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はじめに
「スモールビジネスを、世界の主役に。」

ビジネスを拡大すると、管理する情報も増えていきます。ヒト、モノ、カネ、規模が
大きくなればなるほど扱う情報量が増えるのは想像に難くありません。
現在では、そんな困りごとを解決できる業務効率化をサポートするシステムが多く開
発されています。それぞれに便利な機能がありますが、業務システムを個々に導入する
ことで、複数のシステムにデータが散在するという新たな課題が発生します。

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションとして掲げ、「アイ
デアやパッションやスキルがあればだれでも、ビジネスを強くスマートに育てられるプ
ラットフォーム」の実現を目指してサービスの開発および提供をしております。その一
環として、業務支援サービスの中でもスモールスタートを切ることができるkintoneと
の連携を行う、「freee for kintone」をリリースいたしました。freeeとkintoneを連
携することで、それぞれのシステムが個別で持ち散在していた情報を、自動でデータ連
携することができます。

また、2020年8月には初期導入の簡易化、連携アプリの柔軟性の向上など、さらに
使いやすく改新されたfreee for kintone Ver.3をリリースいたしました。

本ガイドブックをもとに、freee for kintoneを活用いただくことで、より一層、ビジ
ネスを強くスマートに育てていける環境を整えていただければ幸いでございます。
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第 章1
freeeの機能と設計思想
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業務逼迫を引き起こす原因
業務の逼迫を引き起こしてしまう原因は、様々なツール（書類・業務システムなど）に入力（転

記）作業を繰り返して行うことにあります。
請求・債権管理のプロセスを例に考えてみると、下図のように「請求システムより請求書を作成

し印刷→債権管理を行うためにエクセルに転記→会計ソフトへ記帳」と様々なツールに対し多くの
転記作業が発生しています。

入力 エクセル 入力 会計ソフトシステム

このような作業を減らし業務を効率化していくには、下記2つの対策が必要になります。

● 多重入力作業が必要となるツール自体を減らす

● 紙やツールへの入力・転記作業を減らす

管理しなければならないツール自体を削減することで、人が介在する作業を減らすことができま
す。人が介在する作業とは、入力・転記作業だけに留まりません。ツールが乱立することで、各ツ
ールのメンテナンス作業やシステム間の残高確認作業など多くの作業が付随して発生します。
また、人が介在することでミスやモレが発生するため、ヒューマンエラーを防止するためのチェ

ック作業もツール数に比例し増大してしまいます。
このように、業務ツール数の増加に従ってそれに関連する作業も増えてしまいます。転記作業だ

けでなく、チェック作業・メンテナンス作業・コミュニケーション工数を削減していくには、業務
ツールの見直しが重要となります。業務ツール見直しこそ業務逼迫解消の第一歩となるのです。

紙やツールへの
入力・転記作業を減らす

多重入力作業が必要となる
ツール自体を減らす

業務逼迫解消効果例
● 入力・転記作業の減少
● 各ツールのメンテナンス作業の減少
● ヒューマンエラー（ミス・モレ・ダブリ）の防止
● コミュニケーション工数の削減

Point _業務効率化にあたって必要な対策_
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紙やツールへの
入力・転記作業を減らす

業務効率化をもたらすfreeeのテクノロジー
業務効率化には「多重入力作業が必要となるツール自体を減らす」ことと「紙やツールへの入力
・転記作業を減らす」ことが重要です。
それを実現するためにfreeeは、電子データをそのまま取り込み転記作業自体をなくす「自動取得
・自動仕訳」の機能。そして、あらゆる業務を1つのシステムに集約し、従業員全員で入力したデー
タが一切の転記なく会計までつながる「ERP」の機能を提供しています。

クレジット
カード金融機関 決済サービス

電子マネー ECサイト 業務データ

経費精算債権債務管理 支払依頼 稟議 請求管理 会計

自動取得・自動仕訳
電子データは電子データのまま自動で取得し、ルールに基づき自動仕訳

ERP
全業務が１つのシステムで完結し、会計まで一気通貫に繋がる

freeeは「自動取得・自動仕訳」と「ERP」という2つのテクノロジーを用いることで、業務効率
化の実施を図っております。その具体的な機能概要について、次頁にて解説いたします。

多重入力作業が必要となる
ツール自体を減らす

自動取得・自動仕訳
電子データはそのまま自動で取得しルールに基づき自動仕訳

ERP
全業務が１つのシステムで完結し、会計まで一気通貫に繋がる

Point _業務逼迫を解決する2つの手段_

第 1 章 ● freeeの機能と設計思想
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freee 自動取得・自動仕訳機能
自動取得機能
freeeは電子データをそのまま取得し仕訳化するために、預金やクレジットカードの明細を始め、

業務システムのデータなど、3,800以上のサービスと連携しております。また、自動連携ができない
サービスやシステムをお使いの場合でも、自動連携の開発を容易に実施頂けるようにfreee APIの仕
様をWeb上（https://developer.freee.co.jp/）で公開しております。

自動仕訳機能
自動取得された明細（預金・クレジットカード・電子マネー等）は「自動で経理」機能を通し仕

訳になります。下図の通り、「自動で経理」には明細の摘要から勘定科目や消込を推測する機能が
実装されており、担当者はfreeeが推測した仕訳が正しいか否かを確認・修正頂くのみとなります。
登録した仕訳は「自動登録ルール」としてパターンが蓄積されます。蓄積されたルールを適宜メ

ンテナンス頂くことで、ほとんどの定型的な明細の登録を自動化して頂くことが可能になります。

2020-8-5 振替 トウキョウガス 58,000

日付 摘要 出金明細自動取得

自動仕訳

58,000 普通預金 58,000

借方 貸方

2020-8-5

日付

水道光熱費
推測

■ 連携サービス抜粋（2019年6月時点）

ほぼ全ての金融機関に対応
3,294口座

決済・レジ

138件のクレジットカードに対応

クレジットカード HR

銀行明細

業種特化

業務システム

振込連携

その他連携サービス
【ECサイト】
Amazon、楽天市場、アスクル等
主要ECサイトと連携
【電子マネー】
Suica、Edy等主要電子マネーと連携
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freee ERPを支える設計
ERPとは
ERPとはEnterprise Resource Planningの略であり、企業 (Enterprise) が保持している様々な

資産 (Resource) を全体的に管理し、経営に役立てる (Planning) ための手法・概念のことをいいま
す。
ERPが生み出される以前、財務会計・販売管理・人材管理・債権債務管理などの業務システムは

各部門・各業務プロセス単位で乱立し、それらのシステム間の情報連携を人力で対応していました
。システムが断絶しているが故に人手がかかり、経営状況可視化の遅延も発生していたのです。
これらの課題を解決するため「あらゆる業務を1つのシステムに統合」し「一度入力したデータ

は二度と入力し直さない仕組み」によって「業務効率化と経営状況の早期可視化を実施」するERP
という概念が提唱され、ERPを実現するシステムとしてERPパッケージが生み出されました。

また、Bの「一度入力したデータは二度と入力し直さない」の点では、freeeは下記3つの仕組み
をシステム設計の基礎としています。

① マスタの一元管理

② 発生源入力

③ シングルインプット

この3つの観点はERPをシステムで実現するために必要不可欠な仕組みになります。

：業務で利用するマスタの登録・参照・更新先を1つに集約し管理

：取引の発生時に取引の当事者がデータ入力を行う

：一度入力したデータが再入力不要でその後の業務に利用される

A.  あらゆる業務を１つのシステムに統合

B. 一度入力したデータは二度と入力し直さない

freeeはAの「あらゆる業務を1つのシステムに統合」の点では、会計から債権債務管理、ワークフロ
ー、HR領域まであらゆるバックオフィス業務を統合した「ERP」の仕組みを提供しています。

freeeの業務効率化と経営可視化を支える設計
前述の通り業務効率化と早期経営状況可視化を実施するためには下記2点の対応が必要となります。

第 1 章 ● freeeの機能と設計思想

人事マスタ

給与計算

行政手続き

マイナンバー

債権管理

請求管理

会計債務管理

費用計上

債務管理

振込

売上計上

債権管理

消込

自動仕訳

財務諸表

見積書

納品書

請求書

各種申請

支払依頼 経費精算

従業員マスタ 組織マスタ

勤怠管理

勤怠打刻

勤怠申請

給与明細

算定基礎

年末調整

入社手続き

退職手続き

年度更新

口座管理

明細自動取得

ワークフロー

マイナンバー

給与計算

工数入力

収支確認

プロジェクト管理

■ freee全体像
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例えば、「経費精算を行う際、ミスなく部門や科目を入力し（①マスタの一元管理 ＆ ②発生源入力）、そ
の申請時に入力した内容が会計システムにそのまま使われる（③ シングルインプット）」や「営業が発行
した請求データ（①マスタの一元管理 ＆ ②発生源入力）が会計システムにそのまま使われる（③ シングルインプ
ット）」といったように、「①マスタの一元管理」「②発生源入力」「③シングルインプット」の3
つの仕組みを用いることで、会計データと業務の流れを一致させることができるのです。

Point _転記をなくす3つの仕組み_

統合データベース

債権管理

全マスタが一箇所に集約され、あらゆる業務で活用
● マスタの統一：各業務システム毎にマスタが散逸しないため、モレ・ダブリが排除され正確性も担保される
● マスタの一元管理：同一マスタ（例：取引先情報）を全社で使用し、入力ミス及びメンテナンスコストも軽減

① マスタの一元管理

発行 入金 消込 仕訳仕訳 債権管理請求書作成 発行依頼

発行 入金 消込 仕訳仕訳 債権管理請求書作成 発行依頼

営業 営業事務 経理

取引に一番詳しい取引の当事者がデータを入力する
● 経理が集中的に入力していたフローを現場が分散して入力するフローに変えることで業務効率化が可能となる
● 取引の当事者が詳細に入力することで、情報の正確性が担保されコミュニケーション工数の低減に繋がる

② 発生源入力

発行 入金 消込 仕訳仕訳 債権管理請求書作成 発行依頼

一度入力したデータが、その後の業務でそのまま使われる
● 業務プロセス毎にデータベースを構築せず、全業務プロセスのデータベースを統一
● 最初にインプットしたデータが統合データベースに登録され、各プロセスにおいても同じデータベースを参照
・更新するためデータベース間のデータ変換・移行作業が不要となる

③ シングルインプット

日付：2020/8/2
金額：950,000
内容：導入支援
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第 章2
freee基本用語の理解



14

３つの独自仕様
第1章でご案内した通り、freeeは業務効率化を実施していく上で「自動取得・自動仕訳」と「
ERP」の仕組みを提供しております。
その仕組を実現していくために従来の会計ソフトとは異なった仕様があり、その中で最初に抑え
ておくべき3つの仕様が下記になります。

① 取引

② 口座

③ タグ

①の「取引」は「仕訳」の内容に加え業務効率化を行うための要素を加えた仕様であり、取引は
あらゆる業務を1つのシステムに集約するという「ERP」の仕組みを成立させるために重要な役割を
担っております。
②の「口座」は「自動取得・自動仕訳」を円滑に行うための仕様であり、「口座」があることで
外部サービスの入出金管理を容易に実施できるようになります。また、口座は勘定科目に紐付くた
め、特定の流動資産や流動負債（小口現金など）に関する残高管理の円滑化にも利用頂けます。
③の「タグ」は分析で使用する仕様となっております。従来の「補助科目」とは異なった仕様と
なっており、補助科目以上に「多角的な分析」が実施いただけます。
このような「取引」「口座」「タグ」という要素は従来の会計ソフトにはない概念となっている
ため、従来の仕組みに慣れ親しんでいると、分かり辛く感じるところもあるかもしれません。しか
し、freeeはこれらの独自概念を用いることで業務効率化と経営状況の早期可視化の両立を図ってお
り、freee導入のメリットを感じていただける要素でもございます。
次頁にて3つの仕様の詳細について説明してまいりますので、是非ご一読いただければ幸いです。

取引

口座

タグ

「自動取得・自動仕訳」の管理を円滑化

「ERP」の実現に重要

「多角的な分析」が可能

Point _３つの独自仕様_
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取引とは
取引と仕訳の一般論
一般的に取引というと、当事者間の合意のもと商品売買や役務提供に対する対価のやり取り（商

業行為）についてを言いますが、会計における取引は、法人や事業の「資産」「負債」「 純資産」
「収益」「費用」の5つのグループの増減に関する動きを指します。
そのため、災害で商品の損失が発生した場合や金品の盗難があった場合など、一般的に取引（商

業行為）とみなされないものでも、会計上は資産の減少となることから取引に該当します。
取引が発生すると、その事象を仕訳の形式で記帳していきます。取引を仕訳で表すためのプロセ

スの例を下記に示します。

■ 仕訳記帳プロセス
① 取引発生
② 取引発生日を記入
③ 5グループ（資産・負債・純資産・収益・費用）のどれに属するか判断
④ 該当するグループに属する勘定科目を選択
⑤ 借方に選択した勘定科目を記入
⑥ 借方に金額を記入
⑦ 貸方に選択した勘定科目を記入
⑧ 貸方に金額を記入

freeeの取引
会計上、日々の取引は仕訳を通して行いますが、freeeは仕訳でなく独自仕様である「取引（

freeeシステム用語）」を用います。取引を登録することで副次的に仕訳が自動生成される仕組みに
なっています。freeeで行う記帳プロセスは下記となります。

■ freee取引プロセス
① 取引発生
② 取引発生日を記入
③ 決済ステータスを選択
④ 5グループ（資産・負債・純資産・収益・費用）のどれに属するか判断
⑤ 該当するグループに属する勘定科目を選択
⑥ 金額を記入

仕訳との大きな違いは下記になります

A. 決済ステータスがある

B. 貸借の記帳が不要

一見すると、Bの「貸借の記帳が不要」＝「簿記を知らない人でも記帳できる」という点に目が行き
がちですが、より重要なのはAの「決済ステータスがある」ことです。
「決済ステータスがある」ことで、債権債務管理の精緻化や消込の自動化を実施することができ

るようになり、業務効率化へと繋がる仕組みとなっております。次頁にて、取引のメリットと仕訳
の限界について解説してまいります。

第 2 章 ● freee基本用語の理解
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仕訳の限界と取引のメリット
仕訳の限界
仕訳は非常に便利な仕組みです。貸借という仕組みを実装し、事業の経営状況を可視化すること
ができます。しかし、この仕訳という仕組みの悩ましい点は、経理業務と分離して存在するという
ことです。例えば、

① 注文を受けた 2,500円の商品を納品し代金を請求した

② 注文を受けた 3,000円の商品を納品し代金を請求した

③ 注文を受けた 5,500円の商品を納品し代金を請求した

④ 普通預金に 5,500円の入金があった

といった、売上計上から債権回収までのプロセスを仕訳で表した場合、下図のようになります。

売掛金 2,500 売上 2,500

借方 貸方

債権 ①
売掛金 3,000 売上 3,000

売掛金 5,500 売上 5,500

普通預金 5,500 売掛金 5,500

債権 ②

債権 ③

入金 ④

そして、債権管理を行うために、上記仕訳の売掛を集計（売掛金元帳）すると下図になります。

売上 2,500 2,500

貸方 残高

売上 3,000 5,500

売上 5,500 11,000

普通預金 5,500 5,500

借方

債権 ①

債権 ②

債権 ③

入金 ④

相手勘定

■ 仕訳帳

■ 売掛金元帳

売掛金元帳を見ることで「回収しなければいけない債権がいくら残っているか？」といった「残
高ベースの確認」はできます。しかし、「入金④がどの債権を回収した結果なのか」といった「個
別の債権回収状況」は管理できません。
つまり、「債権①」＋「債権②」の回収結果が「入金④」なのか？「債権③」の回収結果が「入
金④」なのか？が会計帳簿上で把握できないように、仕訳は仕訳間の関連性（計上時の仕訳と回収
時の仕訳）を紐付けることができないため未回収債権の管理に限界が生じてしまいます。

個別債権回収状況の把握が困難
● 「債権①」＋「債権②」の回収結果が「入金④」なのか？
● 「債権③」の回収結果が「入金④」なのか？
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債権回収 & 支払業務での困った
顧客の支払いが滞り債権回収を行う際「◯◯日に送付した請求書の件ですが…まだ支払われてな
いようなので至急対応いただけないでしょうか？」と伝えるように、顧客にどの債権の催促をして
いるかを知らせないといけません。
支払業務も同様に、買った物や購買先に応じて「いつまでに払うか？」の決まりがあります。
例えば「A社から500万で仕入れた設備は3ヶ月後に支払い」「それ以外のA社から仕入れた50万
の備品は1ヶ月後に支払い」などといった期日管理が必要です。仮に期日管理をせず買掛金元帳の残
高をもとにA社に支払うとなると、一気に550万の支払いとなり資金繰りが厳しくなってしまいます
。
仕訳だと「どの債権がいつ回収できるか？回収した債権はどれか？」「どの債務をいつ支払うべ
きか？支払った債務はどれか？」の期日や決済状況を付与できず、仕訳間の関連性も紐付けること
ができないため、会計とは別にエクセル等で売掛・買掛台帳を記帳する必要が出てしまいます。

