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〇　導入前の方へ

●Create Cloudとは？

Create Cloudは、制作業務に特化したコミュニケーションツールです。

Create Cloudでご利用頂ける機能は下記になります。

・赤入れ機能

　動画・サイトURL・画像から簡単に赤入れ指示ができます。

・プロジェクト管理

　制作物や顧客、チーム単位で管理できます。

・権限

　プロジェクト及びタスク単位で招待できます。

・ステータス管理

　準備中、作業中、提出済、納品済などで管理できます。

・チャット機能

　会社単位、担当者単位、プロジェクト単位、タスク単位で投稿ができます。

・販売先/仕入先管理

　プロジェクトを共有する販売先や仕入先の登録ができます。（プランにより異なります）

・見積書管理

　販売先に提出する見積書、仕入先から提出される見積書を管理できます。

・発注書管理

　販売先からの発注書、仕入先への発注書を管理できます。

https://createcloud.jp/support/using/createcloud/


・支払書・請求書管理

　仕入先への支払書や販売先への請求書管理ができます。

・契約締結機能（契約書作成機能付き）

　Create Cloud内で作成した契約書を取引先・仕入先に公開しワンクリックで締結する事

ができます。また、見積書に紐づける利用規約なども作成できます。

・タスク一覧（担当や目的別にタスク管理可）

　プロジェクトで作成されたタスクのスケジュールや時間を管理できます。

制作管理に必要な機能は全てそろっています！

●Create Cloudのセキュリティは安全？

システム設計

Create Cloudのシステムは、過去3,000社以上をサポートしてきた経験豊富な技術陣により設計されています。ご利用者様に

ご満足いただける機能を、日々開発しております。

アプリケーションサーバの多重化

Create Cloudのオンラインサポートアプリケーションは、インターネット上のクラウドプラットフォームに設置されています。ま

た、それらのインスタンスは、国境をまたいだ異なるリージョン(日本および米国)に多重化されたインスタンスに保存されてお

り、震災などの災害時においても継続利用できるよう不可分散されています。よってCreate Cloudのアプリケーションは、高い

可用率を誇り、システムダウンする心配が低いと考えております。

データの多重化

Create Cloudのシステムで保管されるデータは、オンラインサポートアプリケーションと分かれた、データベース専用サーバに

保管されています。また、それらのデータベースは、オンラインサポートアプリケーションと同様に、クラウドプラットフォーム上

の国境をまたいだ異なるリージョン(日本および米国)において、多重化されたデータベースに保存されているため、バックアッ

プ体制は万全です。（なくなる心配はありません）アプリケーションは、最寄のリージョン上にあるデータベースを参照しにいくた

め、非常に高速な検索レスポンスを実現します。また、定期的にデータのスナップショットを取っているため、万一のときにも

データを保全可能です。

データと通信の暗号化

Create Cloudのデータは、お客様のアカウント(ID)ごとに暗号化した後に保存されているため、盗用されたり、他に漏洩するこ

とはありません。またコメント内容や各種ログのみならず、CSRF対策を行う為の暗号化された通信方式を採用していますの

で、盗用される心配はありません。

24時間365日の運用体制

https://createcloud.jp/support/using/security/


Create Cloudのオンラインサポートシステムは、専門のサーバ運用技術者により24時間、365日間、有人監視を行っていま

す。CPU、メモリ、I/O等のリソースが不足した場合はすぐに対応させて頂いております。

●Create Cloudの料金について

【一般会員】

※Create Cloudのプラン別の詳細はこちらをご覧ください。

※2022年9月時点では「仕入先会員」プランのみご利用頂けます。

※2022年10月よりFreeプランリリース予定（2023年1月にPro・Businessプランリリース予定）

【仕入先会員】

※仕入先会員は、一般会員から招待を受けたプロジェクトのみ利用が可能です。

300MG

https://createcloud.jp/support/using/cost/


　※仕入先会員は、会員登録後「公開申請」を行うと他のCreate cloud会員から見積依頼やチャットなどの新規

　　お問合せが可能になります。

　※仕入先会員は、一度、一般会員に変更すると仕入先会員には戻れません。

　　（一般会員になると、仕入先会員の権限を全ても地事ができます）

　※2022年10月よりFreeプランリリース予定（2023年1月にPro・Businessプランリリース予定）

●常時SSL対応していますか？

Create Cloudは、会員側、サーバ側、画像等含め、すべてフルSSLに対応しています。SHA-256での暗号化に対応してお

り、セキュアな環境でCreate Cloudを操作いただくことができます。

●対応端末、OS、ブラウザ

Create Cloudの推奨環境は以下の通りです。

＜対応端末＞

パソコン

タブレット

スマホ

＜対応OS＞

Windows OS最新版

MacOS最新版

iOS最新版

Android OS最新版

＜対応ウェブブラウザ＞

Microsoft Edge最新版

Firefox 最新版

Google Chrome 最新版

Safari 最新版（クリップボード使用不可）

Opera 最新版（クリップボード使用不可）

＜JavaScript＞

有効にする

＜通信速度＞

最低通信速度：0.5Mbps以上

https://createcloud.jp/support/using/ssl/
https://createcloud.jp/support/using/browser/


推奨通信速度：5Mbps以上

※動画や重容量データの場合、解像度やファイルサイズによっては再生まで時間がかかる場合があります。

＜画面の解像度＞

推奨解像度：1280×800

＜Cookieの利用について＞

クッキー（Cookie）とは、Webサイトが利用者のコンピュータに送信してくるデータファイルです。クッキーによって利用者の個

人情報を得ることはありません。

ブラウザの設定を変更することにより、無効にすることも可能です。その場合は、当サイトの機能の一部が利用できなくなるこ

とがあります。

●Create Cloudのプラン特徴は？

Create Cloud には3つのプランがあります。

全てのプランで最大30日間のお試し期間をご用意しています。（Freeプランにはお試し期間はございません）

●無料でご利用になりたい会社様には『Free』プラン

Freeプランは無料でご利用いただけます。

ライセンス数（メンバー登録）無制限で社内メンバー及び仕入先登録を利用できます。

ご利用可能機能（一部）：メンバー・仕入先・プロジェクト・タスク・チケット・赤入れ・契約締結・見積書・請求書・チャット・見積依

頼など

※プロジェクト制限：～5個、容量制限：～3GBとなります。

●たくさんのプロジェクトを社内及び仕入先と制作共有したい会社様には『Pro』プラン

Proプランはライセンス数（メンバー登録）無制限で社内メンバー及び仕入先登録を利用できます。

ご利用可能機能（一部）：メンバー・仕入先・プロジェクト・タスク・チケット・赤入れ・契約締結・見積書・請求書・チャット・見積依

頼など

※プロジェクト制限：無制限、容量制限：～1TBとなります。

●社内・販売先・仕入先と制作共有したい会社様は『Business』プラン

https://createcloud.jp/support/using/plan/


Businessプランはライセンス数（メンバー登録）無制限で社内メンバー・販売先・仕入先登録を利用できます。ご利用可能機能

（一部）：メンバー・販売先・仕入先・プロジェクト・タスク・チケット・赤入れ・契約締結・見積書・請求書・チャット・見積依頼・サプ

ライヤー情報（登録クリエイターへ見積依頼や相談ツール）など

※プロジェクト制限：無制限、容量制限：～1TBとなります。

プラン料金表はこちらよりご覧いただけます。

●同じ会社のメンバーは何人まで？

Create Cloudでは、会社（部署）などのメンバーを無制限に招待できます。

●データ容量はどの位保管できますか？

＜データ保存期間＞

Create Cloudのデータ保存期間は、プランを解約するまで保存されます。

※Create Cloud利用規約はこちらよりご覧いただけます。

＜データ容量※ストレージ＞

Freeプランは3GB以内、Pro及びBusinessプランは1TBまでご利用頂けます。

＜対応データ形式＞

・赤入れ機能

　画像はPDF、JPG、PNG、GIF

　動画はWMV、AVI、MP4、MOVに対応しています。

・プロジェクト　/　タスク　/　チャット機能の資料添付では、

　Excel、PowerPoint、PDF、Word、DOC、MP3、MP4、MOV、WMV、AVI、illustrator、Photoshop

に対応しています。

https://createcloud.jp/support/using/cost/
https://createcloud.jp/support/using/license/
https://createcloud.jp/support/using/data/
https://createcloud.jp/terms/owner.pdf


