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請求QUICK クレカ決済とは

企業間の請求をメールで簡単にクレジットカード決済できるサービスです。

請求QUICKから簡単にクレカ決済付き請求書メールが送付できます
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面倒な振込手続き不要のオンライン決済システム

取引先

お取引先

クレジットカード決済

請求書作成・メール送付

請求QUICK
ご利用企業

クレジット決済機能

請求メールを送ったらすぐに決済。請求QUICKの画面から決済状況が確認できます。
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クレカ決済の基本機能

①クレジットカード5ブランド標準対応

②入金確認・キャンセル・消込

➂24時間365日のカスタマーサポート
事業者様またはお客様向けにコールセンターを用意しており、
専門スタッフがトラブルや不安を解消いたします。

請求QUICKの管理画面から各種処理が実行できます。

請求QUICKのお申し込みとセットとなっているため、手続きがとても簡単です。
※利用可能ブランドはカード会社の審査結果によって異なります。
※企業間での取引（法人 または 個人事業主 への請求）の場合にのみ、ご利用可能です。

決済手数料

1.95%（+税） 2.5%（+税）

電話窓口



請求QUICK クレカ決済

導入までの流れ
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クレカ決済 導入までの流れ

請求QUICK
継続利用のお申込み 二次審査 設定完了 クレカ機能オンへ

利用開始

最短2日

一次審査

最短１日

VISA/Masterの審査通過後、
クレカ機能ご利用可能な状態
で先行設定します。
他ブランドは審査通過後に
随時設定します。

審査期間の目安

VISA/Master
⇒2日

JCB/AMEX/Diners
⇒6日～2週間

管理画面よりオンにすることで、
請求書にクレジットカード支払い
の追加が可能になります。

決済代行会社で申請内容の
一次審査をいたします。

請求QUICKを
無料ではじめる
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クレカ決済機能のON／OFF設定

☜クレカ決済機能はON／OFF設定できます
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さらに、発行請求書毎にON／OFF選択ができます

発行する請求書毎にクレカ決済機能のON／OFF選択ができます
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お取引先のクレジットカード決済画面

お取引先は請求書を確認しながら、カード情報を入力して決済完了

初めてのクレジット決済時 2回目以降（カード登録をした場合）
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決済状況の確認

請求QUICKの画面から、お取引先の決済状況が確認できます



請求QUICK クレカ決済

クレカ決済機能ご利用料金
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クレカ決済のご利用料金

※ 継続利用のお申し込み時に行われるクレジットカードの加盟店審査等の結果によっては、「クレジットカード請求」をご利用いただけない場合もございます。
※ 月3回締め3回払いは、10日締めの10日後払、20日締めの末日払い、末日締めの10日後払いとなります。
※ 4月・10月・12月の末締め支払日は、翌月15日となります。
※ 入金日が土・日・祝日・年末年始などの銀行営業日外の場合、翌営業日の振込となります。
※ 振込手数料は、株式会社ゼウス（決済代行会社）負担でお振込みいたします。
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クレカ決済機能 よくあるご質問

個人事業主でも利用できますか？Q

A できません。請求QUICKは法人の方

のみご利用いただけます。

A

クレカ決済の機能はBtoC取引も

対象ですか？Q

対象外です。クレジットカード決済

機能は、BtoB取引でのみご利用い

ただける機能となっております。

A

クレカ決済機能の申込方法は？Q

まず、請求QUICKの「無料ではじめ

る」ボタンからお申込みいただきま

す。アカウント発行後、請求QUICK

ログイン後の画面から「継続利用の

お申し込み」いただいた後に、クレ

ジットカード決済機能を利用するこ

とができます※

A

クレカ決済の機能を使用するため

の導入費用はかかりますか？Q
無料です。クレジットカード決済の

機能（クレジットカード請求）の初

期費用・月額費用は無料です。

クレカ決済の審査はどれくらいの

期間がかかりますか？Q

A 審査期間はカードブランドによって

異なります

《審査期間の目安》

VISA・Mastercard＝2日

JCB・AMEX・Diners＝6日～2週間

クレカ決済された請求書の売上代

金はいつ入金されますか？Q

A 3回締め、3回払い※でお振込みさせ

ていただきます

※3回締め、3回払いは、10日締めの10日後払い、20日締め
の末日払い、末日締めの10日後払いとなります。
※4月・10月・12月の末締め支払日は、翌月15日となります。
※入金日が土・日・祝日・年末年始などの銀行営業日外の
場合、翌営業日の振込となります。