売掛金 5,500 売上 5,500

借方 貸方
売上計上時

5,500 売掛金 5,500

借方 貸方

預金

入金時

■ 従来の会計ソフト

業務は続くが、仕訳は分離
売上計上後も、債権管理→消込→仕訳と業務は続くものの仕訳は紐付きません。

そのため、会計ソフトとは別に掛取引を管理する必要がありました。

freeeの解決策
債権債務管理が仕訳で完結できない理由は、「決済ステータスが持てない」「期日管理ができな
い」「計上時と決済時のデータの紐付けができない」ことにあります。
これらの課題に対しfreeeは「取引」という決済ステータス管理を軸に、決済ステータスに応じ

副次的に仕訳が生成される仕組みを用いて解決を図っています。

売掛金

未決済

5,500 売上 5,500
借方 貸方

預金

決済完了

5,500 売掛金 5,500
借方 貸方

売上計上時 入金時

■ freee

業務の流れに応じデータも更新
freeeは、業務フローに応じステータス管理ができる取引を実装。

仕訳もステータスに応じ自動生成され、精緻な債権債務管理が実施できます。

売上：5,500 入金：5,500

第 2 章 ● freee基本用語の理解
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通常、freeeで日常業務（債権債務管理・経費精算・支払依頼など）を行う際、仕訳を用いること
はございません。なぜなら、下記の通り取引は債権債務管理で必要となる付加情報を所持している
ため、仕訳より持つことができるデータ項目が多いためです。

■ 取引が所持する債権債務管理用項目

① 日付
② 金額
③ 勘定科目

＋
④ 期日
⑤ 決済ステータス
⑥ 計上時と決済時のデータ紐付け

「取引」が所持する項目

「仕訳」が所持する項目

④の「期日」機能とは、未決済取引の入金（支払）期日を管理する機能です。期日を設定するこ
とで「いつ回収できる債権か？」や「いつ支払わなければならない債務か？」といった回収サイト
や支払サイトを管理することができます。
⑤の「決済ステータス」と⑥の「計上時と決済時のデータ紐付け」機能により、未決済取引と入

出金データを消込処理を通し紐付けすることが可能となります。これにより残高ベースの消込でな
く個別の債権債務単位での消込が可能となります。

入金C

仕訳ベースの消込 freeeを用いた消込

債権①

債権②

債権③
入金B

入金A

未回収？
？
？？

入金C債権①

債権②

債権③

入金B

入金A

未回収

未回収

残高ベースの消込
残高だけの情報のため、未回収分がどの債権債務に
紐付く差分なのかわからず調査工数がかかる

取引毎に個別消込
どの債権債務に紐付く差分なのか分かるため
未決済分がすぐ確認でき効率化に繋がる

取引は「債権債務管理に必要なデータ項目を追加」し「決済時のデータと紐付ける機能」と「決済
ステータスに応じ仕訳が自動生成される仕組み」により、債権債務管理の効率化を図っております。
freeeの取引を活用頂くことで、エクセル等での売掛・買掛台帳管理を廃し、債権債務管理を

freeeで集約頂くことが可能となります。
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取引のデータ項目及び仕訳生成例

項目 入力内容 詳細

収支区分 収入・支出
取引登録画面で使用し、仕訳の貸借の向きを決めます。収入であれ
ば口座が借方、支出であれば口座が貸方側となります。
ワークフローは「支出」請求管理は「収入」に自動設定されます。

決済
ステータス

未決済
債権債務管理を行うデータとして管理します。また、入力した勘定
科目の相手勘定は、事前にその勘定科目に設定された勘定科目（売
掛金や未払金など）となります。

完了 入出金があった口座（銀行口座や現金）を「口座」項目にて選択し
ます。選択した口座情報は仕訳の相手勘定に反映されます。

決済期日 2020-8-2 【未決済の場合のみ利用】債権・債務の期日情報を付与します。

口座 預金名など 【決済完了の場合のみ利用】仕訳の相手勘定となります。

取引の特徴的なデータ項目詳細

仕訳生成例（収入）
[取引]メニューの[取引の一覧・登録]の[取引登録]機能より仕訳生成動作を確認できます

● 例）10月1日に15万円売り上げた。入金予定日は11月30日である
■ 収支区分
■ 決済ステータス
■ 決済期日

：収入
：未決済
：2020-11-30

● 例）10月1日に店舗で2万円の商品を売り上げ、代金は現金で受け取った
■ 収支区分
■ 決済ステータス
■ 口座

：収入
：完了
：現金

第 2 章 ● freee基本用語の理解

期日は取引に付与
※取引より生成された仕訳には反映されません
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仕訳生成例（支出）
● 例）10月1日に商品を18万円分仕入れ、支払いは月末締めの翌月20日払いとした

■ 収支区分
■ 決済ステータス
■ 決済期日

：支出
：未決済
：2020-11-20

● 例）10月1日にお客様との商談のため貸会議室を3,500円で借り、現金で支払った
■ 収支区分
■ 決済ステータス
■ 口座

：支出
：完了
：現金

Point _取引のメリットまとめ_

1. 期日管理ができることで、回収サイト・支払サイト管理の容易化と、円滑な
資金繰り管理を実施することができる

2. 業務の流れに応じて副次的に仕訳が生成されるため、仕訳を打つ手間を省く
ことができる

3. 残高ベースの消込でなく取引単位での消込ができることで、精緻な債権債務
管理が実施できる

期日は取引に付与
※取引より生成された仕訳には反映されません
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現金

口座とは
freeeの口座の概念の広さ
一般的に「口座」というと銀行口座がイメージされるかと思いますが、freeeでは現金やクレジッ
トカード、ECサイトの購買履歴など、銀行口座以外のものも「口座」として扱います。
銀行口座に入金があれば銀行口座の残高が増え、クレジットカードで支払えばクレジットカード
の支払額が増加するように、取引を行うと「どこからお金の入出金を行ったか？」が紐付いて参り
ます。そのような枠組み（入出金のハコ）をfreeeでは便宜上「口座」と呼んでいます。

その他
サービス

クレジット
カード銀行口座

ECサイトPOS決済サービス電子マネー

口座の4つの枠組み
freeeでは「口座」を「現金」「銀行口座」「クレジットカード」「その他サービス」の4つに大
きく分類しています。

現金
現金は「口座」としてはじめからfreeeに登録されています。現金取引はこの現金口座からの入
出金というかたちで記録されていきます。

銀行口座
銀行の普通預金などをfreeeの「口座」として登録することで、預金残高をfreee上で把握するこ
とができます。また、同期機能を使ってインターネットバンキングと連携することで、銀行の通
帳明細を自動的に取得して記帳を行うことができます。

クレジットカード
クレジットカードをfreeeの「口座」として登録することで、クレジットカードを用い支払った
分の残高をfreee上で把握することができます。また、同期機能を使ってクレジットカードの
Webサービスと連携することで利用明細を自動的に取得して記帳を行うことができます。

その他サービス
現金、銀行口座、クレジットカード以外に、外部サービスと連携して残高管理を行えるものを「
その他サービス」と呼び、口座の一種として管理します。
その他サービスとして、電子マネー、決済サービス、クラウドPOS、ECサイト上の購入履歴や
売上情報が連携できます。

第 2 章 ● freee基本用語の理解
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口座と明細と取引の関係
口座と明細の関係
業務効率化を実施していくためにfreeeは「電子データはそのまま自動で取得し、ルールに基づき
自動仕訳」という考えのもと「自動取得」と「自動仕訳」の機能を提供しています。
「自動取得」の観点では、クレジットカードや銀行口座、Amazonでの購買履歴など、取引に繋
がるサービスには必ず取引の基となる「明細」があります。
「明細」には、日付・取引内容・金額の3つのデータが必ず含まれており、freeeはそれらのデー
タを自動で取得いたします。
そして、サービス毎に「明細」を管理する枠組みとして「口座」があり、「口座」には取得した
「明細」一覧が蓄積されます。
このように、サービス毎に「明細」を自動取得する入出金のハコである「口座」を介し、明細取
得作業の削減と入出金管理の簡素化を図っております。

口座外部サービス 自動で経理 取引

明細を蓄積 取引を推測

明細と取引の関係
「自動仕訳」の観点では、「口座」に日々蓄積される「明細」を「取引」に変換するための自動
仕訳機能として「自動で経理」を提供しております。
「自動で経理」は明細の内容から勘定科目を推測する機能が組み込まれており、担当者はfreeeが
推測した仕訳が正しいか否かをチェックし登録頂くことで、明細から「取引」に変換することがで
きます。そして、登録された「取引」より副次的に「仕訳」が生成されます。
明細取得から仕訳生成までのプロセスをまとめると、下図のとおりになります。

仕訳生成

■ 口座→自動で経理→取引の流れ

「外部サービスから明細を自動取得 → 取得した明細を口座で管理 → 自動で経理を用い取引に変
換 → 取引から副次的に仕訳生成」というfreeeのプロセスを用いることで、既に電子データがある
場合、記帳を不要にするオペレーションを構築頂くことが可能となります。

例）
freee銀行から
「電話料金 5万円」とい
う出金明細を取得

例）
電話料金という内容から
「通信費」の勘定科目を
推測し登録

例）
登録された取引から
通信費5万 / freee銀行5万
という仕訳を自動生成
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口座と仕訳の関係
口座は1つの勘定科目として登録され、選択した口座によって科目のカテゴリが異なります。各口

座の設定内容については、[設定]→[勘定科目の設定]より確認いただけます。
● 現金又は小口現金を登録した場合

■ 大分類
■ 中分類
■ 小分類

： 資産
： 流動資産
： 現金・預金

● 銀行口座を登録した場合
■ 大分類
■ 中分類
■ 小分類

： 資産
： 流動資産
： 現金・預金

● クレジットカードを登録した場合
■ 大分類
■ 中分類
■ 小分類

： 負債及び純資産
： 負債
： 他流動負債

Point _口座への明細蓄積による発生源確認の容易化_

資産 負債

未払金

総勘定元帳（未払金）貸借対照表 仕訳帳

消耗品費 6,000 / 未払金
6,000給与手当

消耗品費

350,000

6,000

純資産

資産 負債

未払金

総勘定元帳（未払金）貸借対照表 仕訳帳

給与手当

消耗品費

350,000

6,000

口座（freeeカード明細）

純資産

消耗品費 6,000 / 卓上加湿器 6,000freee
カード 6,000

クレジットカードの購
入明細（発生源）まで
遡ることができない

口座（freeeカード明細）

口座に明細が蓄積され
ているため、購入明細
まで遡ることができ、
摘要の入力も不要

■ 従来の会計ソフトの場合

■ freeeの場合

第 2 章 ● freee基本用語の理解
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■ freeeのタグ

タグとは
補助科目という用語はfreeeには出てきません。そのため、一見するとfreeeでは分析が十分にで

きないのではないかと勘違いしてしまうかもしれません。
freeeは経営者が「適切な意思決定の実施」を行っていただけるよう、テクノロジーでサポートす
ることを目標としております。そのために補助科目とは違ったアプローチで、補助科目以上に多角
的な分析が実施できる「タグ」という機能をご用意しております。「タグ」には従来の補助科目と
同じように使うことも可能であり、補助科目を上回るメリットもございます。

勘定科目
売上高

…

補助科目
A社
補助科目
B社
補助科目
C社

勘定科目
仕入高

…

補助科目
商材A
補助科目
商材B
補助科目
商材C

A社

B社

A社

商材A

商材B

東京

大阪

購買

Pro
A

Pro
B

関東

変動費

関西

関東

売上高

売上高

仕入高

勘定科目 取引先 品目 部門 Project 費用区分 地域

5/1

5/3

5/8 商材B

従来の補助科目の考え方
「タグ」の解説に入る前に、補助科目の考え方について一旦整理してみます。

■ 従来の補助科目

上図の通り、「勘定科目：売上高」に対し「補助科目：A社、B社、C社」が紐付いているように
、補助科目は1つの勘定科目に紐付き、勘定科目の内訳として機能しております。そのため、複数の
勘定科目にまたがって入力や編集ができず、勘定科目毎に1つの軸でしか分析できません。
つまり、補助科目はメールやパソコンのフォルダ分けのように「勘定科目という親に対し補助科
目という子を階層構造（1階層のみ）で管理」するもので、「密接に親に紐づくために補助科目横断
の分析はできない」仕様になっております。

freeeにおけるタグの考え方
上記の通り、補助科目はその構造のため、分析の高度化を行う上で制限がありました。
freeeはその制限を解消するために、エクセルのように取引の「行」に対しタグという「列」を追
加で最大7つまで付与できる仕組みを用いております（下図参照）。

メモタグ

要確認

セグメント使用例
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補助科目は仕訳一行に対し一つしか登録ができませんが、freeeは仕訳一行に「取引先」「品目」
「部門」「メモタグ」「セグメント※」という集計軸をすべて使用することができます。また、その
集計軸（タグ）は勘定科目と分離し管理しているため、あらゆる勘定科目に付与頂けます。
そのため、「売上高」と「仕入高」という別々の勘定科目に、共通する「A社」という取引先や「
商材B」という品目をそれぞれを使用することができます。
勘定科目横断でタグを紐付けるだけでなく、一つの取引に対して複数のタグを付与できるため、
様々なクロス集計を実施することが可能です。
例えば、売上高に「取引先」「品目」「部門」タグを付与することで、下表のような「部門別 売

上商材分析（どの部門がどの商材をよく売っているか？）」や「取引先別 販売商材分析（どの取引
先がどのような商材を購入しているか？）」といった分析が可能になります。
※ 「セグメント」はプロフェッショナルプラン以上でご利用いただけます

商材A

商材B

商材C

東京 大阪 福岡愛知

1200
万

820万

220万

800万

1100
万

320万

700万

900万

180万

1100
万

300万

380万

3800
万

3120
万

1100
万

2240
万
2220

万
1780

万
1780

万
8020

万

計

計

■ 部門別 売上商材分析

A社

B社

C社

商材
A

商材
B

商材
D

商材
C

0万

320万

220万

220万

0万

160万

80万

160万

120万

0万

60万

0万

計

計

300万

540万

500万

540万 380万 360万 60万 1340
万

■ 取引先別 販売商材分析

プロジェクト A プロジェクト B プロジェクト C

売上高

売上高
売上高 計

売上原価

期首商品棚卸
当期商品仕入

商品売上原価
売上総利益

期末商品仕入

販売管理費
給与手当
外注費
広告宣伝費
旅費交通費
車両費
販売管理 計

営業利益

18,000,000
18,000,000

3,000,000

0
3,000,000

0
15,000,000

0

5,000,000
5,000,000
1,000,000
300,000

0
11,300,000

3,700,000

28,000,000
28,000,000

6,000,000

0
6,000,000

0
22,000,000

0

10,000,000
8,000,000

0
1,000,000
1,000,000
20,000,000

2,000,000

12,000,000
12,000,000

4,000,000

0
2,000,000

0
10,000,000

0

6,000,000
4,000,000
1,000,000
500,000

0
11,500,000

-1,500,000

■ プロジェクト別損益

そして、例えば売上だけでなく費用の勘定科目に対してもプロジェクト用のタグを用意し付与す
ることで「プロジェクト別損益」も出して頂くことが可能となります。

タグは従来の補助科目の使い方をそのまま踏襲することもでき、またはそれを上回る使い方も可
能です。ぜひ、タグを用いた勘定科目横断の多角的な分析を通して、「適切な意思決定の実施」に
役立てて頂けると幸いです。

第 2 章 ● freee基本用語の理解
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各種タグの特徴

用途 取引あたりの
登録個数

使用例

取引先毎に取引金額を管理する場合に活用します。経
費を従業員毎に管理したい場合にも活用できます。

1個 A社、B社
Aさん、Bさん

勘定科目の内訳を管理できます。例えば売上や仕入を
商品やサービス毎に見たいときに活用します。

1個 商材A、商材B
バス代、源泉税

収益や費用が社内のどの部門（又は店舗）に帰属する
かを管理できます。

1個 A部門、B部門
A店、B店

あとで集計する可能性のある取引に、目印を付けたい
メモとして活用します。

複数 チェック済
領収書なし

自由に設定できる分析のための集計軸となります。プ
ロジェクトや地域毎など自由な項目が最大3グループ
まで設定できるため、管理会計において自社の状況に
フィットする分析を実施頂くことが可能となります。
※プロフェッショナルプラン以上で利用可能です

1個

エンタープライズ

3個

プロジェクト
チャネル
スポット・継続
地域

タグの種類及び用途

取引先

品目

部門

メモタグ

セグメント

Point _タグのメリットまとめ_

1. タグはすべての勘定科目に対して使用することができるため、勘定科目を横
断して分析ができる

2. 1つの取引に対して最大7つまでのタグを付与できるため、様々なクロス集
計を実施することができる

3. 自由に名称を設定できるセグメントを用いて、自社の分析ニーズに適した集
計軸を最大3つまで持つことができる

プロフェッショナル

タグの種類
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第 章3
kintoneの基本用語の理解
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kintoneの特徴

