
個人向け

はじめての確定申告も

ラクラク安心！

法人の方は マネーフォワードクラウド会計 をご覧ください

https://biz.moneyforward.com/accounting
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マネーフォワード  クラウド確定申告に満足していますか？ マネーフォワード  クラウド確定申告を引き続き使いたいですか？

毎月の確定申告業務に充てる時間を

約6分の1に短縮

平均 約18時間 平均 約3時間

マネーフォワードを使っていない

場合の平均準備時間

マネーフォワードユーザーの

平均準備時間

84％

16％

88％

12％
■満足している／

　やや満足している

■満足していない／

　あまり満足していない

■とてもそう思う／

　ややそう思う

■そう思わない／

　あまりそう思わない

※　2019年9月「「マネーフォワード  クラウド会計・確定申告」のサービス利用に関するアンケート」のインターネット調査結果より

マネーフォワード クラウド確定申告の満足度
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よくある確定申告業務の課題

難しいうえに時間もコストもかかる。本来やるべき他の業務に着手できない …

3

税理士とのデータ共有に

手間がかかる

バージョンアップが

面倒・費用がかかる

入力が大変で

時間がかかる

別のPCから

データが見られない
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クラウド確定申告ソフトの特徴

会計にかかわる作業時間を大幅削減！会計業務効率化により生産性の向上にもつながります

4

リアルタイムに

データ共有が可能

法令改正も

無料で対応

自動化によって

作業効率を大幅に改善

ネットにつながれば

端末問わず利用可能
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高い技術力、強固なセキュリティ、万全のサポート体制で
クラウド会計ソフトの中でも非常に高い評価を受けています

5

明細データ取得・勘定科目の仕訳入

力・バージョンアップ等あらゆる機能

を徹底的に自動化

自動化

マイナンバーカードとICカード読み取

り対応のスマホをお持ちの方は、申

告書の提出が可能になります 

スマホで申告

金融機関と同レベルのセキュリティで

皆さまのデータをお守りいたします

セキュリティ

1

マネーフォワード クラウド確定申告の強み

2 3
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マネーフォワード クラウド確定申告の強み「自動化」

・銀行やクレジットカードの取引明細データを自動で取得
・取得した取引明細に対応する勘定科目を自動で提案
・さらに一度確定した内容を自動で学習

自動取得 自動学習自動仕訳

マネーフォワード クラウド確定申告上で金融関連
サービスと連携し、取引明細などの情報を取得し
ます。

自動取得した取引明細を一覧化し、それぞれに
対応する勘定科目を取引明細ごとに提案します。

仕訳ルールは登録するほど学習され、自動仕訳
の精度が向上します。

取得した取引明細をマネーフォワード クラウド確定申告上で

自動的に一覧化して表示

登録された認証情報を

利用して定期的に取引明細を

自動取得 取引明細から推測し、

勘定科目を自動提案

金融関連サービスの

公式サイト

マネーフォワード  クラ

ウド確定申告上で金

融関連サービスと連

携登録

登録ボタン
を押すだけ

正しい
仕訳ルール

を登録

勘定科目が
正しくない

場合

勘定科目が
正しい場合

正しい
勘定科目を

提案

次回
以降
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マネーフォワード クラウド確定申告の強み「スマホで申告」

スマホひとつで確定申告ができるようになりました

マイナンバーカードとICカード読み取り

対応のスマートフォンをお持ちの方は、

ご自宅から申告書の提出が可能になり

ます。

申告書の提出 カンタン申告書作成 仕訳入力をラクに

複雑な確定申告書の作成も、スマホで
カンタンに作成することが可能となりま
した。

銀行やクレジットカードとの連携で取得
した明細からの仕訳入力はもちろん、
家計簿アプリ「マネーフォワード ME」と
の連携で家計簿データを利用した入力
も可能です。
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マネーフォワード クラウド確定申告の強み「サポート」

チャットサポート満足度95% 

チャット、メールでのサポートをご用意。満足

度95%のチャットサポートで、経験豊富なス

タッフが悩みをすぐに解消します。  

※ 

※ 2020年6月 自社調べ

初心者向け導入サポート 

初心者向けの使い方動画、解説記事をご用

意しているので、安心してはじめられます。

また、面倒なデータ移行や初期設定を代行

する導入支援プランもご用意しております。
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マネーフォワード クラウド確定申告の強み「セキュリティ」

金融機関と同レベルのセキュリティで皆さまのデータをお守りします

お客様のメールアドレスや口座へのアクセス情

報は暗号化して厳重に管理しています。

暗号化して

厳重に管理

必要な情報は、取引明細を確認するために必要

なIDとパスワードのみ。クレジットカード番号も不

要です。

暗証番号は不要



© Money Forward, Inc.

