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248,000  
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IP  
IP  7,800  

8,580

SSO(SAML)  
SAML  7,800  

8,580

導入サポートパックは最大3カ月で下記の内容を含みます 
・運用設計のご相談（1時間×最大2回） 
・初期設定 
・電子取引情報の事務処理規程のご相談（1時間×最大2回） 
・外部の電子帳簿保存コンサルタントへのご相談（1時間×最大1回） 
※スキャナ保存制度に関するご相談は含んでおりません。

1 ⾒



14

invox  

 
 

  
AI OCR

  

 

  

 
⾒ 7 10

 
⾒

 



15

invox

15

invox A B C
 

 
 

 
 

 
PDF

 
AI OCR  AI OCR  

5

99.9% 99.9% 99.9%

 
 

 
 

 
EDI  

 
 

 
 

1,980 / 10,000 / 9,800 / 3,000 /  
5,000 /1

0
AI-OCR /

100 /  
37,500 / AI OCR / 70 /

10

ISMS ISO ISMS ISO ISMS ISO ISMS ISO

JIIMA  JIIMA  JIIMA  JIIMA  

 



16

   

 

⾒

✔  

 
https://invox.jp/storage/how_to_dencho_denshi

 

  

  

  4

  
✔  

  
✔ 

✔  invox ⾒  

✔  

https://invox.jp/storage/how_to_dencho_denshi


17

要件 invox電子帳簿保存での対応内容

入力期間の制限  事務処理マニュアルのテンプレートをご提供ご提供します。 
 事務処理マニュアルに従い期間内にスキャンおよび入力を行ってください。

見読可能装置の備え付け  14インチ以上のカラーディスプレイをご用意ください。

電子計算機処理システムの 
開発関係書類等の備付け

 マニュアルをご用意します。

検索機能の確保  検索機能に対応します。

画像に関する要件
 画像から解像度、カラー、大きさの情報を取得し、取得した値が要件を満た
さない場合や値が取得できない場合は警告メッセージを付与します。

入力者情報の確認
 アップロードしたスタッフ、書類毎の担当者、承認者を記録します。 
 運用に合わせて入力者を定義してください。

タイムスタンプの付与

タイムスタンプの付与が可能です（ベーシックプラン以上）。 
タイムスタンプの付与要件に代え下記でも対応可能です。 
 ・NTPサーバで時刻を同期しアップロード時刻を保持 
 ・訂正削除の履歴を記録

スキャン文書と帳簿との 
相互関連性の保持

 invox電子帳簿保存で書類に伝票IDを設定が可能です。業務に合わせて下記の
いずれかの方法で対応してください。 
 ①invox上で書類に対して伝票IDを設定する 
 ②伝票に書類IDを付与する 
 ③書類IDと伝票IDの対応表を作成する

整然・明瞭出力  画面での表示のほか、選択した書類の一括出力（pdf）に対応します。

ヴァージョン管理
 アップロードしたファイルは差し替えや更新は不可となっているためヴァー
ジョン管理は行いません。

invox ⾒  
 

お客様にてご対応いただくこと

14  

⾒

✔  invox ⾒  
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Q.JIIMA
invox電子帳簿保存にて「電子取引ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト法的認証」を取得しています。 
invox受取請求書、invox発行請求書でも同様の対応を行っておりますので安心してご利用ください。

Q.
横線一つをとってもー（長音）、-（半角ハイフン）、-（全角ハイフン）、―（ダッシュ）などさまざまあり、 
取引先をマスタ化しても表記揺れは防げず、名称だけでは綺麗に保つことができません。 
取引先マスタをキレイに保つために、追加の識別情報を入れたり、表記揺れを気にしながら取引先マスタから探す作業が発生すると、 
どんどん業務効率は悪くなります。上記の理由から、マスタは持たずに表記揺れが発生しにくい仕組み（文字の変換など）で対応しています。

Q.
ISMS  

 