専門知識なしで素早く構築可能
kintoneは従来のシステム開発で必要となっていた専門的知識やプログラミング技術は必要なく、
あらかじめ用意されているパーツをマウス操作で画面上に配置していくだけでシステムの入力画面
を作ることが可能です。これにより、自分たちが欲しいシステムを自分たちの手で簡単に作成が可
能となります。

kintoneは、cybozu社が提供するクラウド型データベースのサービスで、下記３つのような特徴
を持ちます。

拡張性の高いサービス
kintoneはAPIを公開しており、スタンダードコースを利用していれば、あらゆるクラウドサービ

スを繋ぐことが可能です。
APIでつなぐためには、プログラミングの知識が必要ですが、現在kintoneには「外部連携」機能
や「プラグイン」機能があり、業務アプリケーションの作成時と同様に、マウス操作でアプリをク
ラウドサービスと連携することが可能です。

クラウド型のデータベース
kintoneはクラウドのサービスであり、スマホやタブレットなどマルチデバイスに対応しているた
め時間と場所を選ばずに利用することができます。
また、顧客管理や契約管理・日報などの情報をリアルタイムにkintoneに入力し、情報を一元化す
ることで転記作業や確認漏れなどを削減することが可能です。
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一からアプリを作成することすら容易にできるkintoneですが、「作成」せずとも１クリックで、
「追加」でき、すぐに業務をスタートできるサンプルアプリがkintoneには用意されています。

第 3 章 ● kintoneの基本用語の理解

kintoneを支えるサンプルアプリ

サンプルアプリとは、cybozu社が提供しているアプリのひな型のことを指します。サンプルアプ
リは、アプリストアにて「業務」「業種」ごとにアプリがまとめられおり、用途に合わせて探すこ
とができます。

アプリパック
cybozu社が提供するアプリストアにはアプリパックがあります。アプリパックは、関連性のある
複数のアプリをまとめて一度に追加できるパックです。ここでは、営業支援パックを解説します。

営業支援パックの概要
営業支援パックは、顧客や案件、商談を一元管理できるアプリパックです。顧客管理、案件管
理、活動履歴という3つのアプリで構成されており、アプリ同士がkintoneの機能で連携すること
で、それぞれに登録した情報をアプリ間で活用できます。
それぞれのアプリは、次の機能でアプリ同士を連携しています。

顧客名、担当者名、連絡先などお客様の情報を登録するアプリです。
また、このアプリの会社名と合致する案件管理アプリのレコード一覧を表示することができるの
で、あるお客様の顧客情報と、その案件を1画面でまとめて確認できます。

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、商談の履歴も記録できるアプリです。
顧客管理アプリから、顧客の会社名や担当者名をルックアップして関連付けることができます。
関連付けた案件のデータは顧客管理アプリからも確認できます。

顧客、案件に紐付けて活動の履歴を残すことができるアプリです。
顧客管理、および案件管理アプリから情報をルックアップして関連付けることができます。
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kintoneの基本用語
ポータル
kintoneのホーム画面です。使用するアプリやスペースの選択はこのページからできます。

ポータルにはお知らせ、通知、未処理、スペース、アプリがあり、コンテンツごとに表示、非表
示の設定ができます。APIを追加すればボタンを配置するなどより柔軟なカスタマイズも可能です。

スペース
チーム単位でのコミュニケーションに使う機能です。

参加者を選んでスペースを作り、参加者同士で議論したり、情報を共有したりできます。そのチ
ームでしか使わないアプリをスペース内に作成したり、チーム内に周知したい内容をお知らせ欄を
利用して参加者に伝えることができます。
スペースの作成例

「ポータル」は
この画面全体を指す

参加者に共有する内容を
記載する「お知らせ欄」

参加者同士が議論できる「スレッド」

参加者のみが使用する「アプリ」
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スペースには公開スペースと非公開スペースがあり、スペースの設定で切り替えることができま
す。公開スペースにはkintoneのすべてのユーザーが参加でき、公開スペースの内容は全てのユーザ
ーが閲覧できますが、非公開スペースには招待したユーザーのみ参加でき、その内容は参加者しか
閲覧できません。

アプリで蓄積するデータは、文字情報から、ファイルの添付まで、統一したフォーマットでデー
タを管理できます。

アプリ
アプリとは、"kintoneという箱"の中に必要な数だけ追加することができる業務システムです。ア
プリには、データを蓄積・一覧・検索できるデータベース機能と、業務を円滑に進めるためのコミ
ュニケーション機能が備わっています。

例えば、売上情報、顧客情報、問い合わせ対応履歴、TODO、報告書、文書ファイルなどのデー
タに紐づく業務プロセスを、柔軟に構築することもできます。

第 3 章 ● kintoneの基本用語の理解



32

フォーム
アプリにデータを入力するための画面のことです。
アプリに入力するデータに応じて、テキスト欄、ドロップダウンやラジオボタンなどのフィール
ドを配置して作成します。

アプリに蓄積した情報から目的に応じて必要な情報をすぐに抽出でき、蓄積した情報を集計、グ
ラフ化し、データの状況を視覚的にわかりやすく表現することもできます。

アプリに溜めた一つ一つのデータに対して、指示やアドバイス、コメントを書き込むことができ
ます。関連する情報が分散せず、一箇所に集約できます。

フォームはアプリごとに1つだけ設定でき、アプリの管理者だけが設定できます。
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フィールド
レコードを構成するを構成する顧客名、部署名や住所などの項目をフィールドと呼びます。
フィールドには様々なデータ型があります。金額であれば数値、メールアドレスなら文字列など、
入力する内容に合わせて選択し、アプリを構築することが可能です。

レコード
アプリではレコードという単位でデータを管理します。顧客情報を例にすると、1件の顧客の情報
が1つのレコードです。

1レコード

レコードの一覧

フィールド

アプリを開くとレコードの一覧が表示されます。1つのレコードは1行で保存、表示されます。デ
ータの追加、編集、および削除はレコードごとに行われます。

第 3 章 ● kintoneの基本用語の理解
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Point _cybozuとkintoneの管理者_

● cybozu.comのクラウドサービス
に共通するユーザー情報の管理

● セキュリティ設定

● サービスの発注
● 契約内容の変更
● IP アドレス制限
● Basic 認証の設定
● ドメインの追加

cybozu.com共通管理者

サイボウズアプリストア
の管理者

● アクセス権の設定
● 機能のカスタマイズ
● kintoneの管理や保守設定

Administrator

● クラウド版へのデータ移行に必要
● ドメイン作成時自動的に登録され
るユーザー

cybozuの利用にかかわる管理者

kintoneの利用にかかわる管理者

● 組織とユーザーの管理
● サービスの利用ユーザーの管理
● 組織の管理権限の付与

● レコードアクセス権の設定
● ファイルの読み込みの設定
● ファイルへの書き出しの設定

● スペースの参加／退会
● スペースの削除

組織の管理者

スペース管理者

アプリ管理者

kintoneシステム管理者
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第 章4
kintoneの基本操作
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スペースを作成するとチーム単位でのコミュニケーションが可能です。作成されたスペースはポ
ータル画面に表示されます。

はじめから作成する
1. ポータル画面のスペースにある［＋］アイコンをクリックし［スペースを作成］を選択します。

2. 作成方法を選択します。［はじめから作る］をクリックします。

3. 表示されたスペースの作成画面で各項目を指定して、スペースを作成します。
スペース作成画面には2つのタブがあります。

スペースを作成する

スペースの作成方法は、はじめから作成する方法とスペーステンプレートから読み込む方法の2種
類があります。

● 基本設定
○ スペース名
○ 公開範囲の指定
○ スペースのポータルおよび複数スレッドの使用の有無
○ ユーザーの参加／退会、スレッドフォローの権限設定
○ カバー画像の設定
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● 参加メンバー
○ 所属メンバーの指定

2. ［読み込む］をクリックするとテンプレートの読み込み画面が表示されます。

スペーステンプレートを読み込む
1. ポータル画面の歯車アイコンをクリックし、［kintoneシステム管理］を選択します。表示され
た一覧から［スペーステンプレート］を選択します。

kintone 太郎

［読み込む］をクリック

3. ［参照］をクリックし読み込むファイルを選択してから［読み込む］をクリックします。

［参照］からkintoneに読み込むテンプレートファイルを選択

第 4 章 ● kintoneの基本操作
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アプリの作成方法は5パターンあります。

はじめから作成
1. ポータル画面のアプリの右にある［＋］アイコンをクリックします。

2. kintoneアプリストアが表示されます。

あたらしくアプリを作成の欄から［はじめから作成］をクリックします。

3. アプリの編集画面が表示されます。
新しいアプリと表示されている入力欄でアプリ名を設定します。

アプリを作成する

アプリ名を入力
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4. アプリの編集画面には4つのタブがあります。

フォーム
アプリのフォームに配置するフィールドを設定するタブです。
配置できるフィールドタイプは左の一覧で確認できます。フィールドタイプが決まったら、画面
右側にドラッグアンドドロップします。

フォームにドロップしたフィールドが追加されました。フィールドの配置は同じくドラッグア
ンドドロップで変更できます。

追加したいフィールドを
ドラッグアンドドロップ

カーソルをフィールドに合わせると歯車アイコンが表示されます。フィールドの詳細設定を変更
する場合は、歯車アイコンをクリックし、設定を選択します。
設定できる項目はフィールドタイプによって異なります。

一覧
一覧タブでは、アプリの一覧を追加・編集できます。
絞り込み条件を設定して一定期間のレコードのみ表示したり、自分が作成したレコードのみ表示
した一覧などを作成することができます。
※一覧の作成方法については第4章 kintoneの基本操作＞一覧を作成する（p.48）をご参照くださ
い。
グラフ
蓄積したレコードの情報を基にグラフを追加・編集できます。
作成できるグラフは、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど様々です。複数のフィールドでレ
コードを分類して集計できるクロス集計も便利です。
※グラフの作成方法については第4章 kintoneの基本操作＞グラフを作成する（p.49）をご参照く
ださい。

第 4 章 ● kintoneの基本操作
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設定
上記以外の詳細設定ができます。アプリの通知設定やサービス連携、プラグインの設定、アクセ
ス権の設定などが可能です。

6. 全ての設定が完了したら［アプリを公開］をクリックし、アプリの運用を開始します。

5. フォームの編集をしたら［フォームの保存］クリックします。

Excelを読み込んで作成
1. ポータル画面のアプリの右にある［＋］アイコンをクリックします。

2. kintoneアプリストアが表示されます。
あたらしくアプリを作成の欄から［Excelを読み込んで作成］を選択し、［作成を開始する］を
クリックします。
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3. 読み込むExcelファイルの内容をチェックリストと照らし合わせて整形し、完了した項目にチェ
ックを付けます。全てのチェックが完了したら、［アップロード］へ進むをクリックします。

4. ［参照］をクリックし、読み込むExcelファイルを選択します。
ファイルを読み込むとプレビューが表示されます。
それぞれの項目のフィールドタイプを設定して、アプリを作成します。

チェックリストを照らし合わせて
Excelファイルを整形

プレビューを確認

フィールドタイプを選択

第 4 章 ● kintoneの基本操作
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CSVを読み込んで作成
1. ポータル画面のアプリの右にある［＋］アイコンをクリックします。

2. kintoneアプリストアが表示されます。
あたらしくアプリを作成の欄から［CSVを読み込んで作成］をクリックし、［作成を開始する］
を選択します。

3. 読み込むCSVファイルの内容をチェックリストと照らし合わせて整形し、完了した項目にチェッ
クを付けます。全てのチェックが完了したら、［アップロードへ進む］をクリックします。

チェックリストを
照らし合わせて

Excelファイルを整形

3. ［参照］をクリックし、読み込むCSVファイルを選択します。
ファイルを読み込むとプレビューが表示されます。
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それぞれの項目のフィールドタイプを設定して、アプリを作成します。

2. kintoneアプリストアが表示されます。
あたらしくアプリを作成の欄から［テンプレートファイルを読み込んで作成］をクリックし、
［作成を開始する］を選択します。

テンプレートファイルを読み込んで作成
1. ポータル画面のアプリの右にある［＋］アイコンをクリックします。

プレビューを確認

フィールドタイプ
を選択

第 4 章 ● kintoneの基本操作
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3. ［参照］をクリックし、読み込むテンプレートファイルを選択してアプリを作成します。

2. kintoneアプリストアが表示されます。
あたらしくアプリを作成の欄から［ほかのアプリを再利用］をクリックします。

他のアプリを再利用
1. ポータル画面のアプリの右にある［＋］アイコンをクリックします。

3. 現在作成済みのアプリが一覧で表示されます。（再利用可能なアプリは管理権限があるもののみ）
アプリを選択すると、アプリのコピーが作成され、編集画面が表示されます。編集方法については
第4章 kintoneの基本操作＞一覧を作成する＞アプリを作成する（p.38）をご参照ください。
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レコードを追加するには2つの方法があります。

1件ずつ作成する
1. アプリを開き、［＋］アイコンをクリックします。

2. 新規作成画面が表示されたら各フィールドを入力します。 ※＊マークは必須項目です。

横に［取得］ボタンのあるフィールド（例：上図の「顧客名」）はルックアップフィールドです。
［取得］をクリックすると候補が表示されます。候補が多い場合はろうとアイコンから絞り込み検
索ができます。

レコードを追加する

絞り込み検索

3. 入力が完了したら保存をクリックします。

ファイルを読み込んで一括で読み込む
1. アプリを開き、［・・・］アイコンをクリックし、［ファイルから読み込む］を選択します。

第 4 章 ● kintoneの基本操作
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2. ［参照］をクリックし、読み込むデータファイルを選択します。
表示されたプレビューを確認します。

4. 読み込むをクリックするとダウンロードが開始されます。

3. アプリのフィールドとファイルの列を対応させます。
一括更新のキーは既に登録済みのレコードを更新する場合のみチェックを付けます。一括更新のキ
ーに指定したフィールドとファイルの列の値がが同じであればレコードを更新します。

フィールドタイプ
を選択

登録済みのレコードを
更新する場合はチェック
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レコードの編集は詳細画面、または一覧画面から行います。

詳細画面からの編集
1. 一覧の書類アイコンをクリックし、編集するレコードの詳細画面を開きます。

2. 編集アイコンをクリックすると編集画面を表示します。

3. 編集が完了したら、保存をクリックします。

レコードを編集する

一覧画面からの編集
一覧に表示された項目は一覧画面上で編集することができます。
鉛筆アイコンをクリックすると編集モードに切り替わります。編集が完了したら保存アイコンを
クリックすると編集が保存されます。

編集

保存

一覧で編集できるフィールドには制限があります。フィールドタイプの種類や他のレコードがら
転記されたフィールド、テーブル内のフィールドについては一覧での編集はできません。

第 4 章 ● kintoneの基本操作
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一覧の追加、編集はアプリの設定画面から行います。
1. アプリを開き、歯車アイコンをクリックします。

2. 一覧タブを選択し、［＋］アイコンをクリックして一覧の詳細を設定します。

3. 一覧の追加・編集画面では、一覧名、レコード一覧の表示形式、一覧に表示するフィールド、絞
り込み条件が設定できます。
一覧に表示するフィールドはドラッグアンドドロップで配置できます。

一覧を作成する

作成例：自分が作成したレコードのみ表示する場合

4. 作成が完了したら、［保存］、［アプリを公開］の順にクリックし、運用を開始します。

5. 一覧の選択肢に作成した一覧が表示されました。
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1. アプリを開き、グラフアイコンをクリックします。

2. グラフ作成画面が表示されます。
下部に表示されているグラフは、アプリのレコード内容をもとにkintoneが自動でおすすめのグ
ラフ例を出したものです。こちらに該当するものがあればワンクリックでグラフを作成すること
ができます。
ここではクロス集計の方法について解説します。上部に表示されているグラフの種類から［クロ
ス集計表］をクリックします。

3. グラフの詳細設定をします。
左側で設定したプレビューが画面右側に表示されます。ここでは「受注予定月毎に」「営業部の」
「確度別・担当者別の」「合計費用」を集計する例で作成しています。

グラフを作成する

ワンクリックで
作成できる

おすすめグラフ

● 分類する項目
○ 大項目に入れた値が横軸、中項目・小項目に入れた内容が縦軸に配置されます。

● 集計方法
○ レコード数・合計・平均・最大値・最小値から選択できます。
ここでは合計費用の合計値で集計します

● 条件
○ 絞り込み条件を設定できます。
ここでは営業部の値を見るので、部署名＝営業部に設定します。

● ソート
○ 表示する並び順を設定できます。

第 4 章 ● kintoneの基本操作
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5. 作成したグラフが表示されます。グラフの切り替えは折れ線グラフのアイコンから行います。

設定例：受注予定月毎営業部の確度別・担当者別の合計費用

4. 設定が完了したら、［保存］をクリックしグラフ名を設定します。

6. 一度保存したグラフを編集する場合は、アプリ設定画面から行います。
アプリを開き、歯車アイコンをクリックし［グラフ］タブを選択します。

7. 作成済みのグラフが一覧で表示されます。
編集するグラフの［編集］からと編集画面を開き、編集後保存しアプリを公開します。



51

第 章5
freee for kintoneの機能
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freee for kintone は、freee株式会社から提供されるWebアプリケーションです。

freee for kintone を用いることで、会計freee と kintone を連携させて活用できます。
主要な機能として、kintoneレコードの情報を会計freeeと連携し、見積書・請求書、取引を作成、
さらに会計freeeで管理している決済ステータスをkintoneから確認することもできます。