●プロジェクトの作成制限はありますか？

Create Cloudでは、Free（無料）プランは5プロジェクトまで

Pro及びBusinessプランは無制限でプロジェクトの作成ができます。

※　仕入先専用会員は、プロジェクトの作成はできません。（会員から招待されたプロジェクトのみ利用可）

　　作成したプロジェクトに「メンバー招待」する事で、スケジュール、ステータス、タスク、チケット、赤入　　　れ、発注受注、請求

支払管理などを共有できます。

●タスクの作成制限はありますか？

Create Cloud では、タスクは無制限で作成できます。

タスクの活用方法としまして、例えば、複数サイトを保有している場合、Aプロジェクト内に「Aサイト」「Bサイト」「Cサイト」などの

タスクに分けて管理します。（新規にタスクを作成する方法）

●スケジュールや時間管理はできますか？

Create Cloud では、タスク一覧でスケジュールやタスクの管理ができます。

プロジェクトでは、作業内容によってタスクを複数作成でき、各タスクのスケジュールをタスク一覧で確認できる

ので、複数タスク（担当者）を持つプロジェクトに役立ちます。

時間単位の受注や発注の管理ができるので、販売先や仕入先単位での時間管理にも便利です。

作業内容や作業時間を登録する方法はこちらをご覧ください。

●赤入れ指示をする機能はありますか？
弊社で運営する会員1万社以上の修正指示ツール「AKAPON」の機能を全て無料でご利用頂けます。

※AKAPON（アカポン）とは？

動画・サイトURL・画像から簡単に赤入れ指示が出来るツールです。コンテンツ単位で管理が出来、ペンツー

ル機能・バージョン管理（初稿/2稿など）・ページ管理（TOP頁/会社概要頁など）の機能があり、ストレージ容

量もプロ仕様サイズでご利用頂けます。詳しくはアカポンサイトをご覧ください。

https://createcloud.jp/support/using/project/
https://createcloud.jp/support/base/project-member/
https://createcloud.jp/support/using/task/
https://createcloud.jp/support/base/task-2/
https://createcloud.jp/support/using/ganttchart/
https://createcloud.jp/support/base/work-details/
https://createcloud.jp/support/using/akaire/
https://kanritools.com/
https://kanritools.com/


●公開申請とは？

仕入先・販売先を無料で探せるツールです。

【サプライヤー側】

たい方は、自社情報を公開する事でCreateCloud会員へ無料公開できます。

【クライアント側】

クリエイターなどの新規仕入先を探したい方は、サプライヤー情報ページから無料で仕入先へアプローチする事ができます。（

Business会員のみ）

https://createcloud.jp/support/using/supplier-information/
https://member.createcloud.jp/option/supplier_information


〇　サプライヤー側による公開申請

・CreateCloud会員なら全会員が公開申請依頼を行う事が出来ます。

・CreateCloud運営部にて審査を行い承認されると「サプライヤー情報」で公開されます。

・申請承認後、CreateCloud会員に自社情報が公開されます。（住所や電話番号は公開されません。）

【審査対象】

・虚偽の情報ではないか？

・ポートフォリオが空白ではないか？

などが調査対象になります。

※「会社情報」ページ内の『自社情報を会員に公開する』ボタンから申請が可能です。

※公開後の申請解除もできます。

〇　クライアント側による仕入先閲覧（Business会員のみ）

・「サプライヤー情報」ページより、無料で仕入先のポートフォリオが閲覧できます。

　　※電話番号・住所などは閲覧できませんが、チャット機能を活用し直接のアプローチが可能です。

　　※電話番号やメールアドレスなどの情報共有などは、チャット経由で行って頂いて問題ございません。

・「見積依頼」をしてから検討したい場合は、見積依頼ツールをご利用できます。

　　※チャット時、会社名及び担当者名のみサプライヤー側に公開されます。

・仕入先として取引したい場合は、チャットからkeycode付与依頼で簡単に仕入先登録が可能です。

【注意点】

　　※サプライヤーとの商談・契約・販売などCreateCloudは一切の関与は致しません。

　　※サプライヤーに対して営業的なアプローチは禁止されております。

●月途中から契約・解約した場合の料金は？

※Pro・Businessプランのみ対象（有料）となります。

Create Cloud では、契約開始日より1ヶ月、1年というような契約体系をとっております。

例えば、1月10日にご契約いただいた場合、1ヶ月分の料金で2月9日までご利用いただけます。

例えば、1月10日にご契約・2月1日にご解約いただいた場合、2月1日時点でご利用が出来なくなります。

●銀行振込申請とは？

銀行振込をご希望の場合は、会員登録後、事前申請が必要になります。

また、銀行振込につきましては、株式会社ラクーンフィナンシャルが代行を行います。

https://member.createcloud.jp/option/supplier_information
https://member.createcloud.jp/company/info
https://member.createcloud.jp/option/supplier_information
https://createcloud.jp/support/question/contract-rules/
https://createcloud.jp/support/question/contract-rules/
https://paid.jp/v/contents/pre/buyer/


※株式会社ラクーンフィナンシャルについてはこちらをご覧ください。

〇銀行振込のお支払サイト

【締日】毎月月末

【請求書発行】締日以降、管理画面よりダウンロード可能です。

※請求書の郵送日は、締め後5営業日以内を目安に発送されます。

【支払日】翌月20日以内（土日祝日の場合は前営業日まで）

※銀行振込に関する「ご質問」「買掛」などのお問合せにつきましては

・株式会社ラクーンフィナンシャルまでお問合せください。

・CreateCloudは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

https://paid.jp/v/contents/pre/buyer/


〇　基本的な設定

●メンバーを新規登録及び招待する方法

① CRM ＞ メンバー情報ページ 上部の「新規登録」より管理者（メンバー）の追加登録ができます。

② 会員の新規登録ページが表示されますので、社内メンバーの登録ができます。

※　権限項目では「管理者」「会員」を選択できます。

全プロジェクト情報の閲覧編集権限を付与する場合は「管理者」、招待したプロジェクトのみの権限を付与したい場合は「会員」

を選択してください。

③　顔写真項目の「ファイルを選択」より、画像のアップロードができます。チャットなどに写真や画像が表示されます。

【メンバーがkeycodeで登録する方法】

① CreateCloud 新規会員登録ページより、「キーコードで登録する」を選択

② 既にCreate Cloudに登録済の管理者からキーコードを受け取ってください。受け取ったキーコードを入力後「会社情報を表

示する」をクリックすると、既に登録済の会社情報が表示されます。

https://createcloud.jp/support/base/member/


③  下記に情報を入力して、下部の「メンバー登録を申請する」をクリックすると、 管理者宛に登録申請通知メールが送られま

す。

管理者より申請の承認後に、Create Cloudをご利用になれます。

※　キーコードを使用しないで登録すると、別の会社として登録されますので、ご注意ください。

※　新規会員登録後、会員を初期設定で担当者にする方法はこちらをご覧ください。

●販売先を登録（招待）する方法

【会員が販売先を新規登録する方法】

① CRM ＞ 販売先情報ページ 上部の「新規登録」より販売先の新規登録ができます。

　会社情報および担当者情報欄に必要事項を入力後、「この内容で登録する」をクリックします。

https://createcloud.jp/support/base/manager/
https://createcloud.jp/support/base/client/