※継続利用のお申し込み時に行われるクレジットカードの
加盟店審査等の結果によっては、クレジットカード決済の
機能はご利用いただけない場合もございます。審査等の結
果によらず、請求QUICKは引き続きご利用いただけます。

請求書を受け取った取引先が個人カ

ードで決済することはできますか？Q

A はい。

お取引先は、法人カードでも個人

カードでもご利用いただくことが

できます。



クレカ決済機能だけじゃない

請求書の発行から入金消込・仕訳までまるごと管理できる

請求QUICKの機能紹介



経理サービスで培った「経理実務のノウハウ」をぎゅっと詰め込んだサービスです。
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入金消込
（自動/手動）

仕訳 会計
請求書

作成・承認・発行

クレカ決済
銀行振込

請求書受取

データ連携 データ連携

請求書
（早期資金化買取）

取引

請求書発行側

請求書受取側

請求QUICKとは

請求QUICKは、請求書の作成・発行から入金・仕訳までの経理業務を効率化する機能が揃った、

無料ではじめられるクラウド型請求書管理システムです。
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請求書買い取り セミナーで導入をフォロークレカ決済を標準搭載

口座情報自動取得 自動入金消込

入金情報を元にして

自動で消し込み！

業界最安クラス

請求書発行が

月50枚まで無料！

※2022年夏ごろサービス提供開始予定

簡単にクレカ決済を導入！ 請求QUICKで作った請求書を

最短2営業日で資金化！

インターネットバンキングと自動接続いたします。

銀行口座の入出金明細を

リアルタイムに取得可能！

多彩な発行方法を提供

業界最安値水準の手数料

無料でも安心の導入サポート！

毎月開催のWebセミナーで、使い方をマスターできます。

発行した請求書以外で入金があった場合も
入金データを元に、請求QUICKに登録可能です。

請求QUICKの強み
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請求QUICKを活用すれば、低コストで大幅な業務改善を実現できます。

業務 導入前

請求書の作成 各自の書式でバラバラに作成

確認・承認方法 印刷し回覧後捺印

請求書の郵送 請求書を印刷、封入

作業の進捗確認 口頭、メール

通帳記帳 通帳記帳、ネットで明細取得

入金確認 入金確認後、目視で突合

督促業務 営業担当者が個別に対応

振込 現金、振込

売上入金仕訳の作成 入金確認をして作成

会計ソフトへの入力 手作業で仕訳入力

導入後

全社で同一の書式、内容、文言で作成

電子申請、承認、押印

メールで取引先へ自動送付、郵送代行

関係者でリアルタイムに進捗を確認

ワンクリックで口座の情報を瞬時に確認

自動で突合

お客様ごとにカスタムした文面を自動で送信

現金、振込のほかにクレカ決済も

システムで自動作成

仕訳データを出力、一括取込み

請求QUICKを導入するメリット



手作業で仕訳１件ずつ目視で消込
入金確認で出社

支払催促
封入・送付作業印刷・押印
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請求QUICKで業務プロセスの短縮と効率化、手作業によるミスを防ぐことが可能です。

エクセル等で請求書を

作成して申請・承認

請求QUICKひとつでスッキリ解決！

従

来

導

入

後

✔仕訳自動作成
✔会計システム連携

✔ワンクリック
自動入金消込

仕訳消込回収送付発行作成

✔Web発行
（印刷・押印不要）

✔ Web上で作成

（申請・承認）

✔クレカ決済
✔請求書買取
✔催促メール

✔自動送信予約
✔郵送代行

仕訳消込回収送付発行作成

従来の請求QUICK導入後の違い



請求書作成者・承認者機能

経理担当者・システム担当者機能
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作成予約 送付予約 メール通知 印影表示