会計freeeにkintoneを組み合わせて業務を検討することで、バックオフィス業務だけではなくフ
ロント業務も含めて効率化を図ることが可能です。

この機能を利用するためには、下記が必要です。
● kintoneスタンダードコース
● 会計freeeプロフェッショナルプランまたはエンタープライズプラン
● freee for kitnone（無償）

freee for kintone の概要
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freee for kintoneの機能概要

● freeeに登録されているマスタ情報をkintoneのレコード
として保存できます。

タグ等レコード

会計freee勘定科目、税区分、取引先、部門、メモタグ、セグメント、経費科目、口座を
kintoneに連携 ▶ p.55

kintoneのレコードから会計freee取引先の新規登録(更新) ▶ p.55
● kintone上の取引先の情報を連携しfreeeへ新規作成また
は更新できます。

取引先取引先

kintoneのレコード情報から会計freeeメモタグの新規登録(更新) ▶ p.56
● kintone上のメモタグの情報を連携しfreeeへ新規作成ま
たは更新できます。

kintoneのレコード情報を会計freee見積書に連携 ▶ p.58
● kintone上の見積情報をfreeeへ連携し見積書を作成でき
ます。

● 複数のレコードをまとめて連携し、見積書の一括作成が
できます。

● 会計freee見積書のステータスをkintoneに同期できます。 見積書レコード

kintoneのレコード情報を会計freee請求書に連携 ▶ p.61
● kintone上の請求情報をfreeeへ連携し請求書を作成でき
ます。

● 複数のレコードをまとめて連携し、請求書の一括作成が
できます。

● 会計freee請求書のステータスをkintoneに同期できます。

入金情報

レコード

メモタグレコード

kintoneのレコード情報から会計freeeセグメントの新規登録(更新) ▶ p.57
● kintone上のセグメントの情報を連携しfreeeへ新規作成
または更新できます。

レコード セグメント

請求書

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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kintoneのレコード情報を会計freee振替伝票に連携 ▶ p.76
l kintone上の振替伝票の情報をfreeeに連携し、振替伝票
を作成できます。

kintone1サブドメインと会計freee複数事業所を連携 ▶ p.78
● 1つのkintoneサブドメインと複数のfreee事業所を連携
することができます。

kintoneのレコード情報を会計freee取引に連携 ▶ p.67
● kintone上の取引情報をfreeeに連携し、取引を作成
できます。

● 複数の取引をまとめて連携し一括作成ができます。
● 会計freee取引のステータスをkintoneに同期できます。 取引レコード

kintoneのレコード情報を取引の+更新(指定日での経過勘定の振替)に連携 ▶ p.70
● kintone上の振替情報をfreeeへ連携し、振替処理が
できます。

前受収益／売上

請求処理

入金情報連携

収益振替設定

預金口座／未収入金

未収入金／前受収益

前受収益／売上

振替伝票レコード

kintoneのレコードに会計freee試算表を連携 ▶ p.77
● 会計freee貸借対照表の情報(取引先別)を連携しkintone
にレコードとして保存できます。

● 会計freee損益計算書の情報(取引先別・品目別・部門別)
を連携しkintoneにレコードとして保存できます。

組織

レコード 試算表

kintoneのレコード情報を会計freeeファイルボックスに連携 ▶ p.65
● kintone上の添付ファイルの情報をfreeeへ連携し、
ファイルをアップロードできます。

ファイルボックスレコード

経費申請レコード

kintoneのレコード情報を会計freee経費精算に連携 ▶ p.64
● kintone上の経費申請の情報をfreeeへ連携し、経費申請
を作成できます。

● 会計freee経費精算のステータスをkintoneに同期できま
す。
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freee for kinotoneの基本操作
会計freee勘定科目、税区分、取引先、品目、部門、メモタグ、セグメント、経費科目、口
座を kintone に連携
会計freeeに存在する勘定科目、税区分、取引先、品目、部門、メモタグ、セグメント、経費科目

、口座の情報を取得してkintone内のアプリにレコードとして保存することができます。
なお、インポートの実行や設定の編集はfreee for kintoneの［マスタの管理 ］にて行うことがで
きます。

kintoneのレコードから会計freee取引先の新規登録(更新)

freee → kintoneレコードへ反映 kintone → freeeへ新規登録・更新

勘定科目 〇 ✕

税区分 〇 ✕

取引先 〇 〇

品目 〇 ✕

部門 〇 ✕

メモタグ 〇 〇

セグメント 〇 〇

経費科目 〇 ✕

口座 〇 ✕

会計freee取引先の新規登録
kintoneのレコードに追加した取引先をfreee取引先へ登録します。

2. レコード一覧を開き［取引先データアップロード］を選択します。

1. freeeへ連携するレコードを作成します。
freeeへ連携するレコードは「freee連携対象」にチェックを入れ保存します。

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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3. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとkintoneで作成したレコードを基にfreeeへ取
引先を作成します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

4. freeeに取引先が追加されました。

会計freee取引先の更新
kintoneで変更した取引先情報をもとにfreeeの取引先を更新（上書き）します。
更新機能の利用にはfreee for kintoneの機能連携設定の更新処理設定を［する］に設定する必要が
あります。
更新したいレコードのfreee連携対象フラグチェックをつけて保存し、レコード一覧画面から［取
引先データアップデート］をクリックすると同期を開始します。該当するレコードの情報を基に
freeeの取引先情報を更新します。

kintoneのレコード情報から会計freeeメモタグの新規登録(更新)
会計freeeメモタグの新規登録
1. freeeへ連携するレコードを作成します。
freeeへ連携するレコードは「freee連携対象」にチェックを入れ保存します。

2. レコード一覧を開き［メモタグデータアップロード］を選択します。
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3. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとkintoneで作成したレコードを基にfreeeへメ
モタグを作成します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

4. freeeにメモタグが追加されました。

会計freeeメモタグの更新
kintoneで変更したメモタグ情報をもとにfreeeのメモタグ情報を更新します。
更新機能の利用にはfreee for kintoneの機能連携設定の更新処理設定を［する］に設定する必要
があります。
更新したいレコードのfreee連携対象フラグチェックをつけて保存し、レコード一覧画面から［メ
モタグデータアップデート］をクリックすると同期を開始します。該当するレコードの情報を基に
freeeのメモタグ情報を更新します。

会計freeeセグメントの新規登録
1. freeeへ連携するレコードを作成します。
freeeへ連携するレコードは「freee連携対象」にチェックを入れ保存します。

kintoneのレコード情報から会計freeeセグメントの新規登録(更新)

2. アプリを開き［セグメントデータアップロード］を選択します。

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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kintoneのレコード情報を会計freee見積書に連携
1. レコードページにて［freeeへ見積書登録］を選択します。
確認ダイアログで［OK］をクリックすると取引が送信され完了後ダイアログが表示されます。

3. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとkintoneで作成したレコードを基にfreeeへセ
グメントを作成します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

4. freeeにセグメントが追加されました。

会計freeeセグメントの更新
kintoneで変更したセグメント情報をもとにfreeeのセグメント情報を更新します。
更新機能の利用にはfreee for kintoneの機能連携設定の更新処理設定を［する］に設定する必要
があります。
更新したいレコードのfreee連携対象フラグチェックをつけて保存し、レコード一覧画面から［セ
グメントデータアップデート］をクリックすると同期を開始します。該当するレコードの情報を基
にfreeeのセグメント情報を更新します。
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2. 見積書登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した見積書のURLが入力されます。

freee_URLをクリックすることで会計freee上で作成内容を確認することができます。

レコードの商品情報が
反映されます

見積書の発行ステータスをkintoneレコードに同期
下記のようにfreeeで変更された発行ステータスをkintoneレコードに反映します。

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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2. 確認ダイアログが表示されます。［OK］を選択するとステータス同期が開始され、完了後同
期完了を知らせるダイアログが表示されます。

1. レコードページから［発行ステータス同期］をクリックします。

3. 見積書の発行ステータスが変更されました。

見積書一括作成
1. アプリを開き、［freeeへ見積書登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると見積書の一括作成を開始します。完了後完
了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された見積書のURL入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreee見積書を確認できます。

レコードの商品情報が
反映されます

2. 確認ダイアログで［OK］をクリックすると取引が送信され完了後ダイアログが表示されます。

kintoneのレコード情報を会計freee請求書に連携
1. レコードページにて［freeeへ請求書登録］を選択します。

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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3. 請求書登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した請求書のURLが入力されます。
freee_URLをクリックすることで会計freee上で作成内容を確認することができます。

レコードの商品情報が
反映されます

請求書の発行・入金ステータスをkintoneレコードに同期
会計freeeで変更された決済状況をkintoneレコードに反映します。

1. アプリを開き、［ステータス同期］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとステータスの同期を開始します。完了後完
了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 入金ステータスが更新されました。

請求書一括作成
1. アプリを開き、［freeeへ請求書登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると請求書の一括作成を開始します。完了後完
了を知らせるダイアログが表示されます。

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された請求書のURL入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreee請求書を確認できます。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ経費データの登録を開始します。完了
後完了を知らせるダイアログが表示されます。

kintoneのレコード情報を会計freee経費精算に連携
1. レコードページから［freeeへ経費精算登録］を選択します。
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3. 経費精算登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した経費申請のURLが入力されます。
freee_URLをクリックすることで会計freee上で作成内容を確認することができます。

kintoneのレコード情報を会計freeeファイルボックスに連携
ここではfreeeサンプルアプリ「[取引]→freee」を利用した連携について解説します。
1. 証憑ファイルを添付したレコードページから［freeeへ証憑データ登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ証憑の登録を開始します。完了後完了
を知らせるダイアログが表示されます。

第 5 章 ● freee for kintoneの機能



66

3. 証憑登録が完了すると証憑IDが入力されます。

4. ［freeeへ取引登録］を選択し、freeeへ取引を登録すると、freee上で取引と証憑が紐づけられ
ます。入力されたfreee_URLからレコードに紐づいた取引と証憑を確認できます。
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kintoneのレコード情報を会計freee取引に連携
1. レコードページから［freeeへ取引登録］を選択します。

3. 取引登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した取引のURLが入力されます。
freee_URLをクリックすることで会計freee上で作成された取引の内容を確認することができま
す。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の登録を開始します。完了後完了
を知らせるダイアログが表示されます。
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取引の決済ステータスをkintoneレコードに同期
会計freeeで決済登録を行うなどにより変更された決済ステータスをkintoneの該当レコードへ反
映します。

1. アプリを開き、［決済情報の同期］をクリックします。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeの決済情報の取得を開始します。完了
後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 決済ステータスが更新されました。
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取引の一括作成
1. アプリを開き、［freeeへ取引登録］を選択します。

3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された取引のURL入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreeeの取引を確認できます。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。完了後完了を
知らせるダイアログが表示されます。
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kintoneのレコード情報を取引の+更新(指定日での経過勘定の振替)に連携

1. レコードページから［freeeへ+更新登録］を選択します。

レコードごとに作成
● 請求書
○ kintoneから請求書連携後、振替対象のレコードの「振替対象」フィールドにチェックを入れ
て次の作業を行います。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の＋更新登録を開始します。完了
後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 紐づいた取引に＋更新が作成されました。
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● 取引
○ kintoneからfreeeへ取引登録後、振替対象のレコードの「振替対象」フィールドにチェック
を入れて次の作業を行います。

1. レコードページから［freeeへ+更新登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の＋更新登録を開始します。完了
後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 紐づいた取引に＋更新が作成されました。
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取引の＋更新一括作成
● 請求書
○ kintoneから請求書連携後、振替対象のレコードの「振替対象」フィールドにチェックを入れ
て次の作業を行います。

1. レコード一覧を開き、［freeeへ＋更新登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。完了後完了を
知らせるダイアログが表示されます。

3. kintoneの請求書情報に紐づいたfreeeの取引それぞれに＋更新が作成されました。
① 請求書番号19の取引
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② 請求書番号18の取引

③ 請求書番号17の取引

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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● 取引
○ kintoneからfreeeへ取引登録後、振替対象のレコードの「振替対象」フィールドにチェック
を入れて次の作業を行います。

1. レコード一覧を開き、［freeeへ＋更新登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。完了後完了を
知らせるダイアログが表示されます。

3. kintoneの取引情報に紐づいたfreeeの取引それぞれに＋更新が作成されました。
① 取引先：スワローシステムの取引
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② 取引先：セカイ株式会社の取引

③ 取引先：山中株式会社の取引
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ振替伝票の登録を開始します。完了後
完了を知らせるダイアログが表示されます。

kintoneのレコード情報を会計freee振替伝票に連携
1. レコードページから事業所・仕訳を選択し、［freeeへ振替伝票登録］を選択します。

3. 振替伝票の登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した振替伝票のURLが入力されます。
freee_URLをクリックすることで会計freee上で作成内容を確認することができます。
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kintoneのレコードに会計freee試算表を連携
freeeに作成された試算表のデータをkintoneのレコードとして登録できます。取得できる試算表
の種類は4種類あり、連携設定にて選択できます。

● 貸借対照表
○ 取引先別

● 損益計算書
○ 取引先別
○ 品目別
○ 部門別

選択した種類により、レコードに表示される内容は異なります。
例：部門別損益計算書

1. アプリを開き一覧を［（すべて）］に切り替えます。
取得したい試算表の範囲を発生日で設定し［試算表データダウンロード］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると試算表の取得を開始します。完了後完了を知
らせるダイアログが表示されます。

第 5 章 ● freee for kintoneの機能
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kintone1サブドメインと会計freee複数事業所を連携
freee for kintoneでは、1サブドメイン内で、会社ごとにスペースを分けて用意いただくことで
、複数の会計freeeの事業所に対応が可能です。グループ会社で、業務が横断的に発生する場合は、
便利な機能となります。
※スペースごとにそれぞれマスタのアプリや連携機能の設定が必要となります。

3. 試算表データがレコードに登録されました。

事業所A

事業所B

スペースA

スペースB

サブドメイン
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第 章6
freee for kintoneの初期設定
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freee for kintoneの利用にあたっては、管理者側・ユーザ側双方において初期設定が必要です。

1. ブラウザで「freeeアプリストア」を検索するか、会計freeeにログイン後、右上での［関連プロ
ダクト・サービス］よりfreeeアプリストアをクリックします。

2. freeeアプリストア内で「kintone」を検索し、［freee for kintone］を選択します。

3. アプリページが表示されます。連携ボタンをクリックし、freeeへログインするとアプリ連携の
許可を求められるので、［許可する］を選択します。

認証設定

cybozu.com共通管理者の認証設定
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● 事業所設定
連携するfreee事業所をプルダウンから選択し、［次に進む］をクリックします。

● cybozu.comサブドメインの指定
連携するkintoneのcybozu.comサブドメインを入力、選択して［次に進む］をクリックします
。

● cybozu.comへOAuthクライアントを追加
1. cybozu.com共通管理でOAuthクライアントを追加します。
連携するcybozu.comログインページでログインし、cybozu.com共通管理を開きます。
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2. ［外部連携］を選択し、［OAuthクライアントの追加］をクリックし、クライアント名とリダイ
レクトエンドポイントを入力し保存します。

Point _IPアドレス制限をしている場合_

freee for kintoneはkintoneとfreeeのIPアドレス制限に対応しています。
IPアドレスを「すべて拒否」「一部許可」に設定している場合は、下記の
IPアドレスを追加してください。
【 35.194.118.50】
※ IPアドレス制限の設定には「サイボウズドットコム ストアの管理者」
「アクセス制限を設定する権限が付与された、cybozu.com共通管理
者」のいずれかの権限が必要です。
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4. freee for kintoneページへ戻り、［次に進む］をクリックします

3. 連携利用ユーザの指定
［組織連携］から［連携利用ユーザーの設定］をクリックし、freee for kintoneを利用するユー
ザにチェックを入れ保存します。

連携を利用するユーザーに
チェックを入れて保存
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● OAuthクライアント情報の入力
1. OAuthクライアントID・OAuthクライアントシークレットを、cybozu.com共通管理を参照して入
力します。
鉛筆アイコンからOAuthクライアントの詳細を開き、各項目にコピー＆ペーストして［次に進む］
をクリックします。

2. 表示された認証許可の確認で［許可］をクリックします。

＜参照先＞
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● スペース情報の読み込み
1. 利用するスペーステンプレートをクリックしてダウンロードし、kintoneへアップロードします。
※kintoneへのスペーステンプレートアップロード方法は第4章 kintoneの基本操作＞スペースを作
成する＞スペーステンプレートを読み込む（p.37）をご参照ください。

2. スペースを作成します。
kintoneポータル画面の「スペース」の［＋］アイコンから［スペースを作成］を選択し、
［freee for kintone］をクリックします。作成したスペースはホーム画面に表示されます
。

3. freee for kintoneページの［次に進む］をクリックします。
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各ステップの入力が完了したら、認証用アプリ・パスワードの設定をして次に進みます。
freee for kintoneを開くにはパスワードの入力が求められます。

freee for kintoneユーザーの認証設定
1. ブラウザで「freeeアプリストア」を検索するか、会計freeeにログイン後、右上での［関連プロ
ダクト・サービス］より［freeeアプリストア］をクリックします。

