お試し

関連レコード⇒サブテーブル
登録プラグイン

株式会社ノベルワークス

関連レコードに表示されているレコードを、指定
のアプリのサブテーブル内へフィールドデータ
をコピーするプラグインです。
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kintoneアプリのレコード一覧画面をリッチに
表示。

一覧拡張プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

kintoneアプリのレコード既読/未読がわかる！
情報の閲覧状態が一目瞭然。

既読チェックプラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

ワンクリックで任意フィールドの一覧をCSV出
力可能。

CSV出力設定プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

kintone上のファイル共有を見慣れた階層表示
で実現。

ファイル管理プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

標準の自動計算では出来ない、多彩な文字列
結合機能を実現。

文字列結合プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

ルックアップコピー先反映
プラグイン

M-SOLUTIONS株式会社

ルックアップコピー元のデータ更新内容を
コピー先の各アプリへ反映。

無料お試し 事例

Smart at tools for kintone 
CSV入出力

M-SOLUTIONS株式会社

指定日時でCSV自動入出力 基幹システム連携
も実現可能。添付ファイルのインポート、エクス
ポートも対応。

Smart at tools for kintone 
Excel入力

M-SOLUTIONS株式会社

計算式の入った複雑なExcelや複数シートも
kintoneに簡単データ取込。

無料お試し 事例

無料お試し 事例

36 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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kintoneレコード一覧画面に数値の集計項目を
表示。

集計プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

アクセスログを保存して、データの利用状況を
把握。

アクセスログ出力プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し

本プラグインは複数フィールドへの採番やレ
コードの登録状況に合わせた独自の採番ルー
ルでの自動採番、一覧からの一括自動採番が
できます。

自動採番プラグイン
株式会社ジョイゾー

無料お試し

無料お試し

本プラグインはkintone（キントーン）のフィー
ルドに対して条件に応じて必須や入力不可に
設定することができるプラグインです。

条件付き入力制御プラグイン
株式会社ジョイゾー

Smart at tools for kintone 
BI接続 

M-SOLUTIONS株式会社

kintoneデータを外部DBへ同期し自在にBI
接続。

検索窓を追加してkintoneのレコード検索の
手間を削減。

検索拡張プラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

無料お試し 事例

表示切り替えプラグイン
M-SOLUTIONS株式会社

表示する項目を絞り込んで入力時のユーザ
ビリティを向上。

無料お試し

ルックアップ自動取得
プラグイン

M-SOLUTIONS株式会社

ルックアップ情報取得時の一手間を解消。

無料お試し 事例
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kintoneアプリ上で手書きした内容を画像とし
てアプリに保存することができます。

手書きプラグイン
株式会社 ジョイゾー

無料お試し

無料お試し

再利用フィールド指定
プラグイン

株式会社ジョイゾー

レコードの再利用機能でレコードを作成する際
にコピー対象のフィールドを指定することがで
きるkintoneプラグインです。

ドロップダウン絞り込み
プラグイン

株式会社ジョイゾー

本プラグインはkintoneのアプリで複数のド
ロップダウンの選択肢を絞り込みながら選択を
することができるプラグインです。

無料お試し

無料お試し

テーブル編集ビュー
プラグイン

株式会社ジョイゾー

kintoneアプリの一覧画面から直接テーブル
の追加・編集・削除することができるプラグイ
ンです。

無料お試し

ルックアップコピー元登録
プラグイン

株式会社ジョイゾー

ルックアップ時にルックアップ元アプリに該当
レコードが存在しない時にその場で直接ルック
アップ元アプリにレコードを登録することが
できるプラグインです。

本プラグインはkintoneアプリの一覧で表示さ
れているレコードの指定フィールドの値を一括
で更新するプラグインです。

レコード一括更新プラグイン
株式会社ジョイゾー

無料お試し

kintoneに登録されているレコードデータを、
デジタルサイネージとしてお好きなデザインで
フルスクリーンに表示することができる  
kintoneのプラグインです。

