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社員が好きな方法で働けるようになると、最高の仕事ができるようになり 
ます。iPadやiPhoneのために開発された数千種類ものアプリケーションを
使うことで、社員はさらに柔軟に、クリエイティブに、協力し、つながりながら
仕事を進めることができます。App Storeで入手可能な優れたビジネス 
アプリケーションを見つけるために、ぜひこのガイドを役立ててください。

アプリケーション名をタップすると、App Storeでアプリケーションを
ダウンロードしたり詳しい情報を確認したりできます。
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書類の作成と編集
イラスト入りのレポートやインタラクティブなグラフ、説得力のあるプレゼンテーションを作成、編集、共有するためのアプリケーションを紹介します。 
様々なフォーマットの書類をシームレスに扱うことができるので、作業効率が格段に向上します。

プレゼンテーション
 Keynote
 重要なツールを中心に配置したインターフェイスはシンプルで直感的。
だから、目を引くグラフの挿入も、写真の編集も、映画のような 
エフェクトの追加も、チームの誰もが簡単にできます。

 Microsoft PowerPoint
 パワフルでカスタマイズ可能なプレゼンテーションで注目を集め、 
印象付けることができます。

 Google スライド
 新しいプレゼンテーションを作成したり、ウェブ上や別のデバイスで 
作成したプレゼンテーションを編集したりできます。

文書
 Pages
 Appleがデザインした美しいテンプレートとスタイルを使って、 
手紙やレポートをすばやく作成できます。Apple Pencilを使って 
コメントやイラストを追加することもできます。

 Microsoft Word
 インパクトのあるテキスト文書、台本、ブログ、原稿、履歴書を作成 
できます。ファイルの作成、編集、表示、共有が簡単にできます。

 Google ドキュメント
 外出先でも書類の作成、編集、コラボレーションができます。使いやすい
テンプレートを利用して、洗練された書類を簡単に作成できます。

PDF
 PDF Reader Pro
 PDFに注釈やブックマークを付けることも、結合、分割もできます。
iPhoneやiPad上でフォームにも簡単に記入できます。

 PDF Expert
 PDFの表示、ハイライト、署名、記入ができます。PDF内のテキスト 
編集、画像の置換のほか、機密データを非表示にすることもできます。

 Adobe Acrobat Reader
 PDFの表示、注釈付け、署名ができます。あらゆるPDF文書に 
指またはApple Pencilで電子署名ができます。

スプレッドシート
 Numbers
 スプレッドシートを作成して画像やグラフ、表を簡単に追加したり、 
インタラクティブなグラフでデータをアニメーション化したりできます。

 Microsoft Excel
 特定のニーズに合わせてスプレッドシートを作成できます。 
優れた機能を使用して、複雑な数式も挿入できます。

 Google スプレッドシート
 スプレッドシートの作成と共有ができます。インターネットに 
接続できなくても、いつでも作業を継続できます。

https://apps.apple.com/jp/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/jp/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/jp/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/jp/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/jp/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/jp/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/jp/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/jp/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/jp/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/jp/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/jp/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/jp/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
https://apps.apple.com/jp/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/jp/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/jp/app/google-sheets/id842849113
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モデル
 Adobe Spark Page
 プロが作ったようなグラフィックスや、ウェブページ、ビデオを短時間で
作成します。テンプレートを利用することも、一から作成することも 
できます。

 AutoCAD
 使いやすい設計および作図ツールを備え、 iPhoneやiPad上で 
DWGファイルの表示、作成、共有ができます。

 Shapr：3D モデリング CAD
パワフルな幾何学モデル作成エンジンと信頼性の高い統合ツール 
キットを使って、本格的な3Dモデリングが可能です。

 uMake
 直感的に操作できるツールとさらに向上した視覚体験を活かして、 
外出先でも臨場感のある3Dコンテンツを作成できます。

 Inspire Pro
 独自開発の描画エンジンで、信じられないほどすばやくリアルな 
絵画、描画、スケッチを描くことができます。

 Adobe Photoshop Sketch
 ひらめいたその場で、本物のようなペン、鉛筆、水彩画ツールを 
使って、アイデアを形にできます。自動生成されるタイムラプスビデオで、
創作プロセスをほかの人にシェアすることもできます。

 Adobe Illustrator Draw
 フリーフォームのベクターデザインでアイデアをイラストにし、 
商用レベルの作品にまで仕上げることができます。

スケッチ
 Procreate
 2種類の質感を出せるブラシとこれまでにないキャンバス解像度で、 
美しいスケッチやインスピレーションあふれる絵画、魅力的なイラストを
どこでも描くことができます。

 Affinity Designer
 すばやく精密にデザインできるパワフルなツールで、マーケティング 
資料、ウェブサイト、アイコン、UIデザイン、コンセプトアートなどを 
プロのクリエイターたちと簡単に共同制作できます。

