
これからは、高いパッケージソフトを購入することも、分厚い操作マニュアルとにらめっこすることも、必要ありません！！

　クラウド・アシスト・サービス「ｉＣＡＳ（アイ・キャス）」は、ＳａａＳ型の業務ソフトウェアサービスです。
個人事業主や中小企業での業務に必要となる、各業務ソフトウェアをインターネット上で提供しています。

日頃から何かとお忙しいことの多い個人事業主・中小企業のみなさまからは、「ＩＴを有効利用すれば、さらに効率的に仕事が進めら
れるのはわかっているが、操作を覚えるのに時間がかかってなかなか使うことができない。」そんなお話をよくお伺いいたします。

「ｉ-ＣＡＳ」の大きな特徴は、その直感的な操作感覚にあります。「ｉＣＡＳ」では、これまでの業務ソフトにありがちな難しい操作を
覚えていただく必要がありません。ほとんどの機能は、まるで銀行のＡＴＭをご利用いただく時のように、ガイダンスにあわせて
ボタン押していくだけの直感的な操作で完了します。また、始めるときも、特別なソフトを購入してくる必要がなく、インター
ネットにつながるパソコンがあれば、いつでもどこでもご利用していただくことができます。
簡単に始められて、わかりやすい、使う人にとって楽ができる業務ソフトをお届けすることで、ＩＴの力を個人事業主・中小企業の
みなさまにこそ活用していただきたい。それがクラウド・アシスト・サービス「ｉＣＡＳ」の思いです。

ボタンを押すだけで操作できちゃう　　　業務ソフトウェア

中小企業のみなさまこそ、楽を すべきです！
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お客様が必要とされているアプリケーションを、ＣＤなどからお使いのＰＣにインストールするのではなく、インターネット経由
で使用することが出来る、新しい形のサービスです。パソコンとインターネットがあればその日のうちにご利用を始めていただく
ことが出来ます。

　クラウド・アシスト・サービス「ｉ-ＣＡＳ」が、現在ご提供している機能は、会計機能として「ｉＣＡＳ会計」、給与機能として
「ｉＣＡＳ給与」があります。今後も次々と個人事業主、中小企業の皆様にお役立ていただけるサービスを展開していきます。
クラウド・アシスト・サービス「ｉ-ＣＡＳ」に、是非ご期待ください！

どこでもご利用いただけます

ご利用しやすい利用料金を設定しました
クラウド・アシスト・サービスｉＣＡＳは、月 ご々利用いただいた分をお支払いただく、従量課金形式を採用しています。
ご利用いただく人数と、必要となる機能を選択していただき、後はご利用いただいた明細の量に応じてお支払い
いただきます。バージョンアップも自動的に行われますので、バージョンアップの度に料金をいただくこともあり
ません。ｉＣＡＳであれば、月々の使用量に応じた価格（オープン価格）※1でご利用いただけます。

※1　価格につきましては販売代理店にご確認ください

ソフトウェアのインストールが必要ありません
クラウド・アシスト・サービス「ｉＣＡＳ」をご利用いただくにあたっては、ソフトウェアのインストールが必要あり
ません。ご利用のご契約をしていただき、インターネットで弊社サイトにアクセスしていただければ、その
都度、最新のソフトウェアをご利用いただける仕組みになっております。

クラウド・アシスト・サービスｉＣＡＳは、インターネット上のサービスです。ソフトウェアはもちろん、大切なお客様のデー
タは他国にも同時更新される災害に強いデータセンターで厳重にお預かりいたします。パソコンからインターネット
につなげることが出来れば、事務所からでも外出先からでもご利用いただけます。

※2　接続ＰＣを特定することも可能です。

あれこれ難しい操作を簡単にしました
「ｉ-ＣＡＳ会計」は、複雑になりがちな業務系アプリケーションの操作を大幅に簡略化しました。起票などの
各操作については、銀行のＡＴＭを操作する感覚で処理が行えます。それぞれの業務に合わせたガイダ
ンスに応じ、マウスで画面のボタンをクリックするだけで、業務の知識に詳しくなくても、簡単にご利用いただ
けます。
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動作環境

Windows XP対応OS
512MBメモリ

FlashPlayer 10 以上その他

1024×768 pixel（XGA）
Internet Explorer 7 以上 ／ Firefox 3.0 以上 ／Google Chrome 2.0 以上／ Opera 9以上／Safari 4 以上　　　※ Internet Explorer 8　64bitは除く推奨ブラウザ

ディスプレイ解像度

ADSL（8Mbps）通信環境

必要動作環境 推奨動作環境

Windows Vista Windows 7 Windows XP Windows Vista Windows 7
1GB 1GB 1GB以上 1.5GB以上 2GB以上