フルスクリーンプラグイン
株式会社 ジョイゾー

無料お試し

kintone内の情報をExcelのように収集・計算
を行うことができるリアルタイム実行が可能な
シンプルBIサービス。

データコレクト
トヨクモ株式会社

無料お試し

38 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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詳細画面（編集画面）で、項目をタブで分けて
表示が可能になります。フィールド数が多いア
プリに適用することで、kintoneを使いやすく
します。

タブ表示プラグイン
株式会社日立ケーイーシステムズ

無料お試し

好評のタブ機能に加え、様々な便利機能を一つ
のプラグインのまとめました。これ一つでアプ
リが変わります！

タブ表示プラグインPro
株式会社日立ケーイーシステムズ

無料お試し

和暦変換・年齢表示ができます。簡単に一括変
換・再変換・計算でき、様々な表示、未来の元号
にも対応可能です。

和暦・年齢変換プラグイン
株式会社日立ケーイーシステムズ

無料お試し

検索窓を一覧画面に設置することで検索を
楽に行えるようにするプラグインです。複数の
検索条件で“AND”または“OR”検索ができます。

簡単検索プラグイン
株式会社日立ケーイーシステムズ

無料お試し

ルックアップ編集登録
プラグイン

株式会社日立ケーイーシステムズ

ルックアップでコピーしてきた編集できない
フィールドを、編集できるようにするプラグイン
です。

無料お試し

入力フィールドマスク
プラグイン

株式会社日立ケーイーシステムズ

制限をかけたまま更新が可能に！ 編集制限をか
けているフィールドに対し、特定ユーザーに編
集許可ができます。

関連レコードが集計できるようになるプラグイ
ンです。レコード数、集計値、最大値、最小値を
表示でき、再集計も簡単にできます。

関連レコード集計プラグイン
株式会社日立ケーイーシステムズ

テーブル行ごとに個別の初期値を設定するこ
とができます。1アプリにつきテーブル5つま
で、10列・20行まで初期値を設定できます。

テーブル設定プラグイン
株式会社日立ケーイーシステムズ

無料お試し

無料お試し

無料お試し
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無料お試し

KANBAN
（タスク管理プラグイン）

株式会社アーセス

kintoneのレコードをかんばん方式で表示す
るプラグインです。ドラッグ＆ドロップのシンプ
ルな操作で、ひとりでもチームでもタスクを見
える化し共有できます。

無料お試し

KOUTEI
（ガントチャートプラグイン）

株式会社アーセス

kintoneのサブテーブルをガントチャートで
表示する製品です。 ドラッグ＆ドロップの操作
でプロジェクトの管理をかんたんに実現でき
ます。

お客様が今お使いのExcelとkintoneデータ
ベースをつなぎ、データの検索・登録・更新が簡
単に連携プログラムを作成できるツールです。

Excel連携アドイン
ＮＣＳサポート＆サービス株式会社

無料お試し 事例

kintone上で使い勝手の良い、高機能な画面
の構築を実現します。

Ignite UI
インフラジスティックス・ジャパン株式会社

事例

kintoneのデータをiPad/iPhoneの地図上に
表示させ、顧客や施設の情報を地図から見る
ことができ、現場での作業を効率的に進めた
い企業様にご活用頂けます。 

カンタンマップ アプリ
あっとクリエーション株式会社

お好みのBI、帳票、ETL、DWH、IDEから、
ODBC/JDBC/ADOでkintone内のデータを
シームレスに連携するドライバー製品。

CData Drivers for kintone
CData Software Japan 合同会社

無料お試し

40 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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AI・IoT・RPA
AI・IoT・RPAのさまざまななサービスと