Q.
10  
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https://invox.jp/storage/consultation  

invox  

https://youtu.be/3JcR0GAqSEk
https://invox.jp/storage/consultation


2020
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invox  
invox

導入サポートパック 
運用設計から初期設定、電子取引情報の事務処
理規程のご相談など3カ月間伴走して導入のサ
ポートをいたします。 
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https://invox.jp/document/invox_case.pdf

卸売業 組合・団体

テツタニ様 一般財団法人 日本塗料検査協会様
利用プラン：ミニマムプラン 
従業員数：52名

利用プラン：ミニマムプラン 
従業員数：55名

企業リスクコンサルティング事業

ディークエストホールディングス様
利用プラン：ミニマムプラン

https://invox.jp/document/invox_case.pdf
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種  類 作成 
受領

帳簿 

書類 

　　電子データ 
で保存　　紙で保存

棚卸表、貸借対照表、 
損益計算書、注文書、 
契約書、領収書、等

仕訳帳、現金出納帳、 
売掛金台帳、固定資産台帳 
売上帳、仕入帳、等

作成

作成

受領

取引に関して、受領又は
交付する注文書、契約書
その他これらに準ずる書
類に記載される事項

作成

受領

手書きで作成したものは 
電子データ保存は不可

Point 1.

Point 2.

課

課  
 

 
 

電子取引情報 

Point.

 Point.
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分　類

重要書類

一般書類 

資金や物の流れに直接・
連動する書類

資金や物の流れに直接・
連動しない書類

書類の名称
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発注管理システム
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インボイス制度 
スタート

電子取引情報保存 
義務化スタート
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4

 

3  
 

 
⾒  

 
 

 
 

20221031_( ) _110000.pdf 
 

 

 

ファイル 日付 金額 取引先 書類

 4

 
1.  
2.  
3.  
4.

1.タイムスタンプが付与された書類を受け取る

2.受け取ったファイルにタイムスタンプを付与する

.
⾒

 
2. ⾒  
3.

×

△

3.訂正削除の記録が残る／訂正削除ができないシステムを利用する
⾒  

4.訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付ける

×

○
⾒

⾒  
.
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（法人の例）

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

第１章　総則

（目的）
第１条　この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第７条に定
められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、○○において行った電子取引の取引情
報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

（適用範囲）
第２条　この規程は、○○の全ての役員及び従業員（契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同
じ。）に対して適用する。

（管理責任者）
第３条　この規程の管理責任者は、●●とする。

第２章　電子取引データの取扱い

（電子取引の範囲）
第４条　当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。
　一　ＥＤＩ取引
　二　電子メールを利用した請求書等の授受
　三　■■（クラウドサービス）を利用した請求書等の授受　
　四　・・・・・・
記載に当たってはその範囲を具体的に記載してください

（取引データの保存）
第５条　取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第６条に定めるデータに
ついては、保存サーバ内に△△年間保存する。

（対象となるデータ）
第６条　保存する取引関係情報は以下のとおりとする。
　一　見積依頼情報
二　見積回答情報
三　確定注文情報
四　注文請け情報
五　納品情報
六　支払情報
七　▲▲

（運用体制）
第７条　保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。
　一　管理責任者　○○部△△課　課長　ＸＸＸＸ
　二　処理責任者　○○部△△課　係長　ＸＸＸＸ

（訂正削除の原則禁止）
第８条　保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

（訂正削除を行う場合）
第９条　業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理責任者は「取引情
報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。
　一　申請日
　二　取引伝票番号
　三　取引件名
　四　取引先名
　五　訂正・削除日付
　六　訂正・削除内容
　七　訂正・削除理由
　八　処理担当者名
２　管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。
３　管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。
４　処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付
すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。
５　「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行える
よう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。

附則

（施行）
第10条　この規程は、令和○年○月○日から施行する。

①規程の管理責任者

②電子取引の範囲

④対象のデータ

③保存期間

⑤管理責任者・処理責任者

⑥訂正・削除の確認方法 
履歴の残し方

 ( https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/ - .htm )

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
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