② 招待確認ポップアップページが表示されるので「招待する」を選択します。

③ 招待された販売先へ、招待通知メールが届きます。

④ 招待された販売先（非会員）は、下記のページよりCreate Cloudに本登録します。

　必要事項を確認（パスワード設定含む）後、「上記内容で承認（新規会員登録）する」をクリックします。



⑤ 会員登録完了ページが表示されます。

　このままCreate Cloudで作業を始める際は、「OK」を選択します。

⑥ プロジェクトページが表示されますので、新規プロジェクトを作成して作業が開始できます。

https://createcloud.jp/support/base/project-2/


●仕入先を登録（招待）する方法

【会員が仕入先を新規登録する方法】

① CRM ＞仕入先情報ページ 上部の「新規登録」より仕入先の新規登録ができます。

　会社情報および担当者情報欄に必要事項を入力後、「この内容で登録する」をクリックします。

② 招待確認ポップアップページが表示されるので、「招待する」を選択します。

③ 招待された仕入先へ、招待通知メールが届きます。

https://createcloud.jp/support/base/supplier/
https://createcloud.jp/support/base/supplier/
https://createcloud.jp/support/base/supplier/


④ 招待された仕入先（非会員）は、下記のページよりCreate Cloudに本登録します。

　必要事項を確認（パスワード設定含む）後、「上記内容で承認（新規会員登録）する」をクリックします。

⑤ 会員登録完了ページが表示されます。

　このままCreate Cloudで作業を始める際は、「OK」を選択します。



⑥ 会社情報ページへ移動しますので、Create Cloud会員に自社情報を公開する場合は、「自社情報を会員に公開する」よ

り、申請を行なってください。

●自社情報を会員に公開する方法

CreateCloud会員登録後、自社情報を他のCreateCloud会員に公開する事ができます。（公開費用無料）

① CRM ＞ 会員情報 ＞ 会社情報ページより、「自社情報を会員に公開する」を選択

② 注意事項の確認後、公開する場合は「注意事項を確認し公開申請する」を選択

③ 公開する会社情報の更新（追加）を入力後、「次へ」を選択

https://createcloud.jp/support/base/information-disclosure/


⑤ ポートフォリオの更新（追加）を入力後、「仕入先情報の公開申請をする」を選択

公開申請完了後、審査及び承認が完了するまで3〜5営業日程お待ち頂きます。



●新規登録した仕入先・販売先の担当者に設定する方法

① CRM ＞ メンバー情報より、メンバー一覧が表示されます。

② 「販売先／仕入先初期設定担当者」項目に「✔」を入れると、✔されたメンバーが初期設定で新規登録した仕入先・販売先

の担当者になります。

※　複数人の選択が可能です。

●販売先または仕入先の担当者を追加する方法

販売先または仕入先の詳細ページにて、自社の担当者を追加することができます。

※　自社以外の会員を担当者として追加することはできません。

① CRM ＞ 販売先情報もしくは、仕入先情報より「担当者」項目を選択。

② 「担当者追加」ボタンをクリックし、担当者に追加したいユーザー名を入力後、「保存する」をクリックしてください。

　担当者一覧に選択した担当者が追加されます。

※「A販売先の担当者」に追加すると「A販売先」が作成したプロジェクト（タスク）から招待を受ける事が可能になります。

https://createcloud.jp/support/base/manager/
https://createcloud.jp/support/base/add-manager/


●販売先及び仕入先と契約書を締結する方法

【販売先と契約を締結する方法】

① CRM ＞ 販売先情報 販売先一覧より、 契約締結する販売先を選択

②  契約締結項目より、事前に作成した契約書に対して「提出」「締結」が簡単にできます。

※　契約書を追加して提案したいときや、契約書の修正を提出したい場合は、「＋提案書する契約書の追加」ボタンから契約

書の追加とコメント入力ができます。

https://createcloud.jp/support/base/agreement/


【仕入先と契約を締結する方法】

① CRM ＞ 仕入先情報 仕入先一覧より、 契約締結する仕入先を選択

※　契約締結する仕入先を選択後は、上記の販売先と契約締結方法と同様の手順になります。

●販売先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法

【事前に決済方法を登録する方法】

CRM ＞ 会員情報ページから「決済情報」より新規登録した「販売先」「仕入先」の初期設定を確定できます。

※　各販売先、仕入先単位での設定も可能です。

※　入金サイトを確定しないと、販売先からの受注対応ができません。

【販売先単位、仕入先単位で入金サイトを確定する方法】

① CRM ＞販売先情報または仕入先情報の 販売先一覧または仕入先一覧

② 入金サイトを確定したい「販売先」または「仕入先」を選択

③ 各々の会社情報ページの入金もしくは支払サイトから販売先単位で提案・承認が可能です。

●新規にプロジェクトを作成する方法

https://createcloud.jp/support/base/deposits-and-withdrawals/
https://createcloud.jp/support/base/project-2/


① プロジェクトより、プロジェクト一覧ページ上部の「新規登録」を選択

② プロジェクトの「基本情報」を入力します。

　依頼種別：動画制作 ／ WEB制作 ／ システム開発 ／ デザイン ／ ライティング ／ その他

　作成種類：販売先プロジェクト ／ 自社プロジェクト

　販売先と紐づけしてプロジェクトを作成する場合は「販売先プロジェクト」を選択します。

※「販売先プロジェクト」を選択すると、下記の様に、登録されている販売先を選択できます。

※　販売先がいないプロジェクトを作成する場合は「自社プロジェクト」を選択してください。

③ 「プロジェクトの詳細」を入力します。

※　依頼種別で選択した依頼ごとに入力するフォーマットが異なります。

入力後、「保存する」で作成完了です。



●プロジェクトにメンバーを招待する

①  プロジェクトより、メンバーを招待したいプロジェクトを選択し、 権限項目を選択

②  「新規設定」で、招待したいメンバーを選択 ＞「追加」ボタンを選択

　1.取引種類：自社 / 仕入先 / 販売先

　2.会社名：招待したい会社名を選択します。

　3.担当者名：招待したい担当者を選択します。（招待済の担当者は表示されません）

　※　会社名・担当者名の選択肢は、取引種類の選択に準じて変更します。

　4.追加ボタン

③  「招待済メンバー」一覧に表示されます。

※「販売先」の画面では、「仕入先」は表示されません。

※「仕入先」の画面では、「販売先」は表示されません。

※　追加ボタン選択時にポップアップ画面で表示された招待メンバーの権限設定は、プロジェクトメンバーの権限を変更する方

法をご覧ください。

●プロジェクトメンバーの権限を変更する方法

①プロジェクトにメンバーを招待した後、招待済メンバー一覧より、権限設定をしたい招待者の「詳細設定」を選択します。

https://createcloud.jp/support/base/project-member/
https://createcloud.jp/support/base/member-authoritys/