商品(内訳)登録 多段階承認 メモ機能 ダウンロード可否確認

複写機能 郵送代行 作成スケジュール設定 ステータス共有・管理

作成しながらマスタ登録 自動入金消込 請求情報取込・出力 ダウンロードURL

インボイス制度対応 電子帳簿保存法対応 消費税区分設定 プロジェクト管理

任意項目設定 各種帳票出力 ログ情報管理 仕訳データ作成

マスター取込・出力 支払サイト設定 多要素認証 カード決済

権限登録 承認経路設定 メールドメイン設定 口座自動連携

機能一覧
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Web上で請求書を作成しながらマスタ設定。作成予約機能で入力工数を大幅削減。

事前にマスタ登録を行わずに、請求書を作成しながらマスタ登録が可能です。

定常的に発生する取引には、作成予約機能を使い作成時間をゼロにできます。

CSV取り込み機能で、複数の請求書を一括作成できます。
定常的な請求は

請求書の作成予約が可能

数ヶ月先の

請求スケジュールも

見やすく一覧表示

複雑な税計算にも対応

請求書の作成画面から

取引先をマスタ登録可能

請求書作成



多彩な発行方法
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印刷して郵送、PDF添付メール、リンクメール、郵送代行等お取引先様に合わせて発行ができます。

請求書の送付を電子化して実費費用を0円に。コストを削減しながら発行業務を効率化できます。

請求QUICKからワンクリックでお客様への請求書を郵送代行いたします。

送付予約機能であらかじめ決められた日時に自動で請求書を送付できます。

郵送代行

リンク付きメール

メール添付配信

印刷して郵送

請求書 取引先

※クレカ決済はリンク付きメールで送ります
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入金確認

インターネットバンキングと自動接続。入金確認や督促業務も格段に軽減されます。

お使いの金融機関の入出金明細をリアルタイムに取得可能。取得の手間が大幅に削減されます。

「入金消込のアシスト機能」で手間のかかる入金確認も自動化。消込作業を90％削減。

督促連絡も請求QUICKから送ることができます。督促状況を関係者で共有しスムーズな資金回収を実現。

入金情報共有

督促メール配信

明細自動取得

API連携

消込アシスト機能で消込

入出金データ銀行

取引先

社内関係者



仕訳入力や消込作業など経理の事務負担が格段に軽減されます。

お使いの会計ソフトに合わせて「仕訳データ」を出力できます。

必要な情報を必要な形式に出力できるマッピング機能で複数の出力形式を管理できます。

仕訳パターン登録を使えば誰でも同じ仕訳を作成可能です。属人的になりがちな仕訳も統一できます。

【主な会計ソフト対応実績】

勘定奉行／ PCA会計／弥生会計／OBIC7／SAP／GLOVIA／財務応援／財務大将／TKC FX4／コム会計／Oracle／IBM AS/400／Sun Systems／Microsoft Dynamics AX
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仕訳データ出力

CSV取込CSV出力

仕訳データ 各種会計ソフト
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電子帳簿保存法対応とインボイス制度対応

請求書発行側の要件を満たして、法令にしっかり対応いたします。

目まぐるしい法令改正にも適宜対応。

電子帳簿保存法の基準に対応し、請求QUICKで作成して送付した書類の控え保存と検索ができます。

令和5年10月施行のインボイス制度にも対応した消費税計算が可能です。

2021年10月1日

2022年1月1日

2023年3月31日

インボイス
制度開始

2023年10月1日

改正法の施行 電子取引データの

電子保存が義務化

2024年1月1日

適格請求書発行事業者

登録受付開始
適格請求書発行事業者

登録申請期限

インボイス制度

請求QUICKで

どちらも
対応可能!