他社確定申告ソフトからの乗り換え

他社確定申告ソフトからのデータインポートに数多く対応。
簡単にマネーフォワード クラウドへの乗り換えが可能です。

10

弥生会計、会計王、勘定奉行、やるぞ！青色申告、freee、JDL、PCA、財務応援、ミロク、A-SaaS、
CASH RADARからの仕訳データインポートに対応しています。

A社

対応各社のソフト上で、
指定データをエクスポート

クラウド確定申告上で、
指定データをインポート

「勘定科目」「開始残高」「仕訳」をインポートできます ※

※インポートできる内容はソフトにより異なります
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導入事例のご紹介

11

導入前 導入後

オハナビューティーサロン

西村 蛍 様

会計業務に対して苦手意識があった

• お客様のフォロー、勉強、集客などの合間に
帳簿をつけて、毎日時間が足りない状況だっ
た。帳簿がつけ終わらず罪悪感を持ちながら
翌日へ持ち越し…なんてこともあった。

• 最近は周りでも女性の起業家が増えてきてい
る。会計は重要だとはわかっているが、数字
に対して苦手意識のある人も多い。

会計業務の自動化で精神的にラクになった

• レジアプリと連携しているので、仕事の合間や 1日の
終わりにチェックをするだけで記帳が終わってしまう
ことも。記帳に費やしていた時間が大きく削減でき、
お客様のフォローや勉強など、本職でできることが
グンと増えた。

• マネーフォワード  クラウド確定申告の画面は見やす
い。日々の売上データがリアルタイムでかつレポート
形式で見ることができ、成長意欲が湧いてくる。

美容室「シェラブ」

木田 浩光 様

Macで使える確定申告ソフトがない

• 仕事でもプライベートでも、 Macを愛用。Mac
に対応する使い勝手のよい会計ソフトがなく、
Windows用の会計ソフトを利用していました。
会計作業だけのために Windowsを立ち上げ
るのが面倒だった。

• 月に一度、まとめて取引データを会計ソフトに
アップロードしたり、手入力をしていた。

会計は未来を考えるツール

•  Macに対応する評判の良い確定申告ソフトを探して
いたところマネーフォワード  クラウド確定申告を知っ
た。

• 毎日自動でデータを取り込んでくれるので、月末の
入力作業が不要に。その代わり、日常的に経営レ
ポートを見て自社の経営状況について考える時間
が生まれた。会計は単なる作業ではなく、自社の状
況把握や未来を考えるツールだと、改めて感じた。
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マネーフォワード クラウド料金プラン一覧

個人のお客様向けプラン

パーソナルミニ

副業などで

確定申告をする必要のある方

800

年額プラン

円/月
（年額 9,600円）

月額プラン

980円/月

料金に関する詳細はこちら

パーソナル

自営業、個人事業主として

確定申告をする必要のある方

980

年額プラン

円/月
（年額 11,760円）

月額プラン

1,280円/月

パーソナルプラス

確定申告の操作が不安で

電話サポートを受けたい方

2,980

年額プラン

円/月
（年額 35,760円）

※電話サポートは操作にのみ対応

https://biz.moneyforward.com/tax_return/price?provider=form&provider_info=doc_taxreturn_price
https://biz.moneyforward.com/price/?provider=doc&provider_info=tax_doc_cta
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メニュー一覧・印刷可能帳票一覧
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メニュー
印刷
可能
帳簿