②  権限詳細画面が表示されますので、権限を与えたい項目に「✔」を入れて、「更新」を選択してください。

※　下記は、仕入先を招待した時の一例です。

※「販売先」「仕入先」からは、プロジェクトオーナーが招待した時の権限以外はチェックできません。

※「販売先」「仕入先」は、自分のメンバーに対して、自分と同じ権限範囲で招待できます。

●作成したプロジェクトの内容を変更する方法

① プロジェクトより、内容を変更したいプロジェクトを選択

② 詳細項目より、右側上部の「編集する」ボタンよりプロジェクトの内容が変更できます。

https://createcloud.jp/support/base/project-content/


編集内容を入力後「この内容で更新する」ボタンをクリックすると変更されます。

●新規にタスクを作成する方法

① プロジェクトより 、新規タスクを作成したいプロジェクトを選択

② タスク一覧項目右側の「新規作成」ボタンを選択すると「新規タスク作成フォーマット」が開きます。

１，親タスク

　既存のタスクと紐づけしたい時に選択します。

２，タスク名

　新規タスクのタスク名を入力します。

３，種別

https://createcloud.jp/support/base/task-2/


　種別項目で「動画」を選択すると、赤入れを使用する時に「動画データ」を赤入れできます。

　種別項目で「WEB」を選択すると、赤入れを使用する時に「画像データ　/　URL」を赤入れできます。

４，タスク担当者

　自社・仕入先・販売先からタスク担当者を選択します。

　選択できる販売先はプロジェクト詳細で紐づけされた販売先のみから選択します。

　販売先及び仕入先の担当者は、販売先なら「CRM＞販売先情報＞選択した販売先＞担当者」に表示された担当

　者、仕入先なら「CRM＞仕入先情報＞選択した仕入先＞担当者」に表示された担当者から選択できます。

　（プロジェクト詳細の作成種類が自社プロジェクトの場合、販売先は選択できません。）

５，ファイル添付

　タスク用の資料をアップロードします。

６，タスク権限

　自社・仕入先・販売先から選択します。権限で設定したメンバー以外を追加で招待できます。

　また、権限で設定したメンバーの削除や、作業途中での追加・変更もできます。

７，期限

　タスクの期限を設定します。

　期限横のカラーはタスク一覧のマイルストーンの色を選択します。

８，タスク詳細

　タスクの詳細を入力します。

② 入力を終えたら「保存」を選択し、タスク作成完了です。

●仕入先から提出された見積書を発注する方法

【見積書から発注する方法】

書類管理 ＞ 受取書類 ＞ 仕入書類 ＞ 見積書一覧が表示されます。

①　該当の見積書をクリックします。

②　見積書の内容を確認したら、見積書ページ下部にある「発注する」をクリックで発注できます。

https://createcloud.jp/support/base/akaire/
https://createcloud.jp/support/base/akaire/
https://createcloud.jp/support/base/member-authoritys/
https://createcloud.jp/support/base/member-authoritys/
https://createcloud.jp/support/base/order/