2. freeeアプリストア内で「kintone」を検索し、［freee for kintone］を選択します。

3. アプリページが表示されます。連携ボタンをクリックし、freeeへログインするとアプリ連携の
許可を求められるので、［許可する］を選択します。

4. 連携するfreee事業所をプルダウンから選択し、［次に進む］をクリックします。

5. kintoneへログインします。

6. 表示された認証許可の確認で［許可］をクリックします。

7. パスワードが求められたら、freee for kintoneユーザーに必要な認証設定は終了です。
※この先に進むにはfreee for kintoneの管理者パスワードが必要となります。管理者以外はパス
ワードを入力し次に進む必要はありません。
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freeeの持つ情報をマスタとしてkintoneアプリにレコード登録します。マスタとして登録できる
freee項目は11種類です。業務に合わせて必要なマスタを作成しましょう。

● 勘定科目
● 税区分
● 取引先
● 品目
● 部門

勘定科目の連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「勘定科目」の［設定］を選択します。

マスタ連携

● メモタグ
● セグメント１～３
● 経費科目
● 口座

2. 勘定科目マスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。
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4. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeの勘定科目をレコードとして登録します。

税区分の連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「税区分」の［設定］を選択します。

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 勘定科目ID id 整数型 必須 数値

2 勘定科目名 name 文字列型 必須 文字列1行

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
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3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

2. 税区分マスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

4. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeの税区分をレコードとして登録します。

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 税区分コード code 文字列型 必須 数値

2 税区分名 name_ja 文字列型 必須 文字列1行

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
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2. 取引先マスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

取引先の連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「取引先」の［設定］を選択します。

3. はじめて設定をする場合は最低限の必須項目・推奨項目が表示されます。各kintoneフィールド
の割り当てをプルダウンから選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

4. 取引先連携の詳細設定をします。
［設定］をクリックすると必須項目以外の項目が一覧で表示され細かな設定が可能です。
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設定項目は３種類のタブに分類されています。
各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンから選択し、保存します。

＜参考＞各フィールドの参照先：基本設定
設定するフィールドは会計freeeの取引先の項目です。

freee連携対象：
レコードが連携対象か否を指定
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＜参考＞各フィールドの参照先：詳細設定
設定するフィールドは会計freeeの取引先の項目です。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

● 共通設定
○ 更新処理を行う（必須）
■ 更新処理を行うの設定では「する」「しない」のいずれかから選択できます。

「する」に設定した場合 kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の新規登録・既存の取引先の
更新（上書き）を行うことができます。

「しない」に設定した場合 kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の新規登録のみを行うことが
できます。
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● 基本設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 freee連携対象 Connected
_partners - 必須 チェックボックス

2 取引先ID id 文字列型 必須 数値

3 取引先コード code 文字列型 任意 数値・文字列（1行）・
ルックアップ

4 取引先名 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

5 ショートカット1 shortcut1 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

6 ショートカット2 shortcut2 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

7 正式名称 long_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

8 カナ名称 name_kana 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

9 敬称 default_title 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

10 電話番号 phone 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

11 担当者 氏名 contact_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

12 担当者 メールアドレス email 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

13 振込元口座ID Payer
_walletable_id 整数型 任意 数値・ルックアップ

14 振込手数料負担 transfer_fee
_handing_side 文字列型 任意 ドロップダウン・文字列（1行）・

ルックアップ

● 詳細設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 郵便番号 zip_code 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

2 都道府県コード Prefecture
_code 整数型 任意 ドロップダウン・数値・

文字列（1行）・ルックアップ
3 市区町村・番地 street_name1 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

4 建物名・部屋番号 street_name2 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

5 請求書送付方法 Sending
_method 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・

文字列（1行）・ルックアップ
6 銀行名 bank_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

7 銀行名（カナ） bank_name
_kana 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

8 銀行番号 bank_code 文字列型 任意 数値・文字列（1行）・
ルックアップ

9 支店名 branch_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

10 支店名（カナ） branch_kana 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ
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11 支店番号 branch_code 文字列型 任意 数値・文字列（1行）・ルックアップ

12 口座種別 account_type 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

13 口座番号 account_number 文字列型 任意 数値・文字列（1行）・ルックアップ

14 受取人名 long_account
_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

15 受取人名（カナ） account_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

16 締め日_支払設定 cutoff_day 文字列型 任意 ドロップダウン・数値・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

17 支払月_支払設定 additional_months 文字列型 任意 ドロップダウン・数値・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

18 支払日_支払設定 fixed_day 文字列型 任意 ドロップダウン・数値・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

19 締め日_請求設定 cutoff_day 文字列型 任意 ドロップダウン・数値・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

20 入金月_請求設定 additional_months 文字列型 任意 ドロップダウン・数値・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

21 入金日_請求設定 fixed_day 文字列型 任意 ドロップダウン・数値・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

5. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeの取引先をレコードとして登録します。
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2. 品目マスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

品目の連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「品目」の［設定］を選択します。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 品目ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ

2 品目名 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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2. 部門マスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

部門の連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「部門」の［設定］を選択します。

4. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeの品目をレコードとして登録します。
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4. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeの部門をレコードとして登録します。

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 部門ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ

2 部門名 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

メモタグの連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「メモタグ」の［設定］を選択します。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

2. メモタグマスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

4. メモタグ連携の詳細設定をします。
［設定］をクリックすると必須項目以外の項目が一覧で表示され細かな設定が可能です。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
● 共通設定
○ 更新処理を行う（必須）
■ 更新処理を行うの設定では「する」「しない」のいずれかから選択できます。

「する」に設定した場合
kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の情報の新規登録・既存の取引
先の更新（上書き）を行うことができます。

「しない」に設定した場合 kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の情報を新規登録のみを行うこ
とができます。

● 基本設定
No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 freee連携対象 connected_tags - 必須 チェックボックス

2 メモタグID id 整数型 必須 数値・ルックアップ

3 メモタグ名 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

4 ショートカット１ shortcut1 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

5 ショートカット２ shortcut2 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ



99

5. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeのメモタグをレコードとして登録します。

2. セグメント１マスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

セグメント１～３の連携
※ 次の手順は「セグメント1」の連携に関する操作ですが、同様の操作で「セグメント2」、
「セグメント3」も連携可能です。
1.［マスタ連携］をクリックし「セグメント１」の［設定］を選択します。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

4. セグメント１連携の詳細設定をします。
［設定］をクリックすると必須項目以外の項目が一覧で表示され細かな設定が可能です。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

● 共通設定
○ 更新処理を行う（必須）
■ 更新処理を行うの設定では「する」「しない」のいずれかから選択できます。

「する」に設定した場合
kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の情報の新規登録・既存の取
引先の更新（上書き）を行うことができます。

「しない」に設定した場合 kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の情報を新規登録のみを行う
ことができます。

● 基本設定

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 freee連携対象 connected
_segments - 必須 チェックボックス

2 セグメントID id 整数型 必須 数値・ルックアップ

3 セグメント名 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

4 備考 description 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

5 ショートカット１ shortcut1 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

6 ショートカット２ shortcut2 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ
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5. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeのセグメント１をレコードとして登録しま
す。

2. 経費科目マスタを登録するアプリを選択し、「連携」をクリックします。

経費科目の連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「経費科目」の［設定］を選択します。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定



102

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

5. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeの経費科目をレコードとして登録します。

4. 経費科目連携の詳細設定をします。
［設定］をクリックすると必須項目以外の項目が一覧で表示され細かな設定が可能です。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 経費科目ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ

2 経費科目名 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

3 勘定科目名 account_item
_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

4 税区分名 tax_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

5 経費科目の説明 description 文字列型 任意 文字列（複数行）・
文字列（1行）・ルックアップ

6 内容の補足 line_description 文字列型 任意 文字列（複数行）・
文字列（1行）・ルックアップ
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口座の連携
1. ［マスタ連携］をクリックし「口座」の［設定］を選択します。

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをプルダウンか
ら選択します。［連携］をクリックすると連携が開始されます。

2. 口座マスタを登録するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

4. 口座連携の詳細設定をします。
［設定」をクリックすると必須項目以外の項目が一覧で表示され細かな設定が可能です。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 口座ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ

2 口座名 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

3 口座区分 type 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定



104

5. ［kintoneにマスタを連携する］をクリックし、freeeの口座をレコードとして登録します。

Point _マスタ連携のまとめ_

1. マスタとして登録できるfreee項目は「勘定科目」「税区分」「取引先
」「品目」「部門」「メモタグ」「セグメント１」「セグメント２」「
セグメント３」「経費科目」「口座」の11種類

2. kintoneへの各マスタ連携はfreee for kintoneの［マスタ連携］から行
い、「kintoneにマスタを連携する」を実行するとkintoneアプリにレ
コードとしてマスタが登録される

3. 「取引先」「メモタグ」「セグメント」「経費科目」の連携は、初回の
設定時は必須・推奨項目のみが表示され、任意の項目については各マス
タ連携の［設定］から各フィールドの割り当てができる

4. freee社の提供するサンプルアプリ以外のアプリを利用する場合は、各
項目が連携可能なkintoneのフィールド型に留意の上設定する
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見積書の連携
1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し、「見積書の連携」の［設定］をクリックします。

2. kintoneアプリで見積書を連携するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

機能連携

3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに設定し
、［連携］をクリックします。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定①

見積書ID：見積書別に自動で採番されるユニークなID

デフォルトの税区分：
見積書をfreeeに連携する際の税区分の初期値

デフォルトの勘定科目：
見積書をfreeeに連携する際の勘定科目の初期
値

取引先コード：取引先ごとに任意の文字列で設定できるコード
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4. 機能連携が開始されました。

＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定②

freee_URL：
freeeに作成された見積書のURL

5. 必須・推奨設定でない項目は見積書連携の［設定］をクリックすると各項目の入力ができます。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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＜参考＞各フィールドの参照先
基本設定

明細行設定

仕訳連携設定

税区分コード：税区分別に事業所共通で定められたコー
ド

勘定科目ID：勘定科目別に自動で採番されるユニークなID
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送付連携設定

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

● 共通設定
○ 見積書ステータス（任意）
■ 「見積書ステータスの設定」では、［送付待ち］［送付済み］のいずれかから選択できま
す。

○ タイトル（任意）
■ 見積書に表示するのタイトルを指定します。入力したタイトルが作成された見積書に反映
されます。

○ 見積書レイアウト（任意）
■ 「見積書レイアウト」の設定では、［レイアウト１/クラシック］［レイアウト２/クラシ
ック］［封筒１/クラシック］［レイアウト１/モダン］［レイアウト２/モダン］［封筒/
モダン］のいずれかから選択できます。選択したレイアウトで見積書が作成されます。

○ 見積書の消費税計算方法（任意）
■ 「見積書の消費税計算方法」では、［内税］［外税］のいずれかから選択できます。見積
書の明細行の消費税の計算方法を指定します。

○ デフォルトの勘定科目（必須）
■ 見積書をfreeeに連携する際の勘定科目の初期値を設定します。

○ デフォルトの税区分（必須）
■ 見積書をfreeeに連携する際の税区分の初期値を設定します。

「送付待ち」に設定した場合 kintoneからfreeeへ見積書を作成した際のステータス初期値が「送付待ち」
になります。

「送付済み」に設定した場合 kintoneからfreeeへ見積書を作成した際のステータス初期値が「送付済み」
になります。

「内税」に設定した場合 明細の金額は消費税が含まれるものとし、消費税額を算出します。

「外税」に設定した場合 明細の金額にを基に消費税額を計算し加算します。

設定した場合 見積書をfreeeに連携した際の初期値として反映します。

設定しない場合 勘定科目ID・税区分コードのフィールドの追加および、レコードごとに勘定
科目・税区分の値が必須です。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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○ 採番ルールの利用（必須）
■ 「採番ルールの利用」の設定では、［する］［しない］のいずれかから選択できます。
■ 採番ルールを利用するとfreeeの請求書設定で設定した採番ルールをもとに自動的に見積書
番号を生成します。

○ 取引先コードの利用（必須）
■ 「取引先コードの利用」の設定では、［する］［しない］のいずれかから選択できます。
■ 取引先コードを利用するとfreeeが自動的に採番する取引先IDではなく任意の文字列・数値
で取引先をコードで管理し、取引先の情報を連携することが可能です。

「する」に設定した場合 採番ルールをもとに自動的に見積書番号を付与され見積書が作成されます。

「しない」設定した場合 レコードごとに見積書番号の値の入力が必須です。

「する」に設定した場合 取引先コードをもとに取引先情報が連携され見積書が作成されます。

「しない」設定した場合 取引先IDをもとに取引情報が連携され見積書が作成されます。

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 見積書ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ
2 見積日 issue_date 文字列型 推奨 日付・文字列（1行）・ルックアップ

3 取引先ID partner_id 整数型 必須
（ID・コー
ドのいずれ
かを選択）

数値・ルックアップ

4 取引先コード partner_code 文字列型 数値・文字列（1行）・ルックアップ

5 見積書番号 quotation
_number 文字列型 必須 計算・数値・レコード番号・

文字列（1行）・ルックアップ

6 概要 description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・ユーザー選択

7 見積書ステータス quotation_status 文字列型 推奨 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

8 見積書に表示する
取引先名

partner_display
_name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

9 取引先_敬称 partner_title 文字列型 必須 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

10 取引先_担当者名 partner_contact
_info 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

11 取引先_郵便番号 partner_zip_code 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

12 取引先_都道府県コード
partner

_prefecture_code 整数型 任意 数値・文字列（1行）・ルックアップ

13 取引先_市区町村・番地 partner_address1 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

14 取引先_建物名・
部屋番号 partner_address2 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

● 基本設定
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15 自社名 company_name 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

16 自社_郵便番号 company_zipcode 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

17 自社_都道府県
コード

company
_prefecture_code 整数型 任意 ドロップダウン・数値・ラジオボタン・

文字列（1行）・ルックアップ

18 自社_市区町村・
番地

company
_address1 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・

文字列（1行）・ルックアップ

19 自社_建物名・
部屋番号

company
_address2 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・

文字列（1行）・ルックアップ

20 自社_担当者名 company_contact
_info 文字列型 任意

ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ・

ユーザー選択

21 メッセージ message 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

22 備考 notes 文字列型 任意
ドロップダウン・文字列（複数行）・
ラジオボタン・文字列（1行）・

ルックアップ

● 明細行設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 行の種類 type 文字列型 必須 ドロップダウン・ラジオボタン・文字
列（1行）・ルックアップ・テーブル

2 数量 qty 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

3 単位 unit 文字列型 推奨 ドロップダウン・ラジオボタン・文字列
（1行）・ルックアップ・テーブル

4 単価 unit_price 整数型 必須 ドロップダウン・数値・ルックアップ・
ラジオボタン・テーブル

5 消費税額 vat 整数型 任意 計算・数値・ルックアップ・テーブル

6 見積明細名 description 文字列型 推奨
ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ ・

テーブル

● 仕訳連携設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 勘定科目ID account_item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル

2 税区分コード tax_code 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル

3 品目ID item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル
4 部門ID section_id 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル

5 メモタグID tag_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル

6 セグメントID1 segment_1_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル

7 セグメントID2 segment_2_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル

8 セグメントID3 segment_3_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ ・テーブル
9 freee_URL freee_url 文字列型 必須 リンク

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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● 送付先設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 Web共有日時 web_published
_at 文字列型 任意 日時

2 Web共有
ダウンロード日時

web
_downloaded_at 文字列型 任意 日時

3 Web共有取引先
確認日時

web_confirmed
_at 文字列型 任意 日時

宛名情報の補完機能について
● 取引先コードを利用する場合は、取引先コードをもとにfreeeの取引先から宛名情報を補完し、取
引先コードを利用しない場合は、取引先IDをもとにfreeeの取引先から宛名情報を補完します。

● 項目の割り当てを行うとfreeeの取引先ではなく割り当てられたフィールドの値をもとに宛名情報
が作られます。

No. 項目名 項目の割り当てを
しない場合

項目の割り当てをして
空文字の場合

項目の割り当てをして
値がある場合

1 自社名 事業所設定情報から
補完し作成

事業所設定情報から
補完し作成 指定された値で作成

2 自社_郵便番号 事業所設定情報から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

3 自社_都道府県コード 事業所設定情報から
補完し作成

事業所設定情報から
補完し作成 指定された値で作成

4 自社_市区町村・番地 事業所設定情報から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

5 自社_建物名・部屋番号 事業所設定情報から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

6 自社_担当者名 freeeの見積書テンプレート
から補完し作成 空文字 指定された値で作成

自社情報の補完機能について
l 項目の割り当てがない場合、会計freeeの事象所設定情報や見積書テンプレート設定にて、設定
された自社情報を補完します。

No. 項目名 項目の割り当てを
しない場合

項目の割り当てをして
空文字の場合

項目の割り当てをして
値がある場合

1 取引先_担当者名 freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

2 取引先_郵便番号 freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

3 取引先_都道府県コード freeeの取引先から
補完し作成 エラー 指定された値で作成

4 取引先_市区町村・番地 freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

5 取引先_建物名
・部屋番号

freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成
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請求書の連携