Paper by WeTransfer
 作業に没頭できるこのスケッチアプリケーションで、スケッチや描画、 
図表を描いたり、色を自在に操ったり、ノートやアイデアを書き留め 
たりすることができます。

写真
 Pixelmator
 画像、スケッチ、絵に修正を加えて、一段と美しく仕上げられます。 
高度な合成画像を作ることもできます。

 Camera+ 2
 iPhoneとiPadのどちらでも撮影と編集ができます。 

 Infltr
 写真、ビデオ、Live Photos、深度撮影、アニメーションGIFを 
仕上げる700万個以上のフィルタが用意されています。

 Adobe Photoshop Fix
 画像のレタッチや復元が簡単に。修復したり、なめらかにしたり、 
明るくしたり、様々な調整を行って、画像を思い通りに仕上げることが
できます。

 Affinity Photo
 この信頼性の高いプロ向け写真編集アプリケーションを使うと、 
あらゆる場面でMulti-Touchジェスチャーを使ったなめらかな操作、 
Apple Pencilを使った精密な描画ができます。

クリエイティブな作業
クリエイティビティを発揮して、ビジネスアイデアを生み出しましょう。時間をかけずにイラスト作成や画像編集ができるアプリケーションで、 
スマートなコミュニケーションが実現します。

https://apps.apple.com/jp/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/jp/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/jp/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/jp/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/jp/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
https://apps.apple.com/jp/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/jp/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/jp/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/jp/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/jp/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/jp/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/jp/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/jp/app/affinity-photo/id1117941080
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 Notability
 手書き、写真、文字入力を1つのノートに統合して、細かい点まで 
記録することができます。

 Microsoft OneNote
 個人用のデジタルノートブックを作成し、自分の使いやすい方法で 
メモを整理できます。

 Notebook
 メモを取る、ファイルを追加する、スケッチを描く、チェックリストを 
作成する、音声を録音するといった方法で、その時々の瞬間をとらえる 
ことができます。

 Noted.
 Notedは、講義、会議、インタビューなどの録音やメモの作成ができる
洗練されたアプリケーションです。

 Bear
 スタイリッシュで柔軟なテキストエディタで、メモ、散文、コード、スケッチ
を書くのにぴったりです。

 メモ
 メモアプリケーションは、手早く自分の考えを書き留めるのに最適です。
また、チェックリスト、画像、ウェブリンク、スキャンした書類、手書きの
文字やスケッチなどを含めた長いメモを保存することもできます。

 ボイスメモ
 iPhoneやiPadがポータブルな録音デバイスになります。内蔵マイクを
使って音声を録音し、デバイスで編集して、ほかの人と共有できます。

 MyScript Nebo
 数回のタップとストロークで、手書きのテキストに書式設定を加えて 
タイトル、パラグラフ、箇条書きにすることができます。

 CaptureAudio（英語）
 プレゼンテーションや会議を録音する、メモを加える、重要なトピックに
フラグを付けるなどの機能があります。

 Evernote
 どこでもメモを取り、整理して、共有できます。優れたアイデアを常に 
同期して、どこからでもアクセスできます。

 DocuSign
 簡単かつセキュアな方法で文書への署名や署名の依頼ができます。 
無料で、毎月の利用回数に制限はありません。

 FastField Mobile Forms（英語）
 移動の多い社員にフォームをすばやく配信し、わかりやすく豊富な 
データをリアルタイムで収集できます。

 SignNow（英語）
書類をクライアントや同僚に送信して、指で署名してもらうことが 
できます。

 iAuditor（英語）
 調査フォームを簡単に作成できます。調査内容の記入、是正措置の 
割り当てのほか、所有している全デバイスでレポートを共有することが 
できます。

 GoCanvas（英語）
 デジタルフォームとチェックリストを作成することで、事務作業を 
自動化し、業務プロセスをデジタル化します。

 SignEasy
 簡単に書類に署名したり、対面で署名をもらったり、追跡対象の 
書類をお客様に送信したりできます。

 Adobe Fill & Sign
 あらゆるフォームにすばやく入力し、署名、送信できます。紙のフォームを
写真に撮って、 iPhoneやiPadで入力することもできます。

 ProntoForms - モバイルフォーム
 離れたところで作業する人も簡単にデータの収集やアクセスができる
ようになります。さらに結果も自動的に共有できます。

メモの作成
これらのアプリケーションを使えば、これまでとは違う方法でメモを取ることができます。メモにオーディオクリップやスケッチ、チェックリストなども 
追加できます。すばやく簡単に、アイデアを書き留めたり整理したりできます。メモを取ることではなく議論に集中し、会議の生産性を向上させる 
ことができます。

