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クリエイト ウェブフロー

だから、紙のワークフローを
そのままデジタル化できる！

クリエイト ウェブフロー
なら

今の承認ルートを再現できる！

今の申請書と見た目が同じ！

管理機能もわかりやすい！
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導入実績

導入企業�,���社以上！
稟議、各種届出、拠点間の情報連携などの用途に、

業種業界問わず、幅広く利用されています。
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導入のメリット
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ペーパーレスの推進
申請書の作成も承認時の押印もWebシステム上で完結。
ファイリング、保管スペースも不要で紛失の心配もありません。
検索ですぐに過去の文書を取り出し、閲覧することができます。

オフィスの省スペース化

セキュリティリスクの低減

リモートワーク推進

業務改革・効率化
過去の申請や他システムのデータを再利用して、すばやく起票。
承認先へは決められたルートで次々に自動回付。
書類の作成や回覧に費やす時間や手間を削減します。

入力負荷・人為的なミスの軽減

郵送や回覧にかかるコスト削減

意思決定のスピードアップ

プロセスの見える化
組織のルールに沿った承認フローを実現。
今どこまで承認が進んでいるか、
誰が、いつ、何を申請・承認・決裁したかをいつでも確認できます。

業務プロセスの進捗把握

承認履歴の証跡保管

内部統制の強化
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紙による申請、承認、決裁業務をそのまま電子化するための

ワークフローシステムです。

とは

申請 決裁承認

� 概要 �特長／ INDEX



申請

これまで使ってきた紙の申請書と同じ様式の入力フォームのため、迷いなく入力することができます。

各申請書に設定されている承認ルートや申請案件の進捗状況が一目でわかります。

操作に迷わない申請画面 紙イメージの入力フォーム

申請書のサムネイル一覧から目的の申請書を一目で見つけ出すことができます。
画面遷移することなく�つの画面で簡潔に申請を完了することができます。

これまでの紙での運用と同じ様式で入力フォームを再現でき、入力支援機能も充実しています。
マニュアルを読まなくてもどこに何を入力すれば良いのか直感的にわかります。

特長的な機能ひと目でわかる進捗状況

申請書ごとに回付先を事前に確認することができます。
申請者、承認者、決裁者、閲覧者の処理状況がアニメーションアイコンで一目でわかります。 印影

申請者や承認者の印影を自動 / 手動で
表示することができます。日付印も設
定できます。

PDF
・

画像挿入
申請フォーム内に、PDF や画像を貼り
付けることができます。

ページ挿入 申請案件ごとに自由にページを追加 /
削除することができます。

マスター
参照

データベースのマスター情報をコンボ
ボックス等に表示することができます。

別名申請 過去に申請した申請書の内容をコピーし
て申請書の作成を行うことができます。

自動採番 予め設定した採番ルールに従って自動
で採番することができます。

取戻し
・

再申請

内容に誤りがあった場合には当該案件を
取戻しできます。また、取戻し、差戻しさ
れた案件を再度申請することができます。

記入例 予め登録された記入例を確認しながら、
申請書に入力できます。

ページサムネイル
サムネイルから指定のページへ遷移できます。

関連フォームの選択
別の申請案件と紐づけることができます。

ファイル添付
申請書の補足資料などを添付できます。

部署

氏名
日付

No.

No.

No.