2. kintoneアプリで請求書を連携するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに設定し
［連携］をクリックします。

1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し、「請求書の連携」の［設定］をクリックします。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定

備考・メッセージの補完機能について
● 項目の割り当てがない場合、会計freeeの見積書テンプレート設定にて、設定された情報を補完
します。

No. 項目名 項目の割り当てを
しない場合

項目の割り当てをして
空文字の場合

項目の割り当てをして
値がある場合

1 備考 freeeの見積書テンプレート
から補完し作成 空文字 指定された値で作成

2 メッセージ freeeの見積書テンプレート
から補完し作成 空文字 指定された値で作成
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＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定①

請求書ID：
請求書別に自動で採番されるユニークなID

取引先コード：
取引先ごとに任意の文字列で設定できるコード

デフォルトの税区分：
見積書をfreeeに連携する際の税区分の初期値

デフォルトの勘定科目：
見積書をfreeeに連携する際の勘定科目の初期値
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4. 機能連携が開始されました。

freee_URL：freeeに作成された請求書のURL

取引ID：取引別に自動で採番されるユニークなID

＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定②

5. 必須・推奨設定でない項目は請求書連携の［設定］をクリックすると各項目の入力ができます。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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＜参考＞各フィールドの参照先
基本設定

明細行設定
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仕訳連携設定

入金連携設定

勘定科目ID：勘定科目別に自動で採番されるユニークなID
税区分コード：税区分別に事業所共通で定められたコー
ド
明細行ID：明細行別に自動で採番されるユニークなID

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
● 共通設定
○ 請求書ステータス（任意）
■ 「請求書ステータスの設定」では、［下書き］［発行］のいずれかから選択できます。

「下書き」に設定した場合 kintoneからfreeeへ請求書を作成した際のステータスの初期値が「下書き」に
なります。

「発行」に設定した場合 kintoneからfreeeへ請求書を作成した際のステータスの初期値が「送付待ち」
になります。

○ タイトル（任意）
■ 請求書へ表示するタイトルを指定します。入力したタイトルが作成された請求書に反映さ
れます。

○ 請求書レイアウト（任意）
■ 「請求書のレイアウト」の設定では、［レイアウト１/クラシック］［レイアウト２/クラ
シック］［封筒１/クラシック］［レイアウト３（繰越金額欄あり）/クラシック］［封筒
２（繰越金額欄あり）/クラシック］［レイアウト１/モダン］［レイアウト２/モダン］［
封筒/モダン］のいずれかから選択でき、選択したレイアウトで請求書が作成されます。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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○ 請求書の消費税計算方法（任意）
■ 「請求書の消費税計算方法」では、［内税］［外税］のいずれかから選択できます。請求
書の明細行の消費税の計算方法を指定します。

○ デフォルトの税区分（必須）
■ 請求書をfreeeに連携する際の税区分の初期値を設定します。

○ デフォルトの勘定科目（必須）
■ 請求書をfreeeに連携する際の勘定科目の初期値を設定します。

○ 振込専用口座の利用（任意）
■ 「振込専用口座の利用」の設定では［する］［しない］のいずれかから選択できます。
■ 振込専用口座は取引先ごとにユニークな口座番号を設定することで、freeeで推測された消
し込み候補を確認する作業が発生せず、取引の消込処理が全自動化される機能です。

○ 取引情報の反映（必須）
■ 「取引情報の反映」の設定では、［する］［しない］のいずれかから選択できます。freee
へ請求書を作成した際に、取引IDをもとに取引の情報をkitnoneに反映するか否かを設定し
ます。

「内税」に設定した場合 明細の金額は消費税が含まれるものとし、消費税額を算出します。

「外税」に設定した場合 明細の金額にを基に消費税額を計算し加算します。

設定した場合 請求書をfreeeに連携した際の初期値として反映します。

設定しない場合 勘定科目ID・税区分コードのフィールドの追加およびレコードごとに勘定科目
・税区分の値が必須です。

「する」に設定した場合 請求書に紐づいた取引の決済残額や明細行IDも返します。

「しない」に設定した場合 請求書ステータス・入金ステータス・入金日のみ返します。

「する」に設定した場合 freeeは支払口座で指定した口座を振込専用口座として処理します。
入金があった場合に自動で決済処理を行います。

「しない」に設定した場合 自動で経理や自動登録ルールを用いた通常の消込処理が必要です。

○ 採番ルールの利用（必須）
■ 「採番ルールの利用」の設定では、［する］［しない］のいずれかから選択できます。
■ 採番ルールを利用するとfreeeの請求書設定で設定した採番ルールをもとに自動的に請求書
番号を生成します。

「する」に設定した場合 採番ルールをもとに自動的に請求書番号を付与され請求書が作成されます。

「しない」設定した場合 レコードごとに請求書番号の値の入力が必須です。
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○ 取引先コードの利用（必須）
■ 「取引先コードの利用」の設定では、［する］［しない］のいずれかから選択できます。
■ 取引先コードを利用するとfreeeが自動的に採番する取引先IDではなく任意の文字列・数値
で取引先をコードで管理し、取引先の情報を連携することが可能です。

「する」に設定した場合 取引先コードをもとに取引先情報が連携され請求書が作成されます。

「しない」設定した場合 取引先IDをもとに取引情報が連携され請求書が作成されます。

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 請求書ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ
2 請求日 issue_date 文字列型 推奨 日付・文字列（1行）・ルックアップ

3 取引先ID partner_id 整数型 必須
（ID・コー
ドのいずれ
かを選択）

数値・ルックアップ

4 取引先コード partner_code 文字列型 数値・文字列（1行）・ルックアップ

5 請求書番号 invoice_number 文字列型 必須 計算・数値・レコード番号・
文字列（1行）・ルックアップ

6 期日 due_date 文字列型 任意 日付
7 計上日 booking_date 文字列型 任意 日付

8 概要 description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・ユーザー選択

9 請求書ステータス invoice_status 文字列型 推奨 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

10 請求書に表示する
取引先名

partner_display
_name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

11 取引先_敬称 partner_title 文字列型 必須 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

12 取引先_担当者名 partner_contact
_info 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ・

13 取引先_郵便番号 partner_zip
_code 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

14 取引先_都道府県
コード

partner
_prefecture_cod

e
整数型 任意 数値・文字列（1行）・ルックアップ

15 取引先_市区町村・番地
partner_address

1 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

16 取引先_建物名・
部屋番号

partner_address
2 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

17 自社名 company_name 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

18 自社_郵便番号 company
_zipcode 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・

文字列（1行）・ルックアップ

19 自社_都道府県
コード

company
_prefecture_cod

e
整数型 任意

ドロップダウン・数値・
ラジオボタン・文字列（1行）・

ルックアップ

● 基本設定

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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20 自社_市区町村・
番地 company_address1 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・

文字列（1行）・ルックアップ

21 自社_建物名・
部屋番号 company_address2 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・

文字列（1行）・ルックアップ

22 自社_担当者名 company_contact
_info 文字列型 任意

ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ・

ユーザー選択

23 支払方法 payment_type 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

24 支払口座 payment_bank_info 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

25 メッセージ message 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

26 備考 notes 文字列型 任意
ドロップダウン・文字列（複数行）・
ラジオボタン・文字列（1行）・

ルックアップ

● 明細行設定
No. 項目名 freeeの

データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 行の種類 type 文字列型 必須
ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ・

テーブル
2 数量 qty 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

3 単位 unit 文字列型 推奨
ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ・

テーブル

4 単価 unit_price 整数型 必須
ドロップダウン・数値・

ルックアップ・ラジオボタン・
テーブル

5 消費税額 vat 整数型 任意 計算・数値・ルックアップ・テーブル

6 請求明細名 description 文字列型 推奨
ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ・

テーブル

● 仕訳連携設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 勘定科目ID account_item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

2 税区分コード tax_code 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

3 品目ID item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

4 部門ID section_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

5 メモタグID tag_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

6 セグメントID1 segment_1_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

7 セグメントID2 segment_2_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル
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8 セグメントID3 segment_3_tag
_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

9 取引ID deal_id 整数型 必須 数値・ルックアップ
10 明細行ID detail_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル
11 freee_URL freee_url 文字列型 必須 リンク

● 入金連携設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 入金ステータス payment_status 文字列型 推奨 ドロップダウン・文字列（1行）・
ルックアップ

2 入金日 payment_date 文字列型 任意 日付

3 Web共有日時 web_published_at 文字列型 任意 日時

4 Web共有ダウンロ
ード日時

web_downloaded
_at 文字列型 任意 日時

5 Web共有取引先
確認日時 web_confirmed_at 文字列型 任意 日時

6 郵送ステータス posting_status 文字列型 任意 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

7 決済残額 due_amount 文字列型 任意 数値・ルックアップ

宛名情報の補完機能について
● 取引先コードを利用する場合は、取引先コードをもとにfreeeの取引先から宛名情報を補完し、取
引先コードを利用しない場合は、取引先IDをもとにfreeeの取引先から宛名情報を補完します。

● 項目の割り当てを行うとfreeeの取引先ではなく割り当てられたフィールドの値をもとに宛名情報
が作られます。

No. 項目名 項目の割り当てを
しない場合

項目の割り当てをして
空文字の場合

項目の割り当てをして
値がある場合

1 取引先_担当者名 freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

2 取引先_郵便番号 freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

3 取引先_都道府県コード freeeの取引先から
補完し作成 エラー 指定された値で作成

4 取引先_市区町村・番地 freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

5 取引先_建物名・部屋番号 freeeの取引先から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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自社情報の補完機能について
● 項目の割り当てがない場合、会計freeeの事象所設定情報や請求書テンプレート設定にて、設定
された自社情報を補完します。

No. 項目名 項目の割り当てを
しない場合

項目の割り当てをして
空文字の場合

項目の割り当てをして
値がある場合

1 自社名 事業所設定情報から
補完し作成

事業所設定情報から
補完し作成 指定された値で作成

2 自社_郵便番号 事業所設定情報から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

3 自社_都道府県コード 事業所設定情報から
補完し作成

事業所設定情報から
補完し作成 指定された値で作成

4 自社_市区町村・番地 事業所設定情報から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

5 自社_建物名・部屋番号 事業所設定情報から
補完し作成 空文字 指定された値で作成

6 自社_担当者名 freeeの請求書テンプレート
から補完し作成 空文字 指定された値で作成

備考・メッセージの補完機能について
● 項目の割り当てがない場合、会計freeeの請求書テンプレート設定にて、設定された情報を補完
します。

No. 項目名 項目の割り当てを
しない場合

項目の割り当てをして
空文字の場合

項目の割り当てをして
値がある場合

1 備考 freeeの請求書テンプレート
から補完し作成 空文字 指定された値で作成

2 メッセージ freeeの請求書テンプレート
から補完し作成 空文字 指定された値で作成

経費精算の連携
1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し、「経費精算の連携」の［設定］をクリックします
。
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3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに設定し
［連携］をクリックします。

2. kintoneアプリで経費精算を連携するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定

freee_URL：freeeに作成された経費申請のURL

経費申請ID：経費申請別に自動で採番されるユニークなID

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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5. 必須・推奨設定でない項目は経費精算連携の［設定］をクリックすると各項目の入力ができます。

4. 機能連携が開始されました。

＜参考＞各フィールドの参照先
基本設定

部門ID：部門別に自動で採番されるユニークなID

証憑ID：証憑別に自動で採番されるユニークなID
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＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

● 共通設定
○ 会計freeeのWeb画面からの申請内容編集可否（必須）
■ 「会計freeeのWeb画面からの申請内容編集可否」の設定では［可］［不可］のいずれか
から選択できます。

「可」に設定した場合 kintoneから登録したfreee経費精算の申請内容を、freee上で編集できます。

「不可」に設定した場合 kintoneで作成した申請内容の編集はkintone上でのみ行うことができます。
freee上では編集することできません。

● 基本設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 経費申請ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ

2 申請タイトル title 文字列型 必須 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

3 申請日 issue_date 文字列型 必須 日付

4 備考 description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・文字列（複数行）・
数値・組織選択・レコード番号・
文字列（1行）・ルックアップ・

ユーザー選択

5 申請ステータス status 文字列型 推奨 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

6 部門ID section_id 整数型 任意 数値・ルックアップ

7 メモタグID tag_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ

8 経費申請の
項目行ID id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

9 日付 transaction_date 文字列型 任意 日付・テーブル

10 内容 description_m 文字列型 任意
文字列（複数行）・文字列（1行）・

ルックアップ・テーブル

11 金額 amount 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

12 経費科目ID expense_application
_line_template_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

13 証憑ID receipt_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

14 freee_URL freee_url 文字列型 必須 リンク

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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ファイルボックスの連携
1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し、「ファイルボックスの連携」の［設定］を
クリックします。

2. kintoneアプリでファイルボックスを連携するアプリを選択し、［連携］をクリックしま
す。

3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに
設定し、［連携］をクリックします。

4. 機能連携が開始されました。
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5. 必須・推奨設定でない項目はファイルボックス連携の［設定］をクリックすると各項目の
入力ができます。

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 メモ description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・テーブル・

ユーザー選択

2 取引日 issue_date 文字列型 任意 日付・テーブル

3 証憑ファイル receipt 文字列型 必須 添付ファイル・テーブル

4 証憑ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

取引の連携
1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し、「取引の連携」の［設定］をクリックします。

2. kintoneアプリで取引登録を連携するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに設定し
［連携］をクリックします。

＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定

取引ID：取引別に自動で採番されるユニークなID

freee_URL：freeeに作成された取引のURL

税区分コード：税区分別に事業所共通で定められたコード

勘定科目ID：勘定科目別に自動で採番されるユニークなID

決済期日：取引先ごとに設定した決済期日

明細行ID：明細行別に自動で採番されるユニークなID

取引先コード：取引先ごとに任意の文字列で設定できるコード
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4. 機能連携が開始されました。

5. 必須・推奨設定でない項目は取引連携の［設定］をクリックすると各項目の入力ができます。

＜参考＞各フィールドの参照先
基本設定

証憑ID：証憑別に自動で採番されるユニークなID

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
● 共通設定
○ 決済情報の同時登録（必須）
■ 「決済情報の同時登録」の設定では［する］［しない］のいずれかから選択できます。

「する」に設定した場合
取引登録と同時に決済情報を付与して、freeeに決済完了の取引として登録し
ます。口座ID・口座区分・決済日のフィールドの追加および、レコードごとに
口座ID・口座区分・決済日の値が必須です。

「しない」に設定した場合 freeeへ未決済の取引として、登録を行います。取引登録後、freee上で、消
込作業を行います。

○ 取引先コードの利用（必須）
■ 「取引先コードの利用」の設定では、［する］［しない］のいずれかから選択できます。
■ 取引先コードを利用するとfreeeが自動的に採番する取引先IDではなく任意の文字列・数値
で取引先をコードで管理し、取引先の情報を連携することが可能です。

「する」に設定した場合 取引先コードをもとに取引先情報が連携され取引が作成されます。

「しない」設定した場合 取引先IDをもとに取引情報が連携され取引が作成されます。

● 基本設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 取引ID id 文字列型 必須 数値・ルックアップ

2 収支区分 dealtypes 整数型 必須 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

3 発生日 issue_date 文字列型 必須 日付
4 決済期日 due_date 文字列型 推奨 日付
5 決済残額 due_amount 整数型 任意 数値・ルックアップ
6 取引先ID partner_id 整数型 推奨 数値・ルックアップ
7 取引先コード partner_code 文字列型 推奨 数値・文字列（1行）・ルックアップ

8 管理番号 ref_number 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・ユーザー選択

9 決済ステータス status 文字列型 必須 ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ

10 税区分コード tax_code 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル
11 勘定科目ID account_item_id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

12 明細行ID details_id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

13 金額 amount 整数型 必須 計算・数値・ルックアップ・テーブル

14 品目ID item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル
15 部門ID section_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

16 メモタグID tag_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

17 セグメントID1 segment_1_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル
18 セグメントID2 segment_2_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル
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19 セグメントID3 segment_3_tag
_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

20 備考 description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・テーブル・

ユーザー選択
21 消費税額 vat 整数型 任意 計算・数値・ルックアップ・テーブル
22 証憑ID receipt_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ
23 freee_URL freee_url 文字列型 必須 リンク

● 決済設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 決済金額 amount 整数型

必須
※決済情報
の同時登録
する場合

計算・数値・ルックアップ・テーブル

2 口座ID from_walletable
_id 整数型

必須
※決済情報
の同時登録
する場合

数値・ルックアップ・テーブル

3 口座区分 from_walletable
_type 文字列型

必須
※決済情報
の同時登録
する場合

ドロップダウン・ラジオボタン・
文字列（1行）・ルックアップ・

テーブル

4 決済日 date 文字列型

必須
※決済情報
の同時登録
する場合

日付・テーブル

取引の＋更新の連携
1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し、「取引の＋更新の連携」の［設定］をクリックし
ます。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに設定し
連携をクリックします。