連携できます。

アットハブは様々なモノからログデータを集積
するIoTプラットフォームで、ICカードリーダや
バーコードリーダ、センサーなどのデータを活
用できる仕組みです。

アットハブ
中央システム株式会社

Coopelは、Webブラウザ、Excel、クラウドサー
ビスの操作自動化ができるRPAです。クラウド
型なので今すぐ利用開始頂けます。

Coopel（クーペル）
株式会社ディー・エヌ・エー

無料お試し

音声・テキスト解析AIプラット
フォーム「Repotti（レポッティ）」

株式会社インフォネット

Repotti（レポッティ）は、音声やテキストで入力
されたデータをAIが理解し、適切に「分類・変
換・登録」を行い、管理システムへデータを入力
します。

AI搭載型のセールス業務支援サービスです。
社内外のトップセールスマンの行動ノウハウに
基づき、営業活動の支援や、マネージャー業務
の手助けをします。

Deep Sales
株式会社サンレックス
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kintoneで、Pepper（ペッパー）を簡単にコント
ロールすることができるIoT連携サービス
です。

Smart at robo for Pepper
M-SOLUTIONS株式会社

カメラ画像から自動で人物の顔を検出し、年
齢・性別などを推定する属性推定システムで
す。商業施設やイベントホールなどで客層分析
ツールとして活用されています。

FieldAnalyst

日本電気株式会社
／NECソリューションイノベータ株式会社

kintoneに書類画像（jpeg、png、pdf）をドラッ
グ＆ドロップするだけで、デジタル化して、取り
込むことができます。

「Tegaki」連携プラグイン
株式会社ニッセイコム

手書き業務はそのままに、AI-OCRを利用して
kintoneへのデータ入力を効率化させるソ
リューションです。

手書き入力ソリューション
株式会社オプロ

世界シェアNo.1のRPAであるUiPathは、誰
でも自動化を実現する事が可能です。
kintoneとの連携でDX推進を加速させ、あな
たの「その仕事」をより楽にしてみませんか？

UiPath Platform
UiPath株式会社

無料お試し

ApeosPlus desola 
Technology by AI inside

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

帳票の取り込み・データの抽出/加工から各種
業務システムへの登録まで、データ入力業務全
体の効率化を支援するクラウドサービスです。

42 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。
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スマートフォン・タブレット活用
kintoneの機能を

スマートフォンやタブレット向けに
アップグレードすることができます。

kintoneと連携したモバイルアプリを、自社の
業務にあわせてノーコードで簡単に作成できま
す。iOS / Android / Windows 対応。

Unifinity
株式会社ユニフィニティー

無料お試し 事例

建物管理業、工事業、設備修理業・点検業向け
アプリDL不要、URLを送るだけで使えるかん
たん作業依頼・報告回収ツール。

Qosmos
BPM株式会社

無料お試し 事例

kintoneのデータをパソコンの地図上に表示さ
せることができます。 顧客や施設の情報、配送
先へのルートを地図で見ることで、 業務を効率
的に進めたい企業様にご活用頂けます。

カンタンマップ プラグイン
あっとクリエーション株式会社

スマホ、タブレット、ノートPC等のモバイル端末
から、kintone上の様々なアプリを操作できる
ビジネスモバイルアプリです。iOS / Android / 
Windows 10対応

AppsME
株式会社オプロ

無料お試し
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タブレット活用

その他給与・勤怠管理



Microsoft Azureの最先端動画配信技術を
搭載したSaaS型の動画配信プラットフォーム
です。

MediaPack
株式会社サイト・パブリス

無料お試し

44 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。

帳票・見積 AI・IoT・RPAワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 ID管理 外部サービス連携ツール在庫・バーコード kintone開発効率化 スマートフォン・
タブレット活用

その他給与・勤怠管理



ID管理・セキュリティ
IDの管理などセキュリティ保護のための

機能を追加できます。

k i n t o n eを提供するクラウド基盤である
「c y b o z u . co m」と人事マスタデータを自
動連携することで、kintoneでのユーザー
管理におけるムダな時間を削減します。

人事労務freee
freee株式会社

無料お試し

Smart at tools for kintone 
ユーザー・組織管理

M-SOLUTIONS株式会社

kintoneアプリ上でユーザー・組織・グループ
を管理、スケジュール実行も可能。

クラウド上で提供する I D管理サービス
（ I D a a S）です。

Extic
エクスジェン・ネットワークス株式会社

無料お試し

Arcstar Universal One Multi
-Cloud Connect for cybozu.com

NTTコミュニケーションズ株式会社

インターネットを経由せず、閉域網（VPN）で
kintoneに直結。kintoneへのアクセスやデー
タ連携に対するセキュリティ対策強化が可能
です。

無料お試し
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帳票・見積 AI・IoT・RPAワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 外部サービス連携ツール在庫・バーコード kintone開発効率化 ID管理・
セキュリティ