自動
で

仕訳

連携サービスから入力 -

請求書から入力 -

給与から入力 -

手動
で

仕訳

振替伝票入力 -

簡単入力 -

仕訳帳入力 -

取引から入力 -

会計
帳簿

仕訳帳 〇

現預金出納帳 〇

総勘定元帳 〇

補助元帳 〇

残高試算表 〇

推移表 〇

部門別集計表 〇

前期比較 〇

帳簿管理 -

メニュー
印刷
可能
帳簿

レ
ポー
ト

キャッシュフローレポート -

収益レポート -

費用レポート -

得意先レポート -

仕入先レポート -

財務指標（β） -

外部サービス -

決算
・

申告

固定資産台帳 〇

消費税集計 ※1

決算書 ※2

達人シリーズ連携 -

次年度繰越 -

デー
タ

連携

新規登録 -

登録済一覧 -

電子証明書連携ソフト -

メニュー
印刷
可能
帳簿

各種
設定

事業所 -

開始残高 -

勘定科目 -

税区分 -

部門 -

タグ -

摘要辞書 -

仕訳辞書 -

取引先 -

他社ソフトデータの移行 -

その
他

業務

マネーフォワード クラウド
ストレージ

-

請求書作成 -

請求業務代行 -

経費精算 -

給与計算 -

勤怠管理 -

マイナンバー管理 -

予算管理 -

借入 -

売掛金早期資金化 -

※1 消費税は、勘定科目別税区分集計表・税区分集計表の帳票が印刷可能です。
※2 決算書は、決算書表紙・販売費及び一般管理費内訳書・製造原価報告書・
　  株主資本等変動計算書・個別注記表の帳票が印刷可能です。
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よくあるご質問
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Q. 専用ソフトは必要ですか？

A. 必要ありません。

お使いのインターネットブラウザでお使いいただけます。なお、推奨環境以

外からのご利用される場合には、表示が崩れたり、一部機能がお使いいた

だけない可能性があります。

Q. データ連携はどういうメリットがありますか？

A. 仕訳入力が、簡単かつ確実になります。

 金融機関や各種サービスを連携すると、明細が仕訳候補の形で取り込ま

れ、そのまま簡単に登録できます。

Q. 共有するメンバーごとに、アクセス権限を設定できます

か？

A. はい、できます。

各メンバーごとに「入力のみ」「閲覧のみ」など、権限をカスタマイズすること

ができます。

Q. 複数人で使えますか？

A. 複数人でのご利用が可能です。

無料で何名様でもメンバーを追加することが可能です。メンバーとして登録

いただくことで、同じ事業者のデータを複数人でご確認いただけます。 ※
パーソナルミニは1名のみ利用可能。

Q. 部門別会計には対応していますか？

A. はい、対応しています。 

パーソナルプラン・パーソナルプラスプランは、2階層までの部門設定が可

能です。 ※パーソナルミニプランは非対応。

Q. 口座情報のセキュリティは安全ですか？

A. はい、安全です。

本サービスは、セキュリティを第一にシステムを構築・運用しています。シス

テムの安全性を確認する為に定期的に自社内におけるセキュリティ確認の

みならず、外部のセキュリティ脆弱性評価会社からの第三者診断を受けて

サービスを提供しています。安心してご利用ください。
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まずは1ヶ月 無料 でお試しください

無料で試してみる

ご不明な点がございましたら、下記のメールアドレスまでお問合せください。 

mkt@moneyforward.co.jp 

https://erp.moneyforward.com/registration/new/?provider=doc&provider_info=tax_doc_cta
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マネーフォワードについて

16
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会社概要
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社名 　株式会社マネーフォワード

設立 　2012年5月

事業内容 　インターネットサービス開発

上場証券取引所 　東京証券取引所  市場第一部（コード： 3994）

本社 　東京都港区

支店
　三田オフィス、北海道支社、東北支社、東海・北陸支社、
　京都支社・京都開発拠点、関西支社、広島支社、九州・沖縄支社

グループ会社

　マネーフォワードケッサイ株式会社
　マネーフォワードホショウ株式会社
　株式会社クラビス
　マネーフォワードファイン株式会社
　マネーフォワードフィナンシャル株式会社
　マネーフォワード i株式会社
　株式会社ナレッジラボ
　Money Forward Vietnam Co., Ltd.
　マネーフォワードシンカ株式会社
　スマートキャンプ株式会社
　マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社
　株式会社アール・アンド・エー・シー
　ADXL株式会社
　HiTTO株式会社
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代表プロフィール