2. kintoneアプリで取引の＋更新を連携するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定

取引ID：取引別に自動で採番されるユニークなID
振替日：振替の発生日（発生月）

税区分コード：税区分別に事業所共通で定められたコード
按分期間：振替する回数

振替対象：レコードが振替対象か否を指定

勘定科目ID：勘定科目別に自動で採番されるユニークなID
明細行ID：明細行別に自動で採番されるユニークなID
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5. 必須・推奨設定でない項目は取引の＋更新連携の ［設定］をクリックすると各項目の入力がで
きます。

4. 機能連携が開始されました。

＜参考＞各フィールドの参照先
基本設定

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
● 共通設定
○ 按分機能の利用（必須）
■ 「按分機能の利用」の設定では［利用する］［利用しない］のいずれかから選択できます。

「する」に設定した場合 設定された按分期間の回数分だけ金額を分割し、経過勘定の振替を各月の月末
の日付で行います。

「しない」に設定した場合 任意の金額を任意の日付で経過勘定の振替を一度だけ行います。

● 基本設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 振替対象 renew_target 文字列型 必須 チェックボックス
2 振替日 update_date 文字列型 必須 日付・テーブル

3 取引ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

4 明細行ID renew_target
_id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

5 勘定科目ID account_item
_id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

6 税区分コード tax_code 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

7 金額 amount 整数型 必須 計算・数値・ルックアップ・テーブル

8 品目ID item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

9 部門ID section_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

10 メモタグID tag_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

11 セグメントID1 segment_1
_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

12 セグメントID2 segment_2
_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

13 セグメントID3 segment_3
_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

14 備考 description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・テーブル

ユーザー選択

● 按分設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 按分期間 proration_period 整数型
必須

（按分機能を利
用する場合）

数値・ルックアップ・テーブル
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2. kintoneアプリで振替伝票を連携するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

振替伝票の連携
1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し、「振替伝票の連携」の［設定］登録をクリックし
ます。

3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに設定し
連携をクリックします。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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4. 機能連携が開始されました。

＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定

振替伝票ID：振替伝票別に自動で採番されるユニークなID

借方（貸方） 税区分コード：
税区分別に事業所共通で定められたコード

借方（貸方） 勘定科目ID：
勘定科目別に自動で採番されるユニークなID

freee_URL：freeeに作成された振替伝票のURL

5. 必須・推奨設定でない項目は振替伝票連携の「設定」をクリックすると各項目の入力ができます。
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＜参考＞各フィールドの参照先：基本設定

取引先コード：取引先ごとに任意の文字列で設定できるコード

＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
● 共通設定
○ 取引先コードの利用（必須）
■ 「取引先コードの利用」の設定では、［する］［しない］のいずれかから選択できます。
■ 取引先コードを利用するとfreeeが自動的に採番する取引先IDではなく任意の文字列・数値
で取引先をコードで管理し、取引先の情報を連携することが可能です。

「する」に設定した場合 取引先コードをもとに取引先情報が連携され振替伝票が作成されます。

「しない」設定した場合 取引先IDをもとに取引情報が連携され請求書が作成されます。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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● 基本設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 振替伝票ID id 整数型 必須 数値・ルックアップ
2 発生日 issue_date 文字列型 必須 日付
3 借方 税区分コード tax_code 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

4 借方 勘定科目ID account_item_id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

5 借方 金額 amount 整数型 必須 計算・数値・ルックアップ・テーブル

6 借方 取引先ID partner_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

7 借方 取引先コード partner_code 文字列型 任意 数値・文字列（1行）・
ルックアップ・テーブル

8 借方 品目ID item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

9 借方 部門ID section_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

10 借方 メモタグID tag_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

11 借方 セグメントID1 segment_1_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

12 借方 セグメントID2 segment_2_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

13 借方 セグメントID3 segment_3_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

14 借方 備考 description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・テーブル・

ユーザー選択

15 貸方 税区分コード tax_code 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

16 貸方 勘定科目ID account_item_id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

17 貸方 金額 amount 整数型 必須 計算・数値・ルックアップ・テーブル

18 貸方 取引先ID partner_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

19 貸方 取引先コード partner_code 文字列型 任意 数値・文字列（1行）・ルックアップ
・テーブル

20 貸方 品目ID item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

21 貸方 部門ID section_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

22 貸方 メモタグID tag_ids 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

23 貸方 セグメントID1 segment_1_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

24 貸方 セグメントID2 segment_2_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

25 貸方 セグメントID3 segment_3_tag_id 整数型 任意 数値・ルックアップ・テーブル

26 貸方 備考 description 文字列型 任意

作成者・日付・ドロップダウン・
グループ選択・数値・組織選択・
レコード番号・文字列（1行）・
ルックアップ・テーブル・

ユーザー選択

27 freee_URL freee_url 文字列型 必須 リンク
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試算表の連携
1. freee for kintoneから［機能連携］を選択し・「試算表の連携」の［設定］をクリックします。

2. kintoneアプリで試算表を連携するアプリを選択し、［連携］をクリックします。

3. 連携にあたり、必須および推奨設定項目が表示されます。各項目を連携するフィールドに設定し
連携をクリックします。

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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＜参考＞各フィールドの参照先：初回設定
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5. 必須・推奨設定でない項目は試算表連携の［設定］をクリックすると各項目の入力ができます。

4. 機能連携が開始されました。

＜参考＞各フィールドの参照先
基本設定

勘定科目ID：勘定科目別に自動で採番されるユニークなID

第 6 章 ● freee for kintoneの初期設定
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＜参考＞連携可能なkintoneフィールド型
● 共通設定
○ 試算表選択（必須）
■ 試算表選択の設定ではkintoneに出力する試算表の形式を選択できます。選択した形式によ
り、レコードに入力される内容が異なります。

■ 選択できる形式は下記の4つです。
● 貸借対照表（取引先別）
● 損益計算書（取引先別）
● 損益計算書（品目別）
● 損益計算書（部門別）

● 基本設定

No. 項目名 freeeの
データ型 連携条件 kintoneのフィールド型

1 勘定科目ID account_item_id 整数型 任意 数値・ルックアップ

2 勘定科目名 account_item_name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ

3 階層レベル hierarchy_level 整数型 任意 数値・ルックアップ

4 勘定科目
カテゴリー名 account_category_name 文字列型 任意 文字列（1行）・ルックアップ

5 期首残高 opening_balance 整数型 必須 数値・ルックアップ

6 借方金額 debit_amount 整数型 必須 数値・ルックアップ

7 貸方金額 credit_amount 整数型 必須 数値・ルックアップ

8 期末残高 closing_balance 整数型 必須 数値・ルックアップ

9 構成比 composition_ratio 整数型 推奨 数値・ルックアップ

10 明細のID id 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

11 明細の名称 name 文字列型 必須 文字列（1行）・ルックアップ・
テーブル

12 明細の期首残高 detail_opening_balance 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

13 明細の借方金額 detail_debit_amount 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

14 明細の貸方金額 detail_credit_amount 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

15 明細の期末残高 detail_closing_balance 整数型 必須 数値・ルックアップ・テーブル

16 明細の構成比 detail_composition_ratio 整数型 推奨 数値・ルックアップ・テーブル
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第 章7
サンプルアプリを用いて

連携する
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サンプルアプリの概要
サンプルアプリとは何か
サンプルアプリとは、アプリのひな型のことを指し、サンプルアプリがあればkintoneをす
ぐに使い始めることができます。もちろん、デザインや設定を変えることもできます。

サンプルアプリの選択基準
freee社のサンプルアプリはfreeeとの連携に特化して作成されています。freeeとの連携
をすぐに試したい場合はfreee社のサンプルアプリのご利用がおすすめです。

cybozu社のサンプルアプリは業種や業務に適した100以上の中から選ぶことが可能です。
freeeとの連携をするためのフィールドは予め用意されていないため、連携に必要なフィール
ドを追加することでfreeeとの機能連携をはじめて利用することができます。

サンプルアプリのダウンロード方法
freee社のサンプルアプリは、freee for kintoneの初期設定を進めるとダウンロードが可
能です。詳しい操作方法については第6章 freee for kintoneの初期設定＞認証設定＞スペー
ス情報の読み込み（p.85）をご参照ください。

cybozu社のサンプルアプリはkintone内からダウンロードが可能です。詳しい操作方法に
ついてはcybozu社のヘルプページをご参照ください。

＜参考＞サンプルアプリの例
● freee社

● cybozu社
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freee社から提供されるfreee for kintoneのサンプルアプリであれば、会計freee請求書を作成す
るためのフィールドが事前に用意されており、freee for kintoneの見積書連携の設定画面にて、設
定すれば、すぐにでもご利用が可能です。

主なサンプルアプリは下記の3通りでご用意しております。

サンプルアプリ商品の役割
商品アプリでは販売商品、仕入商品を登録することができます。

freee for kintone Ver.3_標準、freee for kintone Ver.3_振替のテンプレートでは機能連携を行
うサンプルアプリのルックアップフィールド「商品」ではこのサンプルアプリから参照するよう設
計されています。

商品アプリのフィールドを参照するアプリは下記の4つです。
● [見積書]→freee
● [請求書]→freee
● [請求書]→freee（振替機能付き）
● [取引]→freee（振替機能付き）

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する

freee社から提供されるサンプルアプリを使う場合

テンプレート名 概要

freee for kintone Ver.3_標準
商品アプリがあり、商品をマスタとして登録することで利用できま
す。連携できる項目が予めフィールドに用意されているテンプレー
トです。

freee for kintone Ver.3_振替

商品アプリがあり、商品をマスタとして登録することで利用できま
す。連携できる項目が予めフィールドに用意されています。前受な
どの経過勘定の＋更新による振替を行うフィールドが予め請求書・
取引アプリに用意されているテンプレートです。

freee for kintone Ver.3_必須・推奨
必要最低限の必須・推奨項目のみフィールドが予め用意されている
テンプレートです。まずは試してみたい方・自分の手でアプリやフ
ィールドを用意していきたい方におすすめです。

機能連携アプリでルックアップを選択した際にコピーされ各アプリフィールドに入力されます。
ルックアップにより、商品アプリにあらかじめ商品を登録しておくことで、スムーズに各機能のレ
コード登録を行うことができます。

商品アプリのルックアップフィールド参照先
フィールド名 参照先アプリ コピーされるフィールド
勘定科目 freee→[勘定科目] 勘定科目ID
税区分 freee→[税区分] 税区分コード
品目 freee→[品目] 品目ID

セグメント１ freee→[セグメント] セグメントID1
振替先勘定科目 freee→[勘定科目] 振替先勘定科目ID
振替先税区分 freee→[税区分] 振替先税区分コード
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● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。

サンプルアプリを用いて見積書を連携する
このアプリは取引先IDをもとに対応しています。

● 基本設定
○ 必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第6章 freee for kintone初期設
定＞機能連携＞見積書の連携（p.106）をご参照ください。

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [見積書]→freee [見積書]→freee

1 見積書ID 見積書ID 見積書ID

2 見積日 見積日 見積日

3 取引先ID 取引先ID 取引先ID

4 見積書番号 見積書番号 見積書番号

5 概要 概要 -

6 見積書ステータス 見積書ステータス 見積書ステータス

7 見積書に表示する取引先名 見積書に表示する取引先 見積書に表示する取引先名

8 取引先_敬称 取引先_敬称 取引先_敬称

9 取引先_担当者名 取引先_担当者名 -

10 取引先_郵便番号 取引先_郵便番号 -

11 取引先_都道府県コード 取引先_都道府県コード -

12 取引先_市区町村・番地 取引先_市区町村・番地 -

13 取引先_建物名・部屋番号 取引先_建物名・部屋番号 -

14 自社名 自社名 -

15 自社_郵便番号 自社_郵便番号 -

16 自社_都道府県コード 自社_都道府県コード -

17 自社_市区町村・番地 自社_市区町村・番地 -

18 自社_建物名・部屋番号 自社_建物名・部屋番号 -

19 自社_担当者名 自社_担当者名 -

20 メッセージ メッセージ -

21 備考 備考 -
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● 仕訳連携設定

● 明細行設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [見積書]→freee [見積書]→freee

1 行の種類 行の種類 行の種類

2 数量 数量 数量

3 単位 単位 単位

4 単価 単価 単価

5 消費税額 消費税額 -

6 見積明細名 見積明細名 見積明細名

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [見積書]→freee [見積書]→freee

1 勘定科目ID 勘定科目ID -

2 税区分コード 税区分コード -

3 品目ID 品目ID -

4 部門ID 部門ID -

5 メモタグID メモタグID -

6 セグメントID1 セグメントID1 -

7 セグメントID2 セグメントID2 -

8 セグメントID3 セグメントID3 -

9 freee_URL freee_URL freee_URL

● 送付先設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [見積書]→freee [見積書]→freee

1 Web共有日時 Web共有日時 -

2 Web共有ダウンロード日時 Web共有ダウンロード日時 -

3 Web共有取引先確認日時 Web共有取引先確認日時 -

4 メール送信日時 メール送信日時 -

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する
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サンプルアプリを用いて請求書を連携する
このアプリは取引先IDをもとに対応しています。
● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。

● 基本設定
○ 必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第6章 freee for kintone初期設
定＞機能連携＞請求書の連携（p.113）をご参照ください。

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [請求書]→freee／
[請求書]→freee(振替機能付き） [請求書]→freee

1 請求書ID 請求書ID 請求書ID
2 請求日 請求日 請求日
3 取引先ID 取引先ID 取引先ID
4 請求書番号 請求書番号 請求書番号

5 決済期日 期日 期日
6 計上日 計上日 -
7 概要 概要 -

8 請求書ステータス 請求書ステータス 請求書ステータス
9 請求書に表示する取引先名 請求書に表示する取引先 請求書に表示する取引先名
10 取引先_敬称 取引先_敬称 取引先_敬称

11 取引先_担当者名 取引先_担当者名 -
12 取引先_郵便番号 取引先_郵便番号 -
13 取引先_都道府県コード 取引先_都道府県コード -
14 取引先_市区町村・番地 取引先_市区町村・番地 -

15 取引先建物名・部屋番号 取引先_建物名・部屋番号 -
16 自社名 自社名 -
17 自社_郵便番号 自社_郵便番号 -

18 自社_都道府県コード 自社_都道府県コード -
19 自社_市区町村・番地 自社_市区町村・番地 -
20 自社_建物名・部屋番号 自社_建物名・部屋番号 -

21 自社_担当者名 自社_担当者名 -
22 支払方法 支払方法 -
23 支払口座 支払口座 -
24 メッセージ メッセージ -

25 備考 備考 -
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● 明細行設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [請求書]→freee／
[請求書]→freee(振替機能付き） [請求書]→freee

1 行の種類 行の種類 行の種類

2 数量 数量 数量

3 単位 単位 単位

4 単価 単価 単価

5 消費税額 消費税額 -

6 請求明細名 請求明細名 請求明細名

● 仕訳連携設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [請求書]→freee／
[請求書]→freee(振替機能付き） [請求書]→freee

1 勘定科目ID 勘定科目ID -

2 税区分コード 税区分コード -

3 品目ID 品目ID -

4 部門ID 部門ID -

5 メモタグID メモタグID -

6 セグメントID1 セグメントID1 -

7 セグメントID2 セグメントID2 -

8 セグメントID3 セグメントID3 -

9 取引ID 取引ID 取引ID

10 明細行ID 明細行ID 明細行ID

11 freee_URL freee_URL freee_URL

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する
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● 入金連携設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [請求書]→freee／
[請求書]→freee(振替機能付き） [請求書]→freee

1 入金ステータス 入金ステータス 入金ステータス

2 入金日 入金日 -

3 Web共有日時 Web共有日時 -

4 Web共有ダウンロード日時 Web共有日ダウンロード日時 -

5 Web共有取引先確認日時 Web共有取引先確認日時 -

6 メール送信日時 メール送信日時 -

7 郵送ステータス 郵送ステータス -

8 決済残額 決済残額 -

サンプルアプリを用いて経費精算を連携する

● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。

● 基本設定
○ 必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第6章 freee for kintoneの初期
設定＞機能連携＞経費精算の連携（p.122）をご参照ください。

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [経費精算]→freee [経費精算]→freee

1 経費申請ID 経費申請ID 経費申請ID
2 申請タイトル 申請タイトル 申請タイトル
3 申請日 申請日 申請日
4 備考 備考 -
5 申請ステータス 申請ステータス 申請ステータス
6 部門ID 部門ID -
7 メモタグID メモタグID -
8 経費申請の項目行ID 経費申請の項目行ID -
9 日付 日付 日付
10 内容 内容 内容
11 金額 金額 金額
12 経費科目ID 経費科目ID 経費科目ID
13 証憑ID 証憑ID -
14 freee_URL freee_URL freee_URL
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サンプルアプリを用いて取引を連携する

● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。

● 基本設定
○ 必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第６章 freee for kintoneの初期
設定＞機能連携＞取引の連携（p.127）をご参照ください。

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [取引]→freee／
[取引]→freee(振替機能付き） [取引]→freee