スマートフォン その他給与・勤怠管理



一覧個別指定プラグイン
株式会社ジョイゾー

本プラグインをインストールすることで、
kintoneアプリへの初回アクセス時に事前に設
定された内容に従ってユーザー／組織別に初
期表示する一覧を変更させることができます。

無料お試し

kintone、Office 365やboxなど、30以上の
クラウドへのSSOやアクセス制限をご提供、
セキュアなクラウド環境を実現します。

CloudGate UNO
株式会社インターナショナルシステムリサーチ

無料お試し 事例

kintone含め、様々なSaaSサービスとのシング
ルサインオン（SSO）連携、アクセス制御を実現
できます。

HENNGE One
HENNGE株式会社

無料お試し

国内登録者数No.１の企業向けシングルサイン
オンサービス（IDaaS）です。豊富なセキュリ
ティ機能・パスワードレス機能で、企業のクラウ
ド活用を後押しします。

GMOトラスト・ログイン
GMOグローバルサイン株式会社

46 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。

帳票・見積 AI・IoT・RPAワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 外部サービス連携ツール在庫・バーコード kintone開発効率化 ID管理・
セキュリティ

スマートフォン その他給与・勤怠管理



外部サービス連携ツール
多種多様な外部サービスと連携できます。

直感的なGUI操作でkintoneアプリケーション
と他システムのデータ項目を結び付けることが
でき、手軽に、素早く、データ連携を実現します。 

Qanat 2.0
ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社

無料お試し

kintoneアプリにプラグインすることにより、
kintoneの標準機能には無い地図連携を実現
できます。

カスタマーコンパス
サムライシステム株式会社

ASTERIA WARP Coreは、導入実績8300社を
超えるシェアNo.1データ連携ツールASTERIA 
WARPの機能を活かした、業務自動化を実現す
るBusiness Automation Platformです。

ASTERIA WARP Core
アステリア株式会社

無料お試し 事例

DataSpider Servista 
kintoneアダプタ

株式会社セゾン情報システムズ

「ノンプログラミング」で多種多様なシステムと
データをつなぐことができる2900社以上の導
入実績と顧客満足度No.1の高速処理データイ
ンテグレーションツール。

無料お試し

無料お試し 事例
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帳票・見積 AI・IoT・RPAワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 在庫・バーコード kintone開発効率化 外部サービス
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ID管理スマートフォン その他給与・勤怠管理



BizteX Connect は各種クラウドサービスを
ノーコードで簡単に接続し、自動化フローの作
成ができるアプリケーション連携プラットフォー
ムです。

BizteX Connect
BizteX株式会社

無料お試し

kintone詳細画面に地図を表示するプラグイ
ンです。

詳細マッププラグイン
あっとクリエーション株式会社

無料お試し

中小企業の業務・経営の効率最適化を考えて
作られたboardとkintoneを連携可能にするプ
ラグインです。

KAIZEN board　
株式会社キャップドゥ

無料お試し

DBHUB for kintone & 
Googleスプレッドシート

株式会社JVX

kintoneの一覧に表示されるデータとGoogle
スプレッドシートのデータを双方向に同期する
ことができます。

48 無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。

帳票・見積 AI・IoT・RPAワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 在庫・バーコード kintone開発効率化 外部サービス
連携ツール