辻 庸介（つじ ようすけ） マネーフォワード代表取締役社長CEO

18

2001年京都大学農学部を卒業

ソニー株式会社、マネックス証券株式会社を経て、2011年にペンシルバニア大学ウォートン校MBA修了。

2012年株式会社マネーフォワード設立。 

2014年1月ケネディ米大使より、「将来を担う起業家」として米国大使館賞受賞。

一般社団法人　新経済連盟　幹事

一般社団法人　BusinessIT推進協会　代表理事　

2015年12月 マネーフォワードが、 Google Playのトップデベロッパーに認定

2015年12月 日本で唯一のRuby on Railsコミッター  兼 Rubyコミッター  
　　　　   松田明氏がマネーフォワード技術顧問に就任

2015年12月 「第1回 Ruby biz グランプリ」にて特別賞を受賞  

2016年2月 日本初のフルタイムの Rubyコミッター職というポジションを設置

受賞歴 技術への貢献

代表プロフィール

2014年02月 独立行政法人  中小企業基盤整備機構主催
「ジャパンベンチャーアワード 2014」 JVA審査委員長賞　

2014年03月 株式会社電通国際情報サービス主催
「金融イノベーションビジネスカンファレンス FIBC2014」大賞

2014年12月 株式会社NTTデータが主催する「第 1回 豊洲の港から  Presents
オープンイノベーションコンテスト」において最優秀賞

2015年12月 「Google Playベストアプリ」 2年連続受賞（ 2013年は入賞）

2016年11月 Forbes Japan「日本のベスト起業家ランキング」を 2年連続受賞。

2016年12月 日経ビジネス「 2017年日本に最も影響を与える 100人」として選
出。

2018年02月 「第4回日本ベンチャー大賞」にて審査委員会特別賞受賞。
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提供サービス

19

家計管理をラクにする
賢い“自動”家計簿

会計などのバックオフィス業務を
ラクにするクラウドサービス

個人向け家計簿・資産管理サービス ビジネス向けクラウドサービス
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個人事業主の方へ
おすすめのサービスのご紹介

20
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個人事業主の開業手続きに必要な書類を、web上で無料で作成で
きるサービスです。
利用者はフォームに沿って入力を進めるだけで、専門知識がなくて
も自身が提出すべき書類の作成や提出場所の確認ができるため、
迷わず手続きを進めることができます。

個人事業主の開業手続きをラクラクに

マネーフォワード クラウド開業届の特徴

マネーフォワード クラウド開業届の特長

サービス利用料金は0円！

登録から書類の作成まで
完全無料でお使いいただけます

書類作成から
提出までスムーズ

最短5分で書類作成が完了！
提出場所も迷いません

初めてでも安心
充実のサポート体制

操作に関するご質問はメール・チャットで
お問い合わせいただけます
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株式会社/合同会社
どちらにも対応

フォームに沿って入力していくだけで会社設立に必要な書類を無料
で作成できるサービスです。
電子定款の作成、印鑑の購入、登記後の年金事務所・税務署など
への届出書類の作成にも対応しています。

簡単3ステップで、知識がなくても会社設立

マネーフォワード クラウド会社設立の特徴

マネーフォワード クラウド会社設立の特長

サービス利用料金は無料！

＼わずか3ステップでかんたん会社設立！／

電子定款に対応してるから、
収入印紙が不要

法人口座や法人カードなど、
登録後のお得な特典が充実！

フォーム入力で
書類作成

ガイドに沿って
登記書類を準備

設立完了！
登記後もサポート
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マネーフォワード クラウドシリーズのご紹介

23
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クラウドって何？

データを自分のパソコンや携帯端末などではなく、インターネット上に保存するサービスのことです。会社、外出
先、自宅などのさまざまな環境で、インターネットがつながるデバイス（パソコンや携帯電話、スマートフォン）か
らクラウドの中にあるデータを閲覧、編集、アップロードすることができます。また、複数人でクラウド上のデータ
共有ができる点も特徴です。

24

これまでのソフトウェア
（インストール型）

これからのソフトウェア
（クラウド型）
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クラウドを利用する企業は年々増加（1/2）

25

国内クラウド市場は2024年に5兆円超え

2019年度クラウドサービス市場 2兆3572億円のうち、SaaS（Software as a Service）、PaaS（Platform as a 
Service）、IaaS（Infrastructure as a Service）などパブリッククラウドの市場規模は 8121億円と推計していま
す。2020年度以降も市場拡大の勢いは止まらず、 2024年にはパブリッククラウドの市場規模が約 2.4兆円に達
すると予測しています。 2024年までのCAGRは24.4%と高水準になる見通しで、パブリッククラウド市場だけで
2019年クラウド市場全体と同規模にまで拡大することに想定しています。オンプレミス環境をそのまま移行して
から最適化するリフトアンドシフト方式の普及や、コロナ後の働き方の変化に伴う SaaS需要の高まりなど複数
の要因による相乗効果が働くと考えています。