1 取引ID 取引ID 取引ID
2 収支区分 収支区分 収支区分
3 発生日 発生日 発生日
4 決済期日 決済期日 決済期日
5 決済残額 決済残額 -
6 取引先ID 取引先ID 取引先ID
7 管理番号 管理番号 -
8 決済ステータス 決済ステータス 決済ステータス
9 税区分コード 税区分コード 税区分コード
10 勘定科目ID 勘定科目ID 勘定科目ID
11 明細行ID 明細行ID 明細行ID
12 金額 金額 金額
13 品目ID 品目ID -
14 部門ID 部門ID -
15 メモタグID メモタグID -
16 セグメントID1 セグメントID1 -
17 セグメントID2 セグメントID2 -
18 セグメントID3 セグメントID3 -
19 備考 商品 -
20 消費税額 消費税額 -
21 証憑ID 証憑ID -
22 freee_URL freee_URL freee_URL

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する
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サンプルアプリを用いて取引の＋更新を連携する
サンプルアプリ「請求書」「取引」で取引の＋更新機能を連携することができます。

請求書
● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。

● 基本設定

● 決済設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [取引]→freee／
[取引]→freee(振替機能付き） [取引]→freee

1 決済金額 決済金額 -

2 口座ID 口座ID -

3 口座区分 口座区分 -

4 決済日 決済日 -

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [請求書]→freee／
[請求書]→freee(振替機能付き） [請求書]→freee

1 振替対象 振替対象 -

2 振替日 振替日 -

3 取引ID 取引ID 取引ID

4 明細行ID 明細行ID 明細行ID

5 勘定科目ID 振替先_勘定科目ID -

6 税区分コード 振替先_税区分コード -

7 金額 金額 金額

8 品目ID 品目ID -

9 部門ID 部門ID -

10 メモタグID1 メモタグID -

11 メモタグID2 -

12 メモタグID3 -

13 メモタグID4 -

14 メモタグID5 -

15 セグメント1ID セグメントID1 -

16 セグメント2ID セグメントID2 -

17 セグメント3ID セグメントID3 -

18 備考 備考 -
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● 按分設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [請求書]→freee／
[請求書]→freee(振替機能付き） [請求書]→freee

1 按分期間 按分期間 -

取引
● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。

● 基本設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [取引]→freee／
[取引]→freee(振替機能付き） [取引]→freee

1 振替対象 振替対象 -

2 振替日 振替日 -

3 取引ID 取引ID 取引ID

4 明細行ID 明細行ID 明細行ID

5 勘定科目ID 振替先_勘定科目ID 勘定科目ID

6 税区分コード 振替先_税区分コード 税区分コード

7 金額 金額 金額

8 品目ID 品目ID -

9 部門ID 部門ID -

10 メモタグID1 メモタグID -

11 メモタグID2 -

12 メモタグID3 -

13 メモタグID4 -

14 メモタグID5 -

15 セグメント1ID セグメントID1 -

16 セグメント2ID セグメントID2 -

17 セグメント3ID セグメントID3 -

18 備考 商品 -

● 按分設定

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [取引]→freee／
[取引]→freee(振替機能付き） [取引]→freee

1 按分期間 按分期間 -

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する
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サンプルアプリを用いて振替伝票を連携する

● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。

● 基本設定
○ 必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第6章 freee for kintone
の初期設定＞機能連携＞振替伝票の連携（p.135）をご参照ください。

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [振替伝票]→freee [振替伝票]→freee

1 振替伝票ID 振替伝票ID 振替伝票ID
2 発生日 発生日 発生日
3 借方 税区分コード 借方_税区分コード 借方_税区分コード
4 借方 勘定科目ID 借方_勘定科目ID 借方_勘定科目ID
5 借方 金額 借方_金額 借方_金額
6 借方 取引先ID 借方_取引先ID -
7 借方 品目ID 借方_品目ID -
8 借方 部門ID 借方_部門ID -
9 借方 メモタグID 借方_メモタグID -
10 借方 セグメントID1 借方_セグメントID1 -
11 借方 セグメントID2 借方_セグメントID2 -
12 借方 セグメントID3 借方_セグメントID3 -
13 借方 備考 借方_備考 -
14 貸方 税区分コード 貸方_税区分コード 貸方_税区分コード
15 貸方 勘定科目ID 貸方_勘定科目ID 貸方_勘定科目ID
16 貸方 金額 貸方_金額 貸方_金額
17 貸方 取引先ID 貸方_取引先ID -
18 貸方 品目ID 貸方_品目ID -
19 貸方 部門ID 貸方_部門ID -
20 貸方 メモタグID 貸方_メモタグID -
21 貸方 セグメントID1 貸方_セグメントID1 -
22 貸方 セグメントID2 貸方_セグメントID2 -
23 貸方 セグメントID3 貸方_セグメントID3 -
24 貸方 備考 貸方_備考 -
25 freee_URL freee_URL freee_URL

サンプルアプリを用いて試算表を連携する

● 共通設定
○ 業務に合わせて任意の設定が可能です。
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● 基本設定
○ 必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第6章 freee for kintone
の初期設定＞機能連携＞試算表の連携（p.139）をご参照ください。

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3_標準／振替／必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [試算表]→freee

1 勘定科目ID 勘定科目ID

2 勘定科目名 勘定科目名

3 階層レベル 階層レベル

4 勘定科目カテゴリー名 勘定科目カテゴリー名

5 期首残高 期首残高

6 借方金額 借方金額

7 貸方金額 貸方金額

8 期末残高 期末残高

9 構成比 構成比

10 明細のID 明細のID

11 明細の名称 明細の名称

12 明細の期首残高 明細の期首残高

13 明細の借方金額 明細の借方金額

14 明細の貸方金額 明細の貸方金額

15 明細の期末残高 明細の期末残高

16 明細の構成比 明細の構成比

サンプルアプリを用いてファイルボックスを連携する

必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第6章 freee for kintoneの初期
設定＞機能連携＞ファイルボックスの連携（p.126）をご参照ください。
今回は[取引]→freeeアプリを例に設定をします。

freee for kintone連携項目 freee for kintone Ver.3
_標準／振替

freee for kintone Ver.3
_必須・推奨

No. 使用するサンプルアプリ [取引]→freee／
[取引]→freee(振替機能付き） [取引]→freee

1 メモ - -
2 取引日 発生日 発生日
3 証憑ファイル 証憑ファイル 証憑ファイル
4 証憑ID 証憑ID 証憑ID

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する
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cybozu社から提供されるアプリ（または、自社やベンダーが作成したアプリ）の場合、設定にあ
たっては必要に応じてフィールドの追加が必要です。

必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、第6章 freee for kintoneの初期設定
＞機能連携（p.105）をご参照ください。

freee for kintoneで利用するフィールドcybozu社のアプリに追加する
ここでは見積書アプリの例を解説します。

cybozu社の見積書アプリで見積書連携するために必要な設定は、不足フィールドの追加、データ
型の変更です。それぞれ設定を行います。

● 不足フィールドの追加
○ 見積書ID
○ 取引先ID
○ 取引先コード
■ 連携設定で取引先コードを使用するに設定した場合のみ

○ 行の種類
○ freee_URL

● フィールド型の変更
○ 取引先_敬称
○ 見積書に表示する取引先名

cybozu社から提供されるサンプルアプリを使う場合

不足フィールドの追加

ここでは「行の種類」のフィールドの追加手順について解説します。

1. 見積書アプリを開き右上の歯車アイコンをクリックします。

2. フォームの編集画面が表示されます。左のサイドバーから不足するフィールドで使用するデータ
型を選択し、ドラッグ＆ドロップでフォームに追加します。

ここでは「ラジオボタン」を追加します。

ドラッグ＆ドロップ
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3. 追加したフィールドを設定します。
追加したラジオボタンフィールドにカーソルを合わせ歯車アイコンを表示します。
表示された歯車アイコンをクリックし、［設定］を選択します。

フィールドの設定を編集し、保存します。

上記の手順でフィールドの追加を行うことができます。

追加する各フィールドのデータ型

No. フィールド名 フィールドコード kintoneのフィールド型

1 見積書ID 見積書ID 数値、ルックアップ
2 取引先ID 取引先ID 数値、ルックアップ
3 取引先コード 取引先コード 数値、文字列（1行）、ルックアップ
4 freee_URL freee_URL リンク

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する
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フィールド型の変更

● 敬称（取引先_敬称）フィールド
1. 既存のフィールドを削除します。
「様」と表記されているラベルフィールドにカーソルを合わせ歯車アイコンを表示します。
表示された歯車アイコンをクリックし、［削除］を選択します。

2. 変更するフィールドを追加します。
左のサイドバーから「ドロップダウン」を選択し、ドラッグ＆ドロップでフォームに追加します。

ドラッグ＆ドロップ

3. 追加したフィールドを設定します。
追加したドロップダウンフィールドにカーソルを合わせ歯車アイコンを表示します。
表示された歯車アイコンをクリックし、設定を選択します。

フィールドの設定を編集し、保存します。
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● 宛名（見積書に表示する取引先名）フィールド型
取引先はルックアップを設定することで連携に必要な情報をコピーすることができます。
ルックアップ設定を行うことで誤入力や表記ゆれによるエラーを回避することができます。

前述の1～３の手順でルックアップフィールドを追加し、ルックアップフィールドを設定します。

フィールドの編集が完了したらフォームを保存し、アプリを更新をクリックします。情報ダイアロ
グで［OK］を押すとアプリの運用が開始されます。

第 7 章 ● サンプルアプリを用いて連携する
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Point _スペーステンプレートに含まれるサンプルアプリ_

＿認証用アプリ＿
認証用

● [商品]
● freee→[勘定科目]
● freee→[税区分]
● freee⇔[取引先]
● freee→[品目]
● freee→[部門]

● [見積書]→freee
● [請求書]→freee
● [経費精算]→freee
● [取引]→freee
● [振替伝票]→freee

● freee⇔[セグメント１]
● freee⇔[メモタグ]
● freee→[口座]
● freee→[経費科目]
● freee→[試算表]

freee for kintone Ver.3_標準

認証用
● [見積書]→freee
● [請求書]→freee
(振替機能付き）

● [経費精算]→freee
● [取引]→freee
(振替機能付き）

● [振替伝票]→freee

認証用

● freee→[勘定科目]
● freee→[税区分]
● freee⇔[取引先]

● [見積書]→freee
● [請求書]→freee
● [経費精算]→freee
● [取引]→freee
● [振替伝票]→freee

● freee→[口座]
● freee→[経費科目]
● freee→[試算表]

＿マスタ系アプリ＿

＿業務系アプリ＿

freee for kintone Ver.3_振替

＿認証用アプリ＿ ＿業務系アプリ＿

＿認証用アプリ＿

＿マスタ系アプリ＿

＿業務系アプリ＿

freee for kintone Ver.3_必須・推奨

● [商品]
● freee→[勘定科目]
● freee→[税区分]
● freee⇔[取引先]
● freee→[品目]
● freee→[部門]

● freee⇔[セグメント１]
● freee⇔[メモタグ]
● freee→[口座]
● freee→[経費科目]
● freee→[試算表]

＿マスタ系アプリ＿
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第 章8
freeeの情報を用いて
グラフを作成する
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請求書の連携を用いたグラフ作成
入金予定一覧（請求書）

入金予定一覧を作成すると、いつ・いくら入金される予定なのか・予定通りに入金されているの
かを確認することができます。グラフの作成には下記のフィールドが必要です。
● 期日
● 入金ステータス
● 合計金額

1. アプリを開き、一覧画面から歯車アイコンをクリックし、［グラフ］のタブを選択し、［＋］ア
イコンをクリックします。

2. グラフ作成画面が表示されます。
各項目を設定します。設定完了後［保存］をクリックし、アプリを公開します。

グラフが作成されました。
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1. アプリを開き、一覧画面から歯車アイコンをクリックし、［グラフ］のタブを選択し、［＋］ア
イコンをクリックします。

2. グラフ作成画面が表示されます。
各項目を設定します。設定完了後［保存］をクリックし、アプリを公開します。

グラフが作成されました。

部門別請求一覧
部門別請求一覧を作成すると、今月期日を迎える請求がいつ・いくら入金される予定なのか・予
定通りに入金されているのかを確認することができます。グラフの作成には下記のフィールドが必
要です。
● 期日
● 入金ステータス
● 合計金額

第 8 章 ● freeeの情報を用いてグラフを作成する
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2. グラフ作成画面が表示されます。
各項目を設定します。設定完了後［保存］をクリックし、アプリを公開します。

グラフが作成されました。

計上予定一覧
計上予定一覧を作成すると、いつ・いくら計上される予定なのか・計上されているのかを確認す
ることができます。売上の計上基準が納品基準などのシーンに活用できます。グラフの作成には下
記のフィールドが必要です。
● 計上日
● 請求書ステータス
● 合計金額

1. アプリを開き、一覧画面から歯車アイコンをクリックし、［グラフ］のタブを選択し、［＋］ア
イコンをクリックします。
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2. グラフ作成画面が表示されます。
各項目を設定します。設定完了後［保存］をクリックし、アプリを公開します。

グラフが作成されました。

期日別未回収一覧
期日別未回収一覧を作成すると、期日に対して未回収になっている取引先を確認することができ
ます。部分入金があった際の請求残額も把握することができるため、実際の未回収金額をkintoneで
確認することが可能です。グラフの作成には下記のフィールドが必要です。
● 期日
● 入金ステータス
● 請求書に表示する取引先
● 決済残額
1. アプリを開き、一覧画面から歯車アイコンをクリックし、［グラフ］のタブを選択し、［＋］ア
イコンをクリックします。

第 8 章 ● freeeの情報を用いてグラフを作成する
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経費科目別一覧
経費科目別一覧を作成すると、何の経費をどれだけ使用したかを確認することができます。部門
ごとに分類すれば、他部門と比較してどこの部門が多く使用しているかを確認することも可能です
。グラフの作成には下記のフィールドが必要です。
● 経費科目
● 部門
● 金額

1. アプリを開き、一覧画面から歯車アイコンをクリックし、［グラフ］のタブを選択し、［＋］ア
イコンをクリックします。

2. グラフ作成画面が表示されます。

各項目を設定します。設定完了後［保存］をクリックし、アプリを公開します。

グラフが作成されました。

経費精算の連携を用いたグラフ作成
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入金予定一覧（取引）
入金予定一覧を作成すると、いつ・いくら入金される予定なのか・予定通りに入金されているのか
を確認することができます。グラフの作成には下記のフィールドが必要です。
● 決済期日
● 決済ステータス
● 合計金額
● 収支区分
1. アプリを開き、一覧画面から歯車アイコンをクリックし、［グラフ］のタブを選択し、［＋］ア
イコンをクリックします。

2. グラフ作成画面が表示されます。

各項目を設定します。設定完了後［保存］をクリックし、アプリを公開します。

グラフが作成されました。

取引の連携を用いたグラフ作成

第 8 章 ● freeeの情報を用いてグラフを作成する
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用途にあわせた適切なkintoneアプリ開発をサポート
freeee for kintone導入における悩み
どんなツールでも初期導入は大仕事です。初めて使う機能や用語がよくわからない、シス
テム導入経験がなく稼働目標の通りにきちんと導入できるか心配など、不安を感じることが
あるのではないでしょうか。
また、せっかく拡張性がある機能でも、社内にエンジニアがおらずカスタマイズが実現で
きないなどの困りごともしばしば発生します。
freeee for kintoneパートナーの役割
freeeではfreee for kintoneの導入をサポートするプロフェッショナルをご紹介しており
ます。
● kintoneの基本的な使い方やレポトンU、krewDashboardなど周辺ツールについてご案内
● 今までの業務や希望とする業務フローの検討・整理
● freee for kintoneを前提とした業務の効率化をサポート
● パッケージアプリのご提供（一部パートナーのみ対応可）
● kintoneのJavascriptによるカスタマイズの開発（一部パートナーのみ対応可）
freeee for kintoneパートナー紹介

株式会社MOVED
サポート形式 ：オンライン・訪問 ※全国出張対応
freee for kintone導入相談1時間（無償）、初期設定代行（10
万～）、開発支援（20万～）

株式会社ジョイゾー
サポート形式 ： Zoomでのオンライン対応
freee for kintone初期設定サポート1時間（139,000円）、
kintone開発支援（390,000円～）

株式会社アイティーフィット
サポート形式 ： オンライン ※訪問は別途相談。1都3県のみ。
freee for kintone初期設定サポート1時間（2.5万円）、
kintoneアプリ開発支援1時間（2.5万円）、JavaScriptカスタマ
イズ開発（個別見積）

smooth合同会社
サポート形式 ： オンライン、訪問 ※応相談
提供メニュー ： freee for kintone初期設定（1時間無料～）、
各種サポート30万円～、業務フロー構築、要件定義、初期丸投げ、
個別カスタマイズ、プラグイン提案、API開発、ダッシュボード、
freeeと連携したレポート資料の帳票出力

各社の提供メニューなどの詳細についてはfreeeホームページをご参照ください。
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最新の会計freeeの仕様について
会計freeeのアップデートは高頻度に実施されるため、本ガイドブックも時間の経
過とともに内容が実態と乖離してまいります。
会計freeeの最新情報をお求めの場合、常にアップデートが実施されるfreeeヘルプセンタ

ーをご確認下さい。

最新のkintoneに関する操作方法について
kintoneの基本機能は、バージョンアップにて機能追加されることがございます。
kintoneの機能詳細について、cybozu社 kintoneヘルプサイトも合わせて確認ください。
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スモールビジネスを、世界の主役に。