改正電帳法



24

取引先

クレジットカード請求（クレカ決済）

VISA/Mastercard 1.95%(＋税)0円

初期費用/月額費用

JCB/AMEX/DINERS 2.50%(＋税)

BtoB取引でクレジットカード決済が可能に。決済手数料は業界最安値です。

請求QUICKに標準搭載。もちろん初期費用、月額料金は0円。売上処理料も0円。

消込作業もシステム連携。クレジット売上明細を自動取得し、請求QUICKに反映。

取引先単位で発行時の支払方法が設定でき、さらに請求書発行時にもON/OFF選択可能。

クレジットカード決済手数料

業界
最安値
水準!

請求書送付 取引先 クレジットカード決済

請求書作成
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入金QUICK（請求書買取）

発行した請求書を最短2営業日で資金化。2社間取引のため取引先への通知は不要です。

請求QUICK上から買取申請が可能。もちろん初期費用、月額利用料は0円です。

取引先様への債権譲渡通知も、お支払い口座の変更も必要ありません。

手数料は業界最安値水準の0.5％～4.0％！(買取申請受付日から買取対象の請求書の支払期限までの日数が30日までの手数料率です。)

業界
最安値
水準!



ご利用料金
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ご利用料金

請求QUICKの料金はとってもシンプル。初期費用0円・月額0円ではじめられます。

初期費用は

かかりません！

最大
3ヶ月 無料

基本料金

月額0円

ユーザー

請求書の発行枚数

インターネットバンキングの
明細取得

5人まで

月50枚まで

30回まで

※1口座ごとに1カウント

＋オプション 郵送代行 1通ごとに200円

従 量

1ユーザーごとに

1枚ごとに

30回ごとに

月額500円

30円

300円

※料金は全て税抜価格です。

※継続利用のお申し込み後にご利用いただける「クレジットカード請求」・「請求書買取」については、ご利用時に手数料がかかります。

クレジットカード請求も、請求書買取も、業界最安値水準の手数料でご提供します。



【運用編2】 入金消込~仕訳
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請求QUICKご利用の流れ

3ヶ月でバッチリ導入！無料のWebセミナーで、基本設定から入金消込・仕訳まで、使い方をサポートします。

※クレジットカード請求・請求書買取をご利用の場合は、継続利用のお手続きを行ってください。

ヶ月目以降ご利用開始前 1ヶ月目 3月目2ヶ月目 3ヶ月目 3ヶ月目以降

請求書の作成から承認・発行、入金消込や仕訳まで

請求QUICKのすべての基本機能をお使いいただけます。※

本格運用

Webセミナーは

何度でも見直し可能！

その他にもWebマニュアルや

電話・メールでのサポートも

ご利用いただけます。

基本的な設定から

請求書発行までをサポート!

Webセミナー運用編①

入金消込から

会計仕訳まで完璧に!

Webセミナー運用編②

導入する前に

サービス概要がわかる!

Webセミナー概要編

毎月2回

開催

毎月1回

開催

毎月1回

開催

申込
継続利用

の申込



無料でも充実のサポートをご用意しております。

充実のサポート

請求QUICKのサポートサイトでは、シチュ

エーションごとの綿密なマニュアルをご用意

しています。

無料期間から、経験豊富なスタッフによる電

話・メールでのサポートを受けることができ

ます。継続利用のお申し込み後、クレジット

カード請求をご利用の場合は、取引先さまへ

のご支援も承ります。

基本設定、請求書作成・承認・発行から入金

消込・仕訳まで、請求QUICK導入に関する

Webセミナーを実施しています。

経験豊富なスタッフによるサポートWebマニュアル Webセミナー
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請求QUICKは無料ではじめられます。
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無料お申し込みのご案内

無料ではじめる

かんたんお申し込みでご利用スタート！

・・・
さらに最大3ヶ月の間、

何枚請求書を発行しても、有料課金アカウントが何人でも、入金明細取得も回数制限なしで無料でつかえます！

https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/trial/

月額0円
から！

※アカウントが発行された日から、その翌々月末日まで無料。郵送代行・クレジットカード請求・請求書買取をご利用の場合は、ご利用時に別途料金が発生いたします。

※クレジットカード請求・請求書買取は、継続利用のお申し込み後ご利用いただけます。

※請求書買取は、2022年夏ごろサービス開始予定です。

https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/trial/
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請求書発行システム導入を検討している、