※　プロジェクトからも発注する事が出来ます。（プロジェクトと紐づいている見積書の場合のみ）

【プロジェクトから見積書を発注する方法】

プロジェクトで　発注したいプロジェクトを選択 ＞ 発注/見積 ＞ “仕入先からの見積書（発注）”「未承認検索」

※　仕入先からの見積書（未承認検索）をクリックすると、同プロジェクト内の未受注見積書が表示されます。

見積書の有効期限内であれば何回でも発注が可能です。

※　販売先が発注すると、仕入先宛に送信されます。

●仕入先へ発注する方法

【全てのプロジェクトで使用できる発注書の作成方法】

① 書類管理 ＞ 新規作成 ＞ “仕入先への発注書（依頼）”「＋」より新規発注書が作成できます。

※すでに発注書の下書きがある場合は、「下書きデータ検索」「新規発注書を作成」のポップアップページが表示されます。

https://createcloud.jp/support/base/simple-order/


※「下書きデータ検索」をクリックすると発注書一覧で「下書き」中の発注書が表示されます。

② 「新規発注書を作成」 ＞ 発注書一覧ページの「新規作成」 に移動し発注書を作成します。

l

入力した内容で発注する場合は「提出する」をクリックします。

※　発注後、仕入先が承認すると受注IDが生成され、チケットから発注が可能になります。

【指定のプロジェクトのみで使用する発注書の作成方法】

① 指定のプロジェクト ＞「発注/見積」タブから“仕入先への発注書（依頼）”「＋」より発注書が作成できます。

※　プロジェクトから発注した場合は、作成された発注書は「紐づけされたプロジェクト」のみで発注できます。

※すでに発注書の下書きがある場合は、「下書きデータ検索」「新規発注書を作成」のポップアップページが表示されます。

※「下書きデータ検索」をクリックすると発注書一覧で「下書き」中の発注書が表示されます。



② 「新規発注書を作成」をクリックして発注書（新規作成）ページで発注書を作成します。

入力した内容で発注する場合は「提出する」をクリックします。

※　提出後、仕入先が承認すると受注IDが生成され、指定したプロジェクトのチケットから発注が可能になります。

●販売先からの発注を確認する方法

【発注書一覧から確認する場合】

書類管理 ＞ 受取書類 ＞ 販売書類 ＞ 発注書一覧が表示されます。

①　該当の発注書をクリックします。

②　発注書の内容を確認したら、発注書ページ下部にある「受注する」をクリックで発注を承認できます。

https://createcloud.jp/support/base/application/


【プロジェクトから発注書を確認する場合】

プロジェクトより　プロジェクトを選択 ＞ 発注/見積 ＞ “販売先からの発注書（承認）”「未承認検索」を選択。

※　販売先からの発注書（未承認検索）をクリックすると、同プロジェクト内の未承認発注書が表示されます。

※　販売先が受注すると、担当者（利用者）宛にメールが送信されます。

●支払・請求の詳細を確認する方法

【支払の詳細を確認する方法】

① 書類管理 ＞ 提出書類 ＞ 仕入書類 ＞ 支払書より、支払一覧が表示されます。

https://createcloud.jp/support/base/payment-claim/


② 確認したい「支払書のID行」をクリックすると、ポップアップ画面にて支払書の明細が表示されますので、こちらから内容の

確認ができます。

［Statusについて］

Statusは「未発行」「未払い」「支払済」「残あり」があります。

未発行：支払サイトの締め日前の状態

未払い：支払サイトの締め日以降の支払書が発行された状態

支払済：①の支払額の残金が0円の状態

残あり：支払日以降に残金が0円以外の状態

※　入金処理をし、支払書を発行したい場合は、支払する（支払書発行）方法をご覧ください。

※　支払情報を入力すると「領収書」項目に領収書PDFが表示されます。

【請求の詳細を確認する方法】

① 書類管理 ＞ 提出書類 ＞ 販売書類 ＞請求書より、請求一覧が表示されます。

② 確認したい「請求書のID行」をクリックすると、ポップアップ画面にて請求書の明細が表示されますので、こちらから内容の

確認ができます。



［Statusについて］

Statusは「未発行」「未入金」「入金済」「残あり」があります。

未発行：締め日前の状態

未入金：請求書が発行された状態

入金済：入金後残金が0円の状態

残あり：入金後残金がある状態

※　入金の入力をし、請求書を発行したい場合は、請求する（請求書発行）方法をご覧ください。

※　入金情報を入力すると「領収書」項目に領収書PDFが表示されます。

●支払・請求のステータスを入金済にする方法

【支払のステータスを入金済にする方法】

① 書類管理 ＞ 提出書類 ＞ 仕入書類 ＞ 支払書より、支払一覧が表示されます。

② 支払があったとき、支払処理をしたい支払書のID行「支払管理」項目に「✔」を入れると下に行が追加され、支払額入力項

目が追加されますので、日付と支払額を入力します。

入力後、ページ下部の「保存」を選択すると、この支払書のステータスは「支払済」となります。

※　支払に「残金あり」の状態では、ステータスは「未払い」となります。

※　支払書を発行したい場合は、支払する（支払書発行）方法をご覧ください。

【請求のステータスを入金済にする方法】

①  書類管理 ＞ 提出書類 ＞ 販売書類 ＞ 請求書より、請求一覧が表示されます。

② 入金があったとき、入金入力をしたい請求書のID行「入金管理」項目「✔」を入れると下に行が追加され、入金額入力項目

が追加されますので、日付と支払額を入力します。

入力後、ページ下部の「保存」を選択すると、この支払書のステータスは入金済となります。

※　入金に「残金あり」の状態では、ステータスは「未入金」となります。

※　請求書を発行したい場合は、請求する（請求書発行）方法をご覧ください。

https://createcloud.jp/support/base/deposited/


●領収書を発行する方法

【仕入先へ支払った金額の領収書を確認する方法】

① 書類管理 ＞ 提出書類 ＞ 仕入書類 ＞ 支払書より、支払一覧が表示されます。

支払入力済の支払ID(Status：支払済)のみ、ID行の支払書項目に「領収書」アイコンが自動発行されます。

※　支払の方法は、支払・請求のステータスを入金済にする方法をご覧ください。

② 「領収書アイコン」を選択すると、領収書がダウンロードできます。

【支払った金額の領収書を販売先が確認する方法】

①  書類管理 ＞ 提出書類 ＞ 販売書類 ＞ 請求書より、請求一覧が表示されます。

入金入力済の請求ID(Status：入金済)のみ、ID行の請求書項目に「PDF」アイコンが自動発行されます。

② 「PDFアイコン」を選択すると、領収書がダウンロードできます。

発行された領収書には、利用者側が設定した「会社名、担当者名、住所、社判」などが表記されます。

https://createcloud.jp/support/base/receipt/


●作業チケットの登録・確認する方法

プロジェクトより、プロジェクトを選択 ＞ 作業チケットを登録・確認したいタスクを選択すると、作業チケット一覧が表示されま

す。

【作業チケットの登録方法】

①　チケット名（必）：作業チケットの名前を入力します。

②　作業対象　

販売先：販売先情報に登録されている販売先から選択し、作業チケットに紐付けできます。

仕入先：仕入先情報に登録されている仕入先から選択し、作業チケットに紐付けできます。

※　見積書も紐づけする場合は、ポップアップの書類名項目から選択できます。

紐付け方法の詳細は「作業チケットに受注・発注を紐付ける方法」をご覧ください。

https://createcloud.jp/support/base/ticket-register/
https://createcloud.jp/support/base/task-2/


③　担当者：作業チケットの担当者をタスクの権限変更に招待されているメンバーから選択します。

④　作業種別：作業チケットの作業種別を「種別なし」「時間」「個数」「カスタマイズ」から選択します。

※　販売先の受注または仕入先の発注を紐づけした場合は、自動で選択されます。

⑤　数量：作業した時間・個数を入力します。

※　変更項目で「提出」「納品」「一部納品」を選択した場合は必須になります。

※　作業種別が「種別なし」の場合は入力できません。

※　作業種別が「カスタマイズ」の場合は入力の必要がありません。

入力方法の詳細は、「作業チケットのステータスや作業時間を変更する方法」をご覧ください。

⑥　Status：作業チケットのStatusを「準備中」「作業中」「提出」「納品」「一部納品」から選択します。

⑦　期限：作業チケットの期限の日付を設定できます。



【作業チケットの確認方法】

登録後、紐づけした受注詳細・発注詳細を確認できます。

① 販売先の受注を紐づけした場合、販売先名右横の丸アイコンが「赤」になります。

赤丸アイコンをクリックすると受注詳細を確認できます。

販売先のみを紐づけした場合（見積書を紐付けしていない場合）は「黒」になります。

黒丸アイコンをクリックすると受注の紐づけができます。

② 仕入先の発注を紐づけした場合、仕入先名右横の丸アイコンが「赤」になります。



クリックすると発注詳細を確認できます。

仕入先のみを紐づけした場合（発注書を紐付けしていない場合）は「黒」になります。

黒丸アイコンをクリックすると発注の紐づけができます。

●動画もしくは画像、URLから赤入れする方法

下記の2箇所から赤入れができます。

① プロジェクト ＞ タスク一覧 ＞ 「赤入れ」項目より赤入れページに移動します。

※赤入れ画面より、アップロードされた「動画データ」もしくは「画像データ ／ URL」より赤入れができます。

https://createcloud.jp/support/base/akaire-2/


【赤入れにアップロードするデータについて】

タスク詳細タブ内の「種別」で「動画もしくはWEB」が選択されています。

※　種別は、タスク作成時に自動選択され変更ができません。

種別で「動画」を選択すると、赤入れで「動画データ」をアップロード・赤入れできます。

種別で「WEB」を選択すると、赤入れで「画像データ / URL」をアップロード・赤入れできます。

（注意事項）

※「赤入れ」操作方法については、弊社運営の「Akapon※サポート頁　基本的な設定」をご覧ください。

●スケジュールを確認する方法

① プロジェクトより、スケジュールを確認したいプロジェクトを選択

② タスク一覧にてスケジュールの確認ができます。

https://kanritools.com/support/base/
https://createcloud.jp/support/base/ganttchart-schedule/


●作成したタスクの内容を変更する方法

① プロジェクトより、内容を変更したいタスクを選択

② タスク詳細項目より、右側上部の「編集」ボタンより、タスク内容の編集ができます。

※　内容の作成方法につきましては、新規にタスクを作成する方法をご覧ください。

編集内容を入力後、「更新」ボタンを選択し、完了です。

●作業チケットに受注・発注を紐づける方法

【作業チケットで販売先＆受注を紐づける方法】

① プロジェクトより、 受注を紐付けたい作業チケットがあるタスクを選択

② 作業チケット、作業対象項目：販売先名横のグレー丸印を選択

③ ポップアップ画面が開きますので、販売先を選択します。

https://createcloud.jp/support/base/task-edit/
https://createcloud.jp/support/base/linking/