（出典）ＭＭ総研  国内クラウドサービス市場規模の実績と予測  2020年6月をもとに当社作成
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クラウドを利用する企業は年々増加（2/2）

26

企業規模に関わらずクラウドの導入が進んでいます

クラウドサービスの利用は大企業だけにとどまらず、広く中小企業へと利活用が広がっています。資本金規模

別のクラウドサービスの利用率を見ると、企業規模にかかわらず、利用率が上昇していることがわかります。

（出典）総務省「令和元年通信利用動向調査」および「平成 28年通信利用動向調査」をもとに当社作成
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本業に専念できない

経理・労務などのバックオフィス業務に

多くの時間がとられるため、

本業に回す時間が少なくなってしまう

経理・労務業務をクラウドで完結。

バックオフィス向けソリューション

こんな課題をお持ちの方にオススメです

経営状況が見えない

必要な数字をリアルタイムに把握できないため、

確かな経営判断が困難。

また、先を見据えた経営もできない

マネーフォワード クラウドシリーズ

マイナンバー収集会計業務 給与計算経費精算請求書作成 勤怠管理 社会保険
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シリーズで利用することでさらに効率化

会計ソフトだけでなく、請求書、経費、勤怠、給与など、バックオフィス業務に必要なサービスをまとめてご利用いただけます。
サービス間は便利に連携。お客様のニーズやビジネスの成長に合わせてご利用いただけます。

※6名様以上でご利用の場合
経費：1名あたり500円、給与：1名あたり300円、勤怠：1名あたり300円、マイナンバー：1名あたり100円、社会保険：1名あたり100円が各サービスの従量課金とし
て加算されます。

28
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マネーフォワード クラウド請求書への切り替えで年間84万円のコスト削減に成功！

29

毎月の定常作業が手間 請求書の送付コストがかかる請求書作成に時間がかかる

毎月の請求書は

定期発行で自動作成

メール送付で請求書の

送付コストを削減

自動入力で請求書の

作成が簡単に

※

フォーマットを埋めるだけでカンタンに作成でき、
ワンクリックで送付完了。
そのほかにも便利な機能満載で業務効率UP！

個人から企業まで請求書をもっとスマートに

毎月の請求書業務、このようなお困り事はありませんか？

※当社調べ（月間請求書枚数が 300枚の場合）

マネーフォワード クラウド請求書
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移動時などのちょっとしたスキマ時間に経費の申請&承認。
レシート内容の自動読み取りやクレジットカード連携など、
手入力の手間を徹底して省きます。

スマホでできる経費精算システム

マネーフォワード クラウド経費の特長

スマホで写真をとるだけ
OCR機能でレシートを読み取りします。手書きの領収書
はオペレーターが入力を代行します。

カード明細の自動取得
クレジットカードや様々なサービスが連携できます。

Suica、PASMOを読み取り
交通系ICカードをワンタッチで取り込めます。

電子帳簿保存法対応 汎用ワークフロー 支払依頼 (請求書管理)

Suica / PASMO キャッシュレス送金 カードコントロール

マネーフォワード クラウド経費

30
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請求書のデータ化後は、オンラインチェックで承認ワークフローが完了。

社内の煩雑な紙の取り回しがなくなり、無駄な工数を削減します。

外出先や自宅からでも申請と承認ができるため、テレワークにも対応！

請求書のデータ化・ワークフロー・会計処理を一元管理

マネーフォワード クラウド債務支払を利用した業務フロー

マネーフォワード クラウド債務支払

オンラインチェックで完了できる
承認ワークフロー

会計ソフト

経費の分析

担当
者

上長 経理

 
 

API/CSV  

 
 

従業員への精算  

支払申請  承認  支払処理・管理 

紙の請求書を　

受領

電子請求書を　

アップロード

事前・各種申請

支払依頼申請
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料率・税率を自動で

アップデート

32

保険料率や税率の自動アップデートや、簡単データ共有により

担当者の工数を大幅に削減することができます。

また、Web給与明細も搭載しているため、

紙代も印刷代も配布の手間もいりません。

あの面倒な給与計算が3ステップで完了

マネーフォワード クラウド給与の特長

スマホでも

給与明細が

見られる

パソコン・スマホで

給与明細を確認

クラウド型

勤怠管理ソフトと連携

給与計算から振込まで

オンラインで完結

マネーフォワード クラウド給与
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勤怠管理をクラウド上で行い、集計までを一貫して自動化できます。