入金消込に課題があるなどお悩みをお持ちの企業さまに

請求QUICKで何ができるのか？をご紹介いたします。

Webセミナーのご案内

参加申し込み

まずはWebセミナーにご参加ください！

https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/seminar/

毎月開催！

参加申込
受付中

https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/seminar/


よくあるご質問
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バージョンアップ、メンテナンス

はどのようにおこないますか？Q

A ソフトウェアのバージョンアップ・

メンテナンスは当社にて実施し自動

更新となります。

A

導入後のサポート体制は

どのようになりますか？Q

操作についてのお問合せなどは、サ

ポートスタッフがメールと電話にて

丁寧に対応させていただきます。サ

ポート費用は月額料金に含まれてお

ります。（平日9：00～17：45）

A

過去の請求書は複写できますか？Q
可能です。複写のほか自動作成予約

をしておくことで、決まった営業日

に自動で請求書を作成。作業を効率

化することができます。

A

クレカ利用のコントロールは

できますか？Q
可能です。クレカ決済のオン/オフ

は管理画面よりコントロールができ

ます。

A 閲覧権限、作成権限、承認権限、マ

スターの管理ができる管理者権限、

オプション申込ができるオーナー権

限がございます。

各種権限については機能別により詳

細な設定も可能です。

どのような権限がありますか？Q

A CSV形式や、Excelのデータ出力機

能がございます。集計等をする際に

ご活用ください。

Excelなどでデータを

出力できますか？Q

A

無料期間はどのように

決められていますか？Q
アカウントが発行された日から、そ

の翌々月末日まで無料。期間内であ

れば継続利用のお申し込み後も適用

されます。

無料期間後も使い続けたいのです

がどうしたらよいですか？Q

A 請求QUICKにログイン後、無料期

間終了に関するバナーに「継続利用

のお申し込み」ボタンがございます

のでそちらからお申し込みください。

請求書のレイアウト選択はできま

すか？Q

A 印影を重ねる、折り目マークをつけ

る、自社情報の配置（右揃え・左揃

え）を選択することができます。



会社案内



当社はSBIグループのノウハウを生かし、最新のIT技術やFinTechを活用してバックオフィス業務の側面から

お客様の支援を行うことで、お客様の健全な発展と事業継続に貢献することを目指して事業を展開しております。

※その他のサービスやサービス詳細については当社HPをご覧ください⇒ https://www.sbi-bs.co.jp

バックオフィスの未来を拓く
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社内のあらゆる書類を電子承認のフローに乗せる

ことができます。企業のスピーディな意思決定と、

ペーパーレス化に貢献します。

稟議回覧システム「承認Time」

総務人事業務支援クラウドサービス

社員の出退勤記録や休暇の取得記録、シフト管

理などの勤怠管理業務を、Web上で完結できる

クラウドサービスです。

勤怠管理システム「勤怠Reco」

経理業務支援クラウドサービス経理業務支援クラウドサービス

経費精算システム「経費BankⅡ」

スマートフォンから経費の申請・承認が可能。

「使いやすさ」にこだわった画面設計で誰でも

直感的に使えます。

MoneyLook（法人版）

Web上に散在する金融情報をまとめて管理・取

得！会計システムや資産管理システムと連携する

Fintechサービスです。

請求書発行システム「請求QUICK 」

請求書の作成、発行、送付から入金消込、仕訳連

携まで、経理の方の業務効率化ツールとしてご活

用いただけます。

OBC奉行シリーズ

弊社では「勘定奉行」でおなじみの奉行シリー

ズの販売を承っております。お気軽にお問合せ

ください。

https://www.sbi-bs.co.jp/


会社名 SBIビジネス・ソリューションズ株式会社

所在地 〒106-6013

東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

TEL 03-6229-0809 FAX 03-3589-7962

代表者 代表取締役 夏川 雅貴

資本金 資本金 3億5000万円（資本準備金等含む）

設立 1989年9月

主要株主 SBIグループ100%

会社概要
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https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/

公式サイト