Re 例

申 請

自動採番
コンボボックス

ページ追加・削除

情報表示

入力テキスト

チェックボックス

印影

承認中は
アイコンが点滅します。

� 申請 �申請



承認／決裁フォームも紙と同じ様式を再現できます。権限に応じて、承認ルートの変更ができます。

承認

紙で行っていた柔軟な運用をワークフローシステム上で実現することができます。

充実した機能によりさらに紙の運用では実現できないことができるようになります。

柔軟な運用を再現する承認機能

効率的な運用を実現する機能

従来の承認業務を実現する機能が充実しているため、紙の運用に限りなく近づけることができます。

条件分岐

申請書の内容に応じて、分岐
先の承認ルートを自動判定で
きます。

複数項目を条件判定対象とす
ることができます。

代理・代行設定

申請 / 承認の代理・代行者を
設定することができます。

本人もしくは管理者が代理・
代行者を設定することができ
ます。

代 理 は 権 限 委 譲、代 行 は 操
作委譲となります。

一括 / 連続承認

一括承認は、処理待ち一覧か
ら件名を確認し、まとめて承
認できます。

連続承認は、対象の案件の申
請書をページ送りして承認す
ることができます。

詳細検索

件名や申請者名、部署名、採
番などをキーワードとした検
索ができます。

帳票データ一括出力

申 請 書に記 載された内 容を
CSVファイルで出力できます。

種類が異なる申請書を対象と
した一括出力もできます。

分析

承認期間、件数、分布につい
てレポート出力ができます。

共有

申請 / 承認に関わらない方へ
申請書を参照する権限を設定
することができます。

完了中、進行中の案件を共有
することができます。

申請者 承認者 受付担当 合議承認者 閲覧者決裁者

集計

申 請 書 内 の項 目 を対 象とし
て、件数、合計といった集計
処理を行うことができます。

クロス集 計・サマリー 集 計・
一覧表示ができ、集計結果を
CSVファイルで出力できます。

次の承認者などへメール
で通知することができます。

メール通知

承認または保留ができま
す。

承認・保留

案件に応じて、承認者を
挿入・追加・変更・削除が
できます。

ルート変更

申請書に付随するファイル
を添 付することができま
す。

ファイル添付

申請 / 承認に補足するコ
メントを入力できます。

コメント入力

承 認 が 滞っている場 合、
メールで督促することが
できます。

督促

自分の承認を取戻して訂
正することができます。

承認取戻し

承認ルート外の方へ案件内
容を共有し、コメントを返し
てもらうことができます。

相談

否 認、再 申 請 請 求、指 定
の承認者へ再承認請求が
できます。

差戻し

添付・コメント確認

申請 / 承認時に付与された添付ファイル、
コメントを一覧で確認することができます。

承認履歴

申請 / 承認の履歴をドキュメント内に自動的
に記録できます。

承 認

外出先でスマホ承認

承認処理が外出先からでもスマホで
できるので、承認手続きにかかって
いた時間を大幅に削減できます。

POINT
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管理

わかりやすい操作の管理機能で、簡単にワークフロー業務の作成、運用管理ができます。

システム管理部門のみならず、その他の部門の方々にも安心してご利用いただけます。

組織情報の管理 入力フォームの作成

ユーザーと組織階層をそれぞれ登録したら、簡単なマウス操作でユーザー情報を組織階層に紐づけます。
人事異動や組織変更の際もドラッグ＆ドロップで完了します。

承認ルートの作成

マウス操作でアイコンを配置して直感的に承認ルートを作成することができます。
個人名指定ではなく組織情報を基に設定することで、運用開始後のメンテナンスを簡単に行うことができます。

システム連携

ワークフローシステム単体の利用にとどまらず、様々な業務システムや主要パッケージ製品/クラウドサービスなどと連携する
ことができます。

マウス操作で入力フォームのレイアウトを自由に作成することができ、紙の申請書の様式を忠実に再現できます。
Excel、Word、PDF形式のファイルを�クリックで簡単にインポートできるため、今までの申請書を活用することができます。