④ 受注も紐づける場合、書類名も選択します。

※　「詳細を見る」をクリックすると、書類の詳細を確認できます。「確定する」を選択し、紐付け完了です。

※　販売先及び受注が紐づいたとき、販売先名横の丸は「赤」へ変わります。

※　販売先のみが紐づいたとき、販売先名横の丸は「黒になります。

【作業チケットで仕入先＆発注を紐づける方法】

① プロジェクトより、 発注を紐付けたい作業チケットがあるタスクを選択

②  作業チケット、作業対象項目：仕入先名横のグレー丸印を選択

③  ポップアップ画面が開きますので、仕入先を選択します。

https://createcloud.jp/support/base/task-2/


④  発注も紐づける場合、書類名も選択します。

※　「詳細を見る」をクリックすると、書類の詳細を確認できます。「確定する」を選択し、紐付け完了です。

※　仕入先及び発注が紐づいたとき、仕入先名横の丸は赤色へ変わります。

※　仕入先のみが紐づいたとき、仕入先名横の丸は黒色になります。

●作業チケットのステータスや作業時間を変更する方法

【ステータスの変更】

① プロジェクトより、 作業チケットのあるタスクを選択

② 作業チケット項目より、「Status」を選択

・Statusは、「準備中／作業中／提出／納品／一部納品」より選択できます。

https://createcloud.jp/support/base/ticket-change/


※　Statusの権限及び詳細について

作業中に変更する：準備中からの変更権限は、招待メンバー全員にあります。

提出に変更する：準備中又は作業中からの変更権限は、招待メンバー全員にあります。

納品に変更する：発注者または利用者に変更権限があります。

一部納品に変更する：Statusが「提出済」の時、発注者または利用者に変更権限があります。

（一部納品＝同じ内容のチケットを月をまたいで管理する時に使用します。）

・チケット名は必須になります。

・作業対象項目内、「販売先：」右側の●をクリックすると、販売先（受注）を紐づける事ができます。

・作業対象項目内、「仕入先：」右側の●をクリックすると、仕入先（発注）を紐づける事ができます。

・チケット担当者を「担当者」項目で選択してください。

・作業種別は「個数」「時間」から選択できます。または紐づけた受注発注の作業種別が自動的に入力されます。

【作業時間の変更：数値を時間で入力する場合】

①  プロジェクトより、 作業チケットのあるタスクを選択

② 作業チケット項目より、「数量」を選択

③ 下記のポップアップ画面が表示されますので、①→②へ入力を進めます。



④ 「＋時間を追加する」項目に、作業時間と備考欄に必要事項を入力後、「追加する」ボタンを選択します。

※　日付は現在の日付が表示されます。

⑤  作業済一覧に追加した内容が表示されますので、内容を確認し「更新する」を選択します。

※　承認欄の✔は発注者側のチェック項目になります。✔の有無で仕入への影響はありません。

⑥  数量に反映され、更新されます。

【作業時間の変更：数値を個数で入力する場合】

①  プロジェクトより、 作業チケットのあるタスクを選択

② 作業チケット項目より、「数量」を選択

③ 下記のポップアップ画面で、①→②へ入力を進めます。

④ 「＋個数を追加する」項目に、作業個数と備考欄に必要事項を入力後、「追加する」ボタンを選択します。

※　日付は現在の日付が表示されます。



⑤  作業済一覧に追加した内容が表示されますので、内容を確認し「更新する」を選択します。

※　承認欄の✔は発注者側のチェック項目になります。✔の有無で仕入への影響はありません。

⑥  数量に反映され、更新されます。

●作業チケットに関連チケットを作成する方法

①  プロジェクトより、 作業チケットのあるタスクを選択

② 作業チケットのステータスが「提出」になると招待メンバー全員が親チケットの「関連」項目に✔ができるようになります。

　親チケット：既存の作業チケット

　子チケット：親チケットの関連チケット

③ ✔すると親チケットの下に「関連チケット(子チケット)」が作成されます。

　全ての子チケットが納品になるまで、親チケットを納品する時は「一部納品」に変更します。

※　発注者が全ての子チケットを「納品」に変更すると、自動的に親チケットが納品になり、関連チケット（子チケット）の新規作

成が出来なくなります。

●タスク単位でメンバーを招待する方法

① タスク一覧より、 メンバーを招待したいタスクを選択

②  権限 ＞ 新規設定欄に追加したいメンバーを選択し、 「追加」ボタンをクリックします。

https://createcloud.jp/support/base/connection/
https://createcloud.jp/support/base/task-member/
https://createcloud.jp/support/base/task-2/


③  招待済メンバーのリスト一覧にメンバーが追加されます。

※　タスク内の「権限」タブでは、指定したタスクのみを招待することができます。

●タスク一覧の線（マイルストーン）カラーを変更する方法

タスク一覧で表示されるスケジュールの線（マイルストーン）をタスク単位で変更する事ができます。

①プロジェクトより、スケジュール線の色を変更したいタスクを選択

②タスク詳細 ＞ 「編集」ボタンをクリック

詳細内の「期限」項目右側で色を選択できます。

タスク一覧に戻ると、選択したタスクのスケジュールの線（マイルストーン）の色が変更されています。

https://createcloud.jp/support/base/ganttchart-collar/


●タスクからチャットを行う方法

①  タスク一覧より 、 チャットをしたいタスクの右横にある「チャットマーク」を選択

②  タスクチャットページが開きますので、こちらからチャットが使用できます。

●作業チケットからチャットを行う方法

①  タスク一覧より 、 チャットをしたい作業チケットのあるタスクを選択

② 作業チケット ＞ チケット名の右横にあるチャットマークを選択

③ チケットチャットページが開きますので、こちらからチャットが使用できます。

https://createcloud.jp/support/base/taskchat/
https://createcloud.jp/support/base/ticketchat/


