
用途に応じて
使い分け
られます!

アドビで電子化したら…

お問い合わせはこちら

https://www.adobe.com/jp/acrobat/contact.html

営 業・経 理・法 務 部 門 で 働く方々へ

文書業務でこんな「あるある」ありませんか？

契約業務に時間がかかって
商談の時間が取れない？

書類によって押印業務の
方法が異なっていない？

承認状況を直接承認者に
確認したりしていない？

商談が「見える化」されていない、
色々な関連書類を確認しないと
状況がわからない！

見積もり、契約、発注など文書
関連業務に時間がかかり、商談の
準備や商談の時間が取れない！

色々なところにファイルが混在、
どれが最新なのかわからない！

お客様が紙で管理している
ため電子化にできない…

承認確認をメールや電話で
いちいち確認していて
手間と時間がすごいかかる…

紙や印鑑に依存する仕事が
多いためテレワークが難しい

機密情報が含まれた文書が
多く、文書電子化が不安…

他部署から法律に関する様々な
相談が寄せられ、契約業務を
正確かつ迅速に処理できていない

紙の書類とデジタル文書が
混在していて文書によって
承認プロセスも変わるので
管理が大変…

せっかくシステムを導入
したのに結局手作業や
目視確認が残っている…

何重にも承認が必要で、
1つの文書の処理に
すごい時間がかかる…

コミュニケーションコストが削減され、契約業務を正確かつ迅速に処理！
押印の為の出社・承認確認作業が不要に！
顧客の状態が見える化され、迅速なフォローアップが可能に！
CRMシステムとリアルタイムに連携し、情報の一元管理が可能に！

営業 経理 法務

マー ケ ティン グ 関 連 人 事 関 連 法 務 関 連

サ ー ビ ス 関 連 購 買 関 連 営 業 関 連

管 理 関 連 不 動 産 関 連

どんな文書を
電子化
できるの？

Acrobat Signで
すぐに電子化が
可能な文書例

・個人情報取扱合意書
・ライセンス契約

・ベンダー契約 ・秘密保持契約書（NDA）
・賠償責任免責同意書

・採用通知書
・雇用契約書

・業務委託契約
・労働者派遣契約

・納品書
・検収書
・プロジェクト管理

・購買契約書
・注文請書
・金銭商品貸借契約書

・重要事項確認書
・賃貸借契約

建 設 / 建 築 関 連

・工事請負契約書
・図面/CADデータ

・仕様書
・保証契約書

・決裁
・稟議

・コンプライアンス合意書
・社内承認関連書類

・売買契約書
・発注書

・見積書
・セキュリティチェック
    シート

オンライン
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文書業務に必要なすべてのニーズに対応 

デバイスを問わず複数人が同時にPDF
にコメントを追加したり、内容を確認
したりできます。また、電子サイン機能
を使えば、手書きの署名や押印など
契約・承認業務も電子化が可能です。

ご契約中は、常に最新の製品が使用
できるため、買い替えの必要があり
ません。最新のセキュリティアップ
デートが 継 続 的に提 供されるため、
コンプライアンスも担保できます。

ファイルは常に最新の状態でクラウド
上 に保 存さ れ るので、モ バイル 版
アプリからでも、デスクトップで行っ
ていた 作業をそのままスマートフォン
やタブレット端末で継続できます。

常に最新機能が使え
堅牢なセキュリティを担保

アドビ ドキュメント クラウド

場所やデバイスを問わず
作業を継続

様々な文書業務を効率化 既存システムとの
シームレスな連携

既にお使いのシステム、プロセス、ア
プリケーションにDocument Cloud
ソリューションを簡単に追加できま
す。API連携とカスタムアプリケー
ションの統合も可能です。

学生向け口座開設、住宅ローン申請、各種バンキング、その他お客様サービスなど、
年間200万トランザクション以上の契約処理をAdobe Signで対応。

どんな効果があるの？　

某金融機関様 事例

Acrobat Signで業務効率化・顧客満足度向上を実現 Acrobat Signならこんな事も。
導入事例

50項目
以上のCRM連携し

自動審査

11日→48H
ローン申し込み

期間の短縮

92%
顧客満足

25%増
ローン締結数

身分証明書を
モバイルアップロード

RBSが
審査・承認

申込書に
モバイルで電子サイン

RBS
Approved
Decl ined

Adobe Acrobat Signは、ISO27001、
SOC2 Type2、クレジットカード業界で使
われているPSI DSSなどのセキュリティ基準
に準拠。1000項目あまりのセキュリティ
対策規定に基づき提供されます。

例えば契約書PDFが格納されている
SherePointのフォルダ上から任意のPDF
を選択しSherePoint上から署名依頼
を送信することも可能。普段の業務の
一環としてスムーズに契約業務を行えます。

kintoneやDropbox、Salesforceと
連携するAdobe Acrobat Signは契約
書の作成から格納まで文書プロセス
を自動化でき、さらに業務を効率化
することも可能です。

Adobe Acrobat S ignは世界36カ
国の言 語に 対応しているので 海 外
との取引にも利用可能。
世界中で年間80億以上の取引を支
えている実績があります。

ITreviewユーザーが支持した日本のSaaS・
ソフトウェアで選出する『ITreview Best 
Software in Japan 2022』でAdobe Acrobat
がTOP50に選出されました。

IDCが 行った日本国内のユーザー調査に
おいて、Acrobat Signは国内で2位の利
用率で、1,000人以上の大企業では1位の
利用率であったとの結果が 得られました。

業界を牽引するデジタルドキュメントソリューション

Adobe Document Cloudは、アドビの先 駆 的なPDFテクノロジー「Adobe Acrobat」と、世界中で選ばれる
電子サインソリューション「Acrobat Sign」を連携し、完全なデジタルエクスペリエンスを社 員やお客様に
お届けすることができる、唯一無二の文書業務における生産性向上ソリューションです。場所を問わず文書の
作成や共同編集が可能となり、重要な署名をワンクリックで取得できるほか、手動プロセスを完全排除して
日々の業務の効率化を図ることができます。

世界最高水準の厳格な
セキュリティ基準に準拠

Microsof tが 推奨する
電子サインソリューション

契約書の作成から格納まで
文書プロセスを自動化

36カ国の言語に対応。
海外との取引にも利用可能

アドビ アクロバット サイン

導入企業