集計した勤怠データは、お使いの給与計算サービス用に出力でき、

バックオフィス業務を大幅に軽減します。

働き方改革をサポートする勤怠管理システム

マネーフォワード クラウド勤怠の特長

さまざまな雇用形態に対応

基本勤務制・シフト制・
裁量労働制・フレックスタイム制など、どん
な就業ルールへの対応も可能です。

多彩な打刻方法を提供

・打刻機を使った ICカード打刻
・スマホを使ったモバイル打刻
・PC・タブレット打刻
ご利用環境にあわせてお選びください。

CSVデータ出力

集計された勤怠データを CSVファイルで
出力でき、給与計算ソフトに取り込むこと
ができます。

マネーフォワード クラウド勤怠
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社会保険手続きを簡単に

マネーフォワード クラウド社会保険の主な機能

書類作成

入退社などの社会保険届出書を作成。作
成した書類はクラウド上で安全に管理しま
す。

対応状況管理

従業員ごとの対応状況や、届出の申請状

況を一覧画面で確認することが可能で

す。

電子申請

2020年4月より義務化となる各種届出の
電子申請に対応。PDF出力も可能なた
め、紙での申請にも対応しています。

マネーフォワード クラウド社会保険

社会保険手続きに必要な書類作成や提出書類の電子申請に対応。

申請書類の作成・管理にかかっていた労務担当者の手間を軽減しペーパー

レス化を実現。さらに電子申請による申請業務の効率化とコスト削減を実現

します。
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法令改正の自動アップデート対応や、簡単データ共有により

担当者の工数を大幅に削減することができます。

また、申告書や源泉徴収票をクラウド上で確認できるので、

紙・印刷代を削減し、配布・回収の手間もいりません。

書類配布から入力・回収・提出をクラウド上で実現

マネーフォワード クラウド年末調整の特長

マネーフォワード クラウド年末調整

他社の給与計算ソフトを使ってい
てもご利用可能

CSVで従業員情報・給与情報のインポー
ト、年末調整結果のエクスポートができま
す。

Web上で書類の配布、
回収の管理ができる

従業員はアンケート方式で簡単入力、労
務担当者は書類の配布や回収状況の管
理を、全てオンライン上でできます。

e-Tax、eLTAX 連携による
電子申告に対応

法定調書など作成した書類を e-Tax、
eLTAXを利用し電子申告できます。
※令和3年の年末調整時期までに実装予定
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コストと手間を抑えて、安全にマイナンバー対策を行えます

36

複雑なソフトは使いたくない 情報漏えいは絶対に避けたいマイナンバーの収集が手間だ

万全の体制で堅牢な

セキュリティを担保

すべてクラウド上で完結

管理がラクに

本人確認はスマホで

撮影したデータでOK

中小企業、個人事業主向けのマイナンバー管理システム。

収集から廃棄まですべてクラウド上で完結し、管理をラクにします。

マイナンバーの収集・管理・廃棄を、簡単・安全に！

このようなお困り事はありませんか？

マネーフォワード クラウドマイナンバー
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契約書の印刷・製本・郵送作業は不要！

オンラインで契約締結ができる電子契約サービスです。

契約業務にかかる時間・コストを大幅削減！

マネーフォワード クラウド契約

マネーフォワード クラウド契約の特徴

初心者でもカンタン

3ステップでカンタンに取引先への押印
依頼ができるため、初心者の方にも安
心してご利用いただけます。

契約業務の効率化

契約書の印刷や製本・押印・郵送にかか
る業務時間を削減できます。

コスト削減

契約書の郵送費や印紙代のコストを削減
できます。
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まずは1ヶ月 無料 でお試しください

無料で試してみる

ご不明な点がございましたら、下記のメールアドレスまでお問合せください。 

mkt@moneyforward.co.jp 

https://erp.moneyforward.com/registration/new/?provider=doc&provider_info=tax_doc_cta
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個人事業主、中小企業の事業運営に必要なあらゆる

バックオフィス業務をテクノロジーの力により効率化し、

生産性の向上に貢献します。

「マネーフォワード クラウドシリーズ」が目指す世界
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