●会社単位でチャットを行う方法

【販売先とチャットする場合】

① CRM ＞ 販売先情報 ＞ 販売先一覧より、チャットしたい販売先の「Chat」項目

② 会社チャットページが開きますので、こちらからチャットが使用できます。

【仕入先とチャットする場合】

① CRM ＞ 仕入先情報 ＞ 仕入先一覧より、チャットしたい仕入先の「Chat」項目

②会社チャットページが開きます。

https://createcloud.jp/support/base/company-chat/


●担当者単位でチャットを行う方法

【販売先の担当者とチャットする場合】

① CRM ＞ 販売先情報 ＞販売先一覧より、販売先を選択

② チャットしたい担当者のチャット項目

③ 担当者チャットページが開きますので、こちらからチャットが使用できます。

【仕入先の担当者とチャットする場合】

① CRM ＞ 仕入先情報 ＞ 仕入先一覧より、仕入先を選択

② チャットしたい担当者のチャット項目

③ 販売先の時と同様に、担当者チャットページが開き、チャットが使用できます。

https://createcloud.jp/support/base/person-chat/


●プロジェクトからチャットを行う方法

① プロジェクトより、チャットをしたいプロジェクトを選択

② プロジェクト内の全てのページの右下より、　

１，「チャットマーク」をクリック

２，「Project チャット」を選択

※　「Project チャット」の権限が無い場合、表示されません。

③ Projectチャットページが開きますので、こちらからチャットが使用できます。

【プロジェクトチャットの権限を付与する方法】

① プロジェクトより、設定したいプロジェクトを選択 ＞ 権限項目

② 権限を付与したい個人の「詳細設定」ボタンを選択

③ 詳細設定画面が開きますので、チャットの欄より「Projecチャットの権限」に「✔」を入れることで、権限が付与されます。

https://createcloud.jp/support/base/project-chat/


●Groupチャットについて

① プロジェクトより、Groupチャットをしたいプロジェクトを選択

② プロジェクト内の全てのページの右下にあるチャットマークを選択

③ Groupチャットを選択すると、Groupチャットページが開きますので、こちらからチャットが行えます。

　➡　

※　「Groupチャット」の権限がない場合、表示されません。

【Groupチャットの基本的な利用方法】

・社内メンバー（利用者）のみのチャットツールとして利用する。

・社内メンバーと仕入先のみのチャットツールとして利用する。

・プロジェクト全メンバーへのお知らせ用チャットとして利用する。

※　Groupチャット権限は、プロジェクトメンバーの権限を変更する方法より、チャット権限にて「プロジェクトGroupチャットの権

限」に✔を入れると権限が付与されます。

https://createcloud.jp/support/base/group-chat/


●仕入先に見積相談する方法

見積相談ページより、指定仕入先もしくは全仕入先に対して見積相談を簡単に行う事が出来ます。

① オプション ＞ 見積相談 ＞ 見積相談ページより、見積相談タイトルを入力、仕入先を選択、詳細を入力してください。

※　仕入先選択にて、仕入先を選択し「選択する」を選択すると相談先に選択した仕入先が表示されます。

※　「RESET」ボタンを選択すると、入力した内容全てがリセットされます。

②「一括見積相談をする」をクリックすると、仕入先へ見積相談が送信されます。

※　相談内容は会社チャットに一斉送信されます。

※　相談をした履歴は、ページ右側の相談履歴より確認できます。

※「相談中」をクリックすると終了に変更できます。

https://createcloud.jp/support/base/quotation-consultation/
https://createcloud.jp/support/base/supplier/