ID管理スマートフォン その他給与・勤怠管理



給与・勤怠管理
外部の給与管理・勤怠管理ツールと

連携できます。

出退勤打刻がリアルタイムで把握できる、クラ
ウド型勤怠管理サービスです。

Focus U タイムレコーダー
キャップクラウド株式会社

無料お試し

人事労務担当者様が簡単に設定でき、直感的
な操作で従業員様にも使いやすい勤怠管理・
交通費精算クラウドです。ストレスフリーな管理
が実現できます。

kincone
株式会社ソウルウェア

無料お試し

有給休暇の自動付与機能をそなえ、全日・
半休や代休の申請が簡単手軽に始められる
kintoneベースのパッケージサービスです。

Focus U 休暇管理
キャップクラウド株式会社
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帳票・見積
給与・勤怠管理

ワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 スマートフォン ID管理 外部サービス連携ツール在庫・バーコード kintone開発効率化 AI・IoT・RPA その他



その他
その他、さまざまな連携サービスや
プラグインを用意しています。

従業員の入社から退職までの手続きに必要な
帳票がすべて一つになった電子化パックで、人
事業務のお悩みを解決します。

入退社手続き電子化パック
k&iソリューションズ株式会社

＠officeオフィス用品
購買システム

コクヨ株式会社

＠office（あっとオフィス）は、コクヨが運営する
オフィス用品の購買システムです。オフィス用
品のコスト削減とグリーン購入を強力サポート
します。

デジタル年賀状サービス
エンプラス for kintone

株式会社ソニックガーデン

はがきを使わずに、インターネット上のページと
して、年賀状や招待状、お礼状などをかんたん
に用意することが出来るサービスです。

無料お試し 事例

無料お試し

フロアマッププラグイン
サービス

あっとクリエーション株式会社

大規模商業施設にあるフロアマップのような地
図（図面）上に、PINを表示して、kintoneレコー
ドと連携できるプラグインです。

無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。50

帳票・見積
その他

ワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 スマートフォン ID管理 外部サービス連携ツール 給与・勤怠管理在庫・バーコード kintone開発効率化 AI・IoT・RPA



契約書条文をパーツとしてマスター管理し、契
約書PDFの作成工程を可視化します。取引条
件の選択により必要な条文の組合せを自動構
成します。

契約書作成アプリ
＋plus（プラス）

コントラクトマネジメント株式会社

マスターアプリに登録された契約書ひな型を
ベースに、契約書PDFを自動作成します。

契約書作成アプリ
コントラクトマネジメント株式会社
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帳票・見積
その他

ワークフロー営業・顧客管理 メール 電話 ファイル管理 スケジュール Webフォーム 経費精算・会計電子契約 スマートフォン ID管理 外部サービス連携ツール 給与・勤怠管理在庫・バーコード kintone開発効率化 AI・IoT・RPA



いいねボタンがつけられます ガントチャートを表示できます 条件によって、書式を設定できます

ガントチャートプラグイン 条件書式プラグインいいね！プラグイン

人気のプラグインサンプル

無償のプラグインサンプルを多数ご用意。
初心者向けのプログラミング学習支援コンテンツから、

APIドキュメント・JavaScriptサンプルプログラムなどの
技術情報を公開しています。

cybozu developer network
開発コミュニティサイト

https://cybozudev.zendesk.com/hc/ja

コミュニティの無料メンバー登録は

cybozu developer network

無料お試し・事例は kintone のホームページへ。詳しくは裏面をご確認ください。52



kintone連携サービスは、kintoneスタンダードコースでご利用いただけます。
連携サービスは別途ご契約いただく必要がございます。

サイボウズ株式会社
© Cybozu,Inc.

月額1,500円 / 1ユーザー（税抜）
（ 年額 17,640円 / 1ユーザー ）

30日間お試し無料 初期費用無料

ユーザー数×5GB搭載 5ユーザーから契約可能

Webサイトから
お問い合わせください

kintone 連携サービスをもっと詳しく知りたい方は QR コードはこちら

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/

無料お試しや
事例、動画も
公開しています

※サイボウズ、cybozu、kintone およびサイボウズのロゴマークはサイボウズ株式会社の登録商標または商標です。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含
まれていることがあります。  http://cybozu.co.jp/company/copyright/trade_mark.html 

KI-008-221030　本カタログの記載事項は変更になる場合がございます。 2022 年 10 月現在