フォームの作成
iPhoneやiPad上で電子フォームを作成するアプリケーションを使えば、紙の利用を大幅に削減できます。文書をどのようなフローで使用する 
場合でも、より正確なデータを取得し、結果を簡単に収集、集計、共有できます。

https://apps.apple.com/jp/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/jp/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/jp/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/jp/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/jp/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/jp/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/jp/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/jp/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/jp/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/jp/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/jp/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/jp/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/jp/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/jp/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/jp/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/jp/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/jp/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/jp/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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 ショートカット
 ショートカットを使って、よく使う操作を効率化しましょう。 
Siriは、あなたの日々の行動を他社製アプリケーションと賢く 
組み合わせて、便利なショートカットを提案してくれます。

 リマインダー
 リマインダーを使えば、会議の予定を入れる、Eメールを送信する、 
プロジェクトのフォローアップをするなど、1日の仕事の中でやるべき 
ことをすべて記録し、経過を追うことができます。

 Things 3
 目標に向けてアイデアを集め、プロジェクトを作成し、目標達成に 
必要なステップを計画できます。

 Teamwork Projects（英語）
 Teamwork.comアカウント内で進行中のプロジェクトを管理 
できます。タスクの完了、マイルストーンの達成、ファイルの共有、 
時間の記録などが可能です。

 Basecamp 3（英語）
 To Doリスト、メッセージ、スケジュール、レポートなどを使って、 
担当者の責任範囲を明確にし、コミュニケーションの効率性を 
高めます。

 OmniPlan 3
 プロジェクトを視覚化し、維持管理をシンプルにします。 
タスクの分割、リソースの最適化、計画の進捗管理が可能です。

 Microsoft Visio Viewer
 iPhoneやiPadで、直接Visioの図面を表示して操作できます。 

 Smartsheet
 チームでプロジェクトを作成、編集、共有することで、全員が最新情報を
入手できるようになります。

 Trello
 ボード、リスト、カードを使って、楽しく柔軟な方法で協力しながら、 
プロジェクトを整理して優先順位を決定できます。

 OmniOutliner 3
 スマートカラム、スクリプト、カスタムスタイル、テンプレートなどを 
使って完璧なアウトラインを作成できます。

 Agenda.（英語）
 日付をベースにメモを管理し、プロジェクトの計画と記録に 
使用できます。

 MeisterTask
 視覚的なプロジェクトボードを作成してチームメンバーを招待し、 
リアルタイムでコラボレーションができます。

 Asana
 タスク、To-Do、リマインダー、アイデアを簡単に把握し、どこにいても
仕事を管理できるようになります。

 Todoist
 ちょっとした用事から大がかりなプロジェクトまで、あらゆるものを 
管理できます。

 Wunderlist
 To Doリストとタスクをシンプルに管理し、仕事を仕上げるのに 
役立ちます。

 2Do
 サブタスク、メモ、添付ファイル、通知メッセージを使って、シンプルな 
タスク、チェックリスト、プロジェクトを作成できます。

 OmniFocus 3
 プロジェクトとタスクを作成し、それらにタグを付けて整理することで、
目の前の作業に集中できるようになります。

プロジェクトの計画
アクティビティやアクションの計画、視覚化、モニタリング、共有に役立つアプリケーションを利用すると、プロジェクトを計画通りに進めることが 
できます。オフィスにいなくてもプロジェクトの効率性を見直しできます。

優先順位の決定
どんなに複雑な作業でも、To Doリストで管理できるようにしましょう。適切なタイミング、適切な場所で通知を受け取れるようにすれば、 
目の前の作業に集中できるようになります。

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88/id915249334
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/id1108187841
https://apps.apple.com/jp/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/jp/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/jp/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/jp/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/us/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/jp/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/jp/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/jp/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/jp/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/jp/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/jp/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/jp/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/jp/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/jp/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/jp/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/jp/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/jp/app/omnifocus-3/id1346190318
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 ファイル
 ファイルアプリケーションは、すべての書類を1か所に集めてブラウズ、
検索、整理ができるアプリケーションです。OneDrive、Box、
Dropboxをはじめ他社のストレージにあるファイルも管理できます。

 Google ドライブ
 書類の表示、ファイルの検索、アクセス権の設定のほか、ファイルを 
オフラインで表示することもできます。

Microsoft OneDrive
iPhoneやiPadから、書類や写真、その他のファイルを簡単に開いたり
共有したりできます。

 Dropbox
 このクリエイティブなコラボレーションスペースを使うと、ファイルを 
1か所に集め、すべてのデバイスで安全に同期することができます。

 Box
 10GBの無料クラウドストレージで、あらゆるファイル、写真、書類を 
セキュアに保存、管理、共有できます。

 Adobe Creative Cloud
 ファイルの管理、チュートリアルの表示、アプリケーションのダウンロード
ができます。Photoshop、Illustrator、InDesignで作成したデザイン
アセットの検索、ブラウズ、プレビューも可能です。

