
■お問い合せは

50－08

■サービス提供元

①各プランは年間の発行枚数を目安にお選びください。毎月の発行枚数に増減があっても、月額サービス料金が変動することは
　ありません。前年の発行枚数に基づき翌年のプランを更新いただきます。
　ただし、次年度までに発行枚数が大幅に超過している場合は、更新前にご契約を変更いただく場合があります。

②ご契約月の翌々月1日からご利用料金が発生します。それまでは試用期間としてご利用いただけます。

③サービスは24時間365日（メンテナンス時間は除く）、問い合わせの受付は平日の9:00から17:00となっております。

④年間120,000枚以上のご利用については、別途ご相談ください。

東京：

あなたの満足が私たち名人の誇りです

TEL 03-6661-1210 大阪：TEL 06-6228-1383
https://www.usknet.com/      meijin@usknet.co.jp

ご利用料金（月額）

年間24,000枚までの
Liteプラン

10,000円～
今お使いの

基幹システムとの

データ連携
OK!

帳票発行の
端末台数

制限なし

伝票・帳票発行もクラウドで伝票・帳票発行もクラウドで

25,000本超の伝発名人が クラウドサービスでさらに使いやすく導入実績

■ご利用プランと価格（税別）

●記載の情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は当社Webサイトをご覧ください。

Internet Explorer11/10
Edge, Chrome※, FireFox※　※アドイン必要

ブラウザ

Windows 10 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows 8.1 Pro/Enterprise（32bit/64bit）

動作OS

Lite
ライト

Standard
スタンダード

Enterprise
エンタープライズ

年間 24,000枚まで 年間 60,000枚まで 年間 120,000枚まで

月額 10,000円 月額 20,000円 月額 30,000円

上記OSに対応したプリンタ
複写用紙の場合は複写紙用ドットインパクトプリンタが必要です。
（水平給紙／排出プリンタ推奨）

プリンタ

■動作環境

100,000円

1アカウント

Standardをご利用の場合
年間60,000枚までご利用いただけます。
月換算の5,000枚を超える月があっても
月額利用料は変動しません。

契約の翌々月1日からご利用料金が発生します
2月に契約した場合、翌々月の4月1日よりサービスご利用料金が発生します。
更新は翌年の3月末までです。1年間のご利用枚数に応じて翌年のプランが確定します。

アカウント数の制限なし

https://www.usknet.com/
services/denpatsu_cloud/
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● 伝発名人クラウドの概要 ● このような企業にオススメ

● 伝発名人クラウドの特長

❶ご利用料金（月額）10,000円からの低価格を実現

● 伝発名人の使いやすさもそのまま

伝票・帳票発行クラウドサービス

発行用データアップロード
（利用者端末からの指示）

基幹システム／ファイルサーバ 管理者端末 利用者端末

●伝票や帳票発行に必要な
　データを準備します。
　（固定長またはCSV）

●納品書や請求書発行用など
　複数のデータを扱えます。

●利用者のアカウント管理や発行
　状況を把握できます。

●管理者用ライセンスは各プラン
　に1つ利用できます。

●利用者端末としても利用できま
　す。

●発行用データのアップロードを指示
　します

●伝票や帳票を発行します。
　（利用台数の制限はありません）

●帳票フォーマット設定なども
　利用者端末からおこなえます。

伝票・帳票発行 伝票・帳票発行

クラウドサービスなので、サーバの購入やシステム構築など大きな初期投資の必要はありません。
発行枚数が年間24,000枚以内のLiteプランであれば、サービスご利用料金は、月々わずか10,000円
です。

従来のパッケージ導入型は利用する端末ごとにライセンス費用が必要でしたが、伝発名人クラウド
なら、利用台数の制限はありません。いつでも利用者のアカウントを追加でき、何台でも同時にご利用
いただけます。

伝発名人クラウドサービスは、基幹システムから伝票や帳票の発行データを受け取り、あらかじめ
レイアウト登録した帳票に印刷します。基幹システムのデータレイアウトに合わせた設定が、いくつでも
行えます。

PDF出力ソフトやメール自動化ツール「Autoメール名人」などとの組み合わせが必要

伝票発行する拠点は多いが、一拠点あたりの発行枚数は少ない
ため、伝票発行ソフトを全拠点に導入できなかった。

コストを抑えて多拠点で伝票発行
発行枚数に応じて月々の料金が変動するのではなく、年間を
通じて一定の料金で利用したい。

月々の経費を一定にしたい

サーバを含め情報システムの維持コストを減らしたい。
BCP対策も考慮し、帳票発行もクラウド化したい。

情報システムは全てクラウド化

全利用者の発行枚数を把握することができ、契約更新時の利用料金
の把握に役立ちます。利用者のアカウント管理なども行えます。

管理者用ダッシュボード
条件設定をおこない、
必要な伝票や帳票を
バッチ発行できます。
プレビューも可能。

発行画面

様々な書式の伝票 ・ 帳票のフォーマットを設定できます。
罫線や画像、バーコード印字も可能です。

帳票フォーマット設定

働き方改革の一環でテレワークを進めており、伝票発行も
電子化し、配信サービスを利用して取引先に送信したい。

帳票を電子化し配信サービスと連携

❷発行する端末台数の制限はありません。何台使ってもOK！

❸基幹システムとも柔軟に連携できます

アカウント管理
その他各種管理
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