簡単にインポート

フォームマネージャー画面

組織の有効期限

有効期間設定による組織情報の自動切り
替えができます。また、一定期間複数の
組織情報を同時に公開することもでき
ます。

組織変更時の引き継ぎ

進行中の案件を後任の承認者に引き継ぐ
ことができます。

ルート仕様書の出力

承認ルートで定義した内容の詳細を仕様
書として出力できます。

入力設定

読取専用、必須入力、複数行入力、フォン
トサイズ自動調整、四則演算、入力値の
指定、最大文字数の指定、JavaScript
の設定などができます。

プレビュー

入力フォームや印刷結果のイメージを
確認しながら、作成することができます。ドラッグ＆ドロップで

人事異動や組織変更が
可能です。

電子メール

グループウェア
社内ポータル

人事マスター

文書管理
システム

CSV連携

会計システム

ファイル
サーバー

CSV連携業務システム

データベース
連携

経路探索

ASPサービス

管理

Web
データベース

チャットツール

Webhook

PDFExcel

X
Word

W
組織の世代管理

組織情報は複数世代保持できるの
で、年度切り替えや人事異動・組織
変更にもスムーズかつ柔軟な対応が
可能です。

POINT

Liteフォーム

Excel でデザインした申請書レイアウト
をそのまま申請 / 承認フォームに変換

が できる 簡 易 フォー ム 作 成 機 能 を
標準搭載しています。※

POINT

※クラウド版限定

POINT

承認者 / 決裁者の指定

承認者 / 決裁者は所属指定や申請者
との関係指定や個人指定ができます。

� 管理 �管理
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現場報告書

活用例

Create!Webフローは様々なシーンでご利用いただけます。

利用シーンと機能の活用例をご紹介します。

➀
承認者を全員登録

現場写真

添付ファイル
（画像）

グラフ画像

地図画像

➁
承認者を絞り込む

➂
絞り込んだルートで回付

➀
PDF 貼付け前

➁
PDF 貼付け後

既存システムなど
外部データベース

内部データベース

受付担当

稟議 ー 複雑で多岐に渡る決裁権限規定の場合

報告 ー 写真、グラフ、地図を用いた報告をする場合

決裁権限規定の種類が多い場合、すべての規定を整理し、ワークフローシステムに登録することもできますが、その分初期登録・
規定変更時のメンテナンスの手間が多くなってしまいます。設定する承認ルートは�つとし、受付担当の方が稟議内容や状況に応じ
て関連部門長や担当役員を指定すると、初期登録・規定変更時のメンテナンスの手間を削減することができます。

経費申請 ー 請求書などのPDFを証跡とする場合

申請フォーム上に、請求書などの各種PDFを貼り付けることができます。貼り付けたイメージは、スクロールで確認することがで
きるので、承認者の確認時にも、添付ファイルをダウンロードして別画面でPDFを開く操作が不要になります。
また、貼り付けたPDFの上に押印することもできるので、定型のPDFに押印して回付するといった用途にも最適です。

修繕・現場報告書や稟議書のように写真やグラフを貼り付けて申請したいケースがあります。Create!Webフローでは画像挿入機
能により、入力フォームに画像を貼り付けて、文章に図を添えた表現豊かな申請書を作成することができます。

見積書 ー 製品マスターを参照する場合

見積・商品登録・取引先の与信審査や、申請する場合は、既存システムのデータベースのマスターを参照して、申請書内に転記し
たいケースが多くあります。Create!Webフローでは入力フォームから既存システムのマスターを参照し、申請書内に転記することが
できます。また、Create!Webフロー内に作成したマスターも参照でき、多様なマスターを用いた効率的な申請書の入力ができます。

活用例

➀
PDF 貼付け前

➁
PDF 貼付け後

請求書

合計金額
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請求書

合計金額
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■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■
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■■■■

■■■■

￥3,700,000

PDF

PDF のページ数に合わせ
て自動的にページが追加
され、内容がそのまま貼り
付けられます。
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https://www.createwebflow.jp/contact/
製品に関するご質問や、お見積もり依頼など、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ・お見積もり

ご検討中の方向け

お問い合わせ

Create!Webフローの主な機能と特長をご紹介し、導入をご検討中のお客様のご質問や課題にお応えします。

製品デモのご案内

お客様専用の環境で、Create!Webフローのすべての機能をお試しいただけます。

無料トライアル（�ヶ月）

https://cs.createwebflow.jp/
動画や資料で、各種機能のご活用方法を紹介しています。

活用推進サイト（ご契約中・トライアル中のお客さま向け）

https://support.createwebflow.jp/
お問合せ窓口、FAQやお問い合わせなどのサービスを提供しています。

ユーザーサポートサイト（ご契約中のお客さま向け）

https://www.createwebflow.jp/start/Indmtg.html
業務構築に関するお悩みやバージョンアップのご相談など、お客様の課題解決をサポートいたします。

ワークフロー構築相談会（ご契約中のお客さま向け）

導入・運用サポート

製品に関するお問い合わせは

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25
TEL.03-3360-6720
E-mail : sales-cwf@iftc.co.jp

https://www.createwebflow.jp/

開発・製造元

※本カタログに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※本カタログの掲載内容は2023年4月現在のものです。（CWF_202304_第1版）
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