●販売先に見積書を作成（提出）する方法

【書類管理から見積書を作成（提出）する方法】

① 書類管理 ＞ 新規作成 ＞ “販売先への見積書（提出）”「＋」より、新規見積書を作成できます。

※すでに見積書の下書きがある場合は、「下書きデータ検索」「新規見積書を作成」のポップアップページが表示されます。

※「下書きデータ検索」をクリックすると見積書一覧で「下書き」中の見積書が表示されます。

② 「新規見積書を作成」＞ 見積書ページの「新規作成」に移動し見積書を作成します。

［基本情報］

　関連するプロジェクト：プロジェクトと紐づける場合は選択します。（選択しない場合は下書き保存されます）

　見積送付先・担当者：選択します。

　※非会員宛の見積書を作成する場合は、「見積送付先」で”仮登録”を選択すると、仮の「会社名」「担当者名」を設定する事

が出来ます。

［契約情報］

https://createcloud.jp/support/base/request-for-quotation/


　契約種別：単発 ／ 定期 より選択します。

　『単発』は、指定されたコンテンツを、指定した期間内に作成する時に利用します。

　『定期』は、例えば毎月100時間を6ヶ月間（計600時間）定期的に契約する時などに利用します。

　作成種別：固定時間 ／ 固定個数 ／ 個数計算 ／ 時間計算 ／ カスタマイズ  より選択します。

　※　上記で選択した契約種別により、選択肢は異なります。

　・『固定時間』は、例えば100時間など「固定の作業時間」での契約時に利用します。

　・『固定個数』は、例えば100個など「固定の作業個数」での契約時に利用します。

　・『個数計算』は、作業した作成した個数分を、納品後に請求する時に利用します。

　・『時間計算』は、作業した作業時間分を、納品後に請求する時に利用します。

　・『カスタマイズ』は、見積項目が複数ある場合に利用します。

　契約期間：契約期間が「単発」の場合は制作期間、「定期」の場合は定期請求する期間を選択します。

　・契約種別を『単発』選択した時は、制作する契約期限になります。

　　（契約期限を過ぎると納品済になります。）

　・契約種別を『定期』選択した時は、定期契約する期間になります。

　　※例えば、6ヶ月間を指定した時、同額の見積書を6ヶ月間継続的に請求します。

　　（請求のタイミングは、販売先との入金サイトによって変動します。）

　　　また、『定期』を選択すると、「自動更新日」「更新連絡日」の入力ができます。

　　　”自動更新日”では、例えば「1ヶ月前」など、更新する月を決めます。（更新日は契約日となります）

　　　”更新連絡日”では、設定した「自動更新日の何日前にメール通知するか」を決めます。

　請求方法：「契約通り」は取引先情報で承認した入金サイトになります。

見積有効期限：この見積書の有効期限です。期限の日にちを選択します。



・有効期限内での販売先からの受注に関しては、利用者の承認なく受注になります。

・有効期限後での販売先からの受注に関しては、利用者の承認が必要になります。

［見積情報］

・書類名は見積書の名前を入力します。

・商品名・単価・数量・税率：入力すると、小計・消費税・合計金額は自動生成されます。

［利用規約］

・利用規約：必要に応じて選択します。

・利用規約の作成方法については契約書や利用規約を作成する方法をご覧ください。

全ての内容を入力し終えたら「提出する」ボタンを選択し、完了です。

【プロジェクトから見積書を作成（提出）する方法】

① プロジェクト ＞ 「発注/見積」タブから“販売先への見積書（提出）”「＋」より見積書を作成できます。

※　プロジェクトから作成する場合は、「紐づけされたプロジェクト」内のみで提出できます。



※すでに見積書の下書きがある場合は、「下書きデータ検索」「新規見積書を作成」のポップアップページが表示されます。

② 見積書作成フォーマットが表示されます。

［基本情報］

・関連するプロジェクトは①で選択したプロジェクトが自動生成されます。

・見積送付先および担当者を選択します。

他の入力項目は【書類管理から見積書を作成（提出）する方法】と同じように入力します。

③「提出する」ボタンを選択し、完了です。

【プロジェクトと紐付けないで下書き保存する方法】

① 書類管理 ＞ 新規作成 ＞ “販売先への見積書（提出）”「＋」より、新規見積書を作成。



② 「新規見積書を作成」＞ 見積書ページの「新規作成」に移動し、見積書を作成します。

［基本情報］

　プロジェクトと紐付けしない場合は、関連するプロジェクトを選択しないで下書き保存ができます。

　他の入力項目は【書類管理から見積書を作成（提出）する方法】と同じように入力します。

③ 「下書き保存」を選択し、 完了です。

※　プロジェクトと紐付けをしていない見積書は発行できません。

●請求する（請求書発行）方法

① 請求一覧を表示する

書類管理 ＞ 提出書類 ＞販売書類 ＞ 請求書一覧が表示されます。

② 販売先へ請求する（請求書発行）

請求通知及び請求書を発行する場合、該当する請求ID行をクリックすると「画像1」が表示されます。

［画像1］

※「請求明細を締めて請求書を発行する」ボタンをクリックすると請求書の発行及び販売先へ通知がされます。

https://createcloud.jp/support/base/invoice/


③ 入金入力

入金された請求ID行の「入金管理」項目に「✔」を入れると、入金入力項目が追加されます。下に行が追加され、入金額を入力

でき、残高も表示されます。

※　入金が複数に分かれてあったとき（または手数料額などを入力するとき）は、「入金管理」項目に「✔」を入れると下に行が

追加され、入金額を入力できます。

④ 請求書の確認

※「請求明細を締めて請求書を発行する」クリック後、「請求書項目」に請求書PDFが表示されます。

※　上記③で入金処理を行うと、「領収書項目」に領収書PDFが表示されます。

※　Statusは「未発行」「未入金」「入金済」「残あり」があります。

未発行：締め日前の状態

未入金：請求書が発行された状態

入金済：入金後残金が0円の状態

残あり：入金後残金がある状況

●支払する（支払書発行）方法

① 支払一覧を表示する

書類管理 ＞ 提出書類 ＞仕入書類 ＞ 支払書一覧が表示されます。

仕入先情報ページで、「仕入先と入金サイト」の承認が完了している時に支払関連ページで支払情報を確認できます。

② 仕入先へ支払する（支払書発行）

https://createcloud.jp/support/base/payment/


支払通知及び支払書を発行する場合、該当する支払ID行をクリックすると「画像1」がポップアップで表示されます。

［画像1］

※「この支払明細を締めて支払書を発行する」ボタンをクリックすると支払書の発行及び仕入先へ支払通知がされます。

③ 支払入力

支払をする支払ID行の「支払管理」項目「✔」を入れると、支払額入力項目が追加されます。下に行が追加され、支払額を入

力でき、残金も表示されます。

※　支払を複数に分けたとき(または手数料額などを入力するとき)は、「支払管理」項目に「✔」を入れると下に行が追加され、

入金額を入力できます。

④ 支払書の確認

※「この支払明細を締めて支払書を発行する」クリック後、「支払書項目」に支払書PDFが表示されます。

※上記③で支払処理を行うと、「領収書項目」に領収書PDFが表示されます。

※　Statusは「未発行」「未払い」「支払済」「残あり」があります。

未発行：支払サイトの締め日前の状態

未払い：支払サイトの締め日以降の支払書が発行された状態



支払済：①の支払額の残金が0円の状態

残金あり：支払日以降に残金が0円以外の状態

●契約書や利用規約を作成する方法

【契約書など一覧の見方】

① オプション ＞ 契約書管理より、契約書管理ページが表示されます。

種類：「契約書」「利用規約」「その他」になります。

　　　「契約書」は、販売先 / 仕入先と新規取引する際に必要に応じて作成・締結します。

　　　「利用規約」は、販売先への見積書作成時に必要に応じて作成・紐づけします。

　　　「その他」は、必要に応じてオプションページを作成します。（URL公開非公開設定ができます）

タイトル名：契約書・利用規約・その他ページのタイトル名

スラッグ：公開時に発行されるURL

Status：販売先 / 仕入先への公開・非公開の選択（契約締結タブで提案するまでは公開されません）

非ログインでの権限：非ログイン時の閲覧可否選択（スラッグ項目下のURLをクリックするとPDFが表示します）

② IDもしくはタイトル名をクリックすると、編集ページが開きますので内容の変更も行えます。

・編集ページ

【契約書・利用規約・その他の新規作成について】

契約書や利用規約の新規作成も行えます。

① 契約書管理ページの「新規作成」ボタンを選択



② 新規作成フォーマットが表示されますので、必要な項目を記入します。

※　コンテンツ項目は、「PDFをアップロード」「新規作成する」より選択してください。

　１、「PDFをアップロード」の場合

　「アップロード」ボタンより、PDF書類をアップロードします。

　コンテンツ部分にアップロードしたPDF書類が入力されます。

　２、「新規作成」の場合

　入力欄へ直接、内容の記入を行ってください。



【その他ページの利用例】

下記の様な「交通費について」など固定されたルールがある場合は、社内メンバー / 販売先 / 仕入先と共有がで

きます。

・作成した契約書・利用規約・その他のページはPDFにてダウンロードできます

① PDFをダウンロードしたい書類のID行、右端のPDF項目を選択

② 書類がPDFでダウンロードされます。



●見積書で使用するプランを作る方法

① オプション ＞ プラン管理ページより右上の新規登録ボタンを選択

②  新規プラン作成フォーマットが表示されますので、必要事項を入力します。

※　「他のプランをコピー」は、作成した既存のプランを選択でき、プランに準じた内容が下記で入力されます。

※　「契約種別」「作成種別」などについては、「販売先へ見積書を提出する方法」よりご確認ください。

入力を終えたら、最下部の「保存する」ボタンで保存します。

※作成したプランは、見積書を作成する時に、見積書内の「プランから選択」から選択ができます。

https://createcloud.jp/support/base/plan-2/


●見積書に社判を入れる方法

① CRM ＞会員情報ページより、 会社情報の「社判」項目より画像のアップロードが出来ます。

② アップロードが完了したら、「社判」項目に表示されます。

「社判」をアップロードすると下記の様に、見積書に社判が表示されます。

※　社判が表示されるのは「見積書」「請求書」「支払書」「領収書」になります。

●プロジェクトのステータスを変更する方法

プロジェクトのステータスを変更するには２つの方法があります。

【プロジェクト一覧画面で変更する方法】

① プロジェクト一覧画面にて、ステータスを変更したいプロジェクトのStatus項目をクリックするとプルダウンで「準備中、作業

中、納品済、保留中」の4つのStatusが表示され「選択」後、変更ができます。

【タスク一覧ページから変更する方法】

① プロジェクトより、Statusを変更したいプロジェクトを選択 ＞ タスク一覧ページ内の右上にある「Statusボタン」から変更でき

ます。

② 「 Statusボタン」をクリックするとプルダウンで「準備中、作業中、納品済、保留中」の4つのStatusが表示され「選択」後、変

更ができます。

https://createcloud.jp/support/base/company-size/
https://createcloud.jp/support/base/project-status/


●Create Cloudとの契約内容確認及び変更する方法

① CRM ＞ 会員情報ページより、契約情報を選択すると現在の契約情報の詳細が表示されます。

契約情報ページでは、Create Cloudとの契約情報の変更・追加・更新ができます。

※　「プラン詳細はこちら」をクリックするとプランの内容を変更できるポップアップページが表示されます。

こちらよりプランを選択し、変更することができます。

https://createcloud.jp/support/base/contract-details/


プラン料金：Free　/　Pro　/　Business　のプラン料金

ライセンス数（メンバー数）：同じ会社として共有するメンバー数

プロジェクト：作成できるプロジェクトの数

販売先（見積書/請求書）：販売先とプロジェクトなどの共有可

仕入先（見積書/支払書）：仕入先とプロジェクトなどの共有可

赤入れ機能：動画・サイトURL・画像を共有し、修正指示等を行う機能

容量：利用できるデータ容量

契約書＆利用規約作成機能：契約書や利用規約などの作成機能

●ポートフォリオの入力について

Create Cloudでは下記の場合、利用者様（会員）も「ポートフォリオ」の提出が可能になります。

・販売先が利用者（会員）の場合

販売先が利用者（会員）の場合、「ポートフォリオ」の提出を求められる場合がございます。

※　入力されたポートフォリオは、提出先（販売先）のみに表示されます。

① CRM ＞ 会社情報 ＞ ポートフォリオより、  実績情報をご記入ください。

https://createcloud.jp/support/using/akaire/
https://createcloud.jp/support/base/portfolio/


全ての実績を記入したら、「 保存」をクリックして完了です。

※　左下にある「＋実績追加」ボタンを押すと、実績記入欄が追加されます。

●ステータス管理について

ステータス管理は、プロジェクトとタスクの両方で管理できます。

例えば、プロジェクトに複数の作業（タスク）がある場合、タスク単位でステータス管理ができます。

プロジェクトが終了した時は、プロジェクトのステータスを「納品済」にします。

●ログイン・ログアウト方法

① ログイン

・Create Cloud ログインページからログインします。

https://member.createcloud.jp/signin

② ログイン方法

メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

③ログアウト

Create Cloud 内の画面右上のアカウント名をクリックし、「Logout」をクリックします。

https://createcloud.jp/support/using/status/
https://createcloud.jp/support/base/login-logout/
https://member.createcloud.jp/signin
https://member.createcloud.jp/signin