1280×1024 pixel（SXGA）以上

FTTH（100Mbps）

主な機能

かんたん取引入力入力系 証憑一覧・証憑登録
現金出納帳 預金出納帳
入金伝票 出金伝票
振替伝票 売掛伝票
買掛伝票
仕訳帳出力系 総勘定元帳
詳細科目別元帳 得意先別科目別元帳
仕入先別科目別元帳 社員別科目別元帳
銀行別科目別元帳 商品別科目別元帳
部門別科目別元帳 消費税元帳
日計表 ( 金種表含む ) 残高集計表（取引先／社員／銀行／商品／部門別）

取引辞書登録設定 科目設定
残高登録 会計データ作成
伝票関連設定 帳票出力順序登録

給与明細入力系
賞与明細
年末調整
給与明細、賞与明細
社員別給与台帳
月別給与賞与集計表

出力系

源泉徴収票、源泉徴収簿
還付税額一覧表
会社給与
給与項目
項目利用
社員給与

設定

ｰＣＡＳ会計 ｰＣＡＳ給与

帳簿入力（売掛帳／買掛帳／１行型仕訳入力）

月別消費税区分集計表
科目別消費税区分集計表

消費税計算書
決算書（勘定式）

未収・未払一覧表（取引先／社員／銀行別）
付箋一覧表
売上関係図表
財務構成図表

主要スペック

項目名 桁数・文字数・件数
データ発生科目数科目関係 製造販売業（個人）で約１７０科目を準備
集計用科目数 製造販売業個人で初期 58科目（追加可能）

4～6桁

4～6桁

数字

科目コード桁数 ( 検索コード )
科目コード属性 数字
科目検索文字数 半角英カナ　14 文字
正式名称 全角 15 文字（全半角混在可）
簡略名称 全角 7文字（全半角混在可）
管理項目 ※1 3 種類まで
詳細科目 ( 科目別補助 )詳細科目 コード桁数による
科目別補助コード桁数
科目別補助コード属性
科目検索文字 半角英カナ　14 文字

データ発生社員社員従業員 コード属性・桁数による
集計用社員 コード属性・桁数による
コード桁数 2～ 14 桁
コード属性 半角フリー
読み ( 連想) 文字数 半角英カナ
正式名称 全角 25 文字（全半角混在可）
簡略名称 全角 7文字（全半角混在可）

※1 管理項目には、詳細科目・銀行・取引先・商品・部門・社員等があります。
※2 ○○の中には、銀行・取引先・商品・部門のいずれかが入ります。

データ発生○○※2銀行関係
取引先関係
商品関係
部門関係

コード属性・桁数による
集計用○○※2 コード属性・桁数による
コード桁数 2～ 14 桁
コード属性 数字・フリー
検索文字 半角英カナ　14文字
正式名称 全角 30文字（全半角混在可）
簡略名称 全角 7文字（全半角混在可）

取引区分取引辞書 全角 10文字
取引大分類名 全角 10文字

全角 10文字取引中分類・証憑名称
取引名称 全角 30文字

項目名 桁数・文字数・件数

ＣＡＳ会計

項目名 桁数・文字数・件数
給与賞与回数給与賞与 給与１２ヶ月　賞与３回（夏季、冬季、特別）
給与形態 月給、日給、時給
支払形態 月払い
明細用紙 Ａ５横　（A4上下に印字）
金額 項目ごとに 7桁 (9,999,999 円 )まで
手当 役職手当、家族手当、固定手当１－３、変動手当１－３
控除 固定控除１－３、変動控除１－３
残業単価 普通残業、深夜残業、休日普通残業、休日深夜残業
社会保険 健康保険、厚生年金、介護保険、厚生年金基金

データ発生社員 コード属性・桁数による
集計用社員 コード属性・桁数による
コード桁数 2～ 14 桁
コード属性

社員従業員

年末調整

半角フリー
読み（連想）文字数 半角英カナ
正式名称 全角 25文字（全半角混在可）
簡略名称 全角 7文字（全半角混在可）
年末調整方法 給与年調、賞与年調、単独年調
源泉徴収票 A6(A4 白紙に印刷）

項目名 桁数・文字数・件数

ＣＡＳ給与

安心のデータ保全体制
　当サービスはの提供は、データセンターとしては世界屈指のセンターを利用し維持運営を行っております。そして、お客様からお預かりした大切なデータは、
以下のように保管しています。

バックアップの方法
　i ｰ ＣＡＳでは、週に一度バックアップを、更に、一日が終わった時点で差分バックアップ（前回から変化した分だけを記録するバックアップ）を行います。
しかも、バックアップは国内外３ヶ所に効率よくバックアップを行うことで、万が一に備えています。

データ消去
　サービス解約後一ヵ月以内に、データベースから削除します。

データの保管期間
　会計年度を越えるデータのお預かりも、翌期更新時の課金のみで何期でも保管可能となります。　

ＳａａＳ型業務ソフトウェアサービス

C-1001-05 201107

【特約店】

http://www.japanwebservice.com/

※表記中の仕様スペックは2011年4月現在のものです。サービスの内容は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商品です。

※本システムの著作権はＫＡＧホールディングズが保有しております。
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