 メッセージ
 メッセージを使って、テキスト、写真、ビデオ、パーソナライズされた 
エフェクトなどを送受信できます。

 FaceTime
 FaceTimeを使えば、どこにいてもチームメンバーとすぐにつながる 
ことができます。FaceTimeは、一度に最大32人のビデオ通話または
オーディオ通話に対応しています。

Podio
 コンテンツ、会話、プロセスを1つのアプリケーションに統合し、同期して
チーム作業ができるようになります。どこにいてもプロジェクトを運営 
できます。

 ZOOM Cloud Meetings
 見やすいビデオ、はっきりと聞きやすいオーディオ、すぐに実行できる 
画面共有、メッセージ機能を使って、100人で会議を開くことが 
できます。

 join.me（英語）
 どこにいても、オンライン会議に参加し、ビデオ会議を開催し、 
コンテンツを共有することができます。

 Yammer
 組織内の適任者とつながり、チーム、プロジェクト全体でアイデアや 
情報を共有、検索できます。

 Slack
 複数のチャネルを作成し、トピック、プロジェクト、チームごとに会話を
分類、整理して共同作業ができます。

 Quip
 シンプルなアプリケーションで、すばやく簡単にコラボレーションして 
文書を作成できます。  

 Skype
 同僚と通話、チャット、コラボレーションできます。世界中の携帯電話や
固定電話に低料金で電話をかけることができます。

 Cisco Jabber
 インスタントメッセージ（IM）、音声、ボイスメッセージ、ビデオ通話機能
を使ってコラボレーションできます。

 Cisco Webex Meetings
 業界最高レベルのオーディオとビデオを使って、会議、イベント、 
トレーニングセッションに参加し、プレゼンテーションを行うことが 
できます。

 Moxtra
 外出先で提案を行い、フィードバックを取得し、承認を受け、商談を 
まとめることができます。

 Cisco WebEx Teams 
 全員がいつでも安全な作業スペースで作業に参加し、仕事を進める 
ことができます。

ファイルの管理
様々なクラウドストレージにある業務書類にアクセスしたり、共有したりするためのアプリケーションを利用すると、所有しているすべてのデバイス上で
同じデータにアクセスして、効率よく作業できるようになります。

コラボレーション
ソーシャルメディアを通じてお客様や同僚、パートナーと連絡を取り、リーチを広げるために役立つパワフルなアプリケーションがあれば、 
常につながりを保ち、最新の状況を把握できるようになります。

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/id1232058109
https://apps.apple.com/jp/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/jp/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/jp/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-creative-cloud/id852473028
https://apps.apple.com/jp/app/facetime/id1110145091
https://apps.apple.com/jp/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/jp/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/jp/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/jp/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/jp/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/jp/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/jp/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/jp/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/jp/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/jp/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/jp/app/cisco-webex-teams/id833967564
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 Buffer（英語）
 Facebook、Instagram、Twitterなどへのコンテンツの予約投稿や
パフォーマンス追跡が可能です。

 Weebly x Square
 オンラインビジネスやウェブサイト、ブログの制作、立ち上げ、拡大を 
サポートします。ドラッグ＆ドロップのシンプルな作業で構築できます。

 Mailchimp Marketing & CRM（英語）
 Eメールの作成と送信、購読者の管理を行い、マーケティングの現状を
常に把握できます。

 WordPress
 WordPressのブログやウェブサイトを管理、作成できます。 
投稿の作成と編集、統計の表示、コメントへの返信などが可能です。

 Zoho Campaigns
 Eメールの作成と送信、購読者の管理を行い、マーケティングの現状を
常に把握できます。

 Marketo Moments（英語）
 最近実施したキャンペーンのパフォーマンスの確認、次回のキャンペーン
に必要なアクションをすべてiPhoneやiPadから手軽に実行できます。

 LinkedIn
 ほかの人とつながり、関係性を深め、求人の検索と応募をしたり、 
トピックや企業についての最新情報を入手したりできます。

 GoDaddy（日本未展開）
 アイデアをインターネットで公開し成長させるために必要な、 
ドメイン名の取得やウェブサイトの準備を、すべてiPhoneやiPadで 
行うことができます。

 Wix
 Wixアプリケーションを使って、カスタマイズ可能なモバイルサイトを 
運営することで、外出先でも人々とやり取りをし、ビジネスを管理する 
ことができます。

 Marketo Events（英語）
 複数台のiPadを使って、イベント参加者をすばやく簡単にチェック 
インし、データをMarketoプログラムとシームレスに同期することが 
できます。

 HootSuite
 Twitter、Facebook、Instagram、LinkedInのアカウントで 
コンテンツの一括投稿や予約投稿が可能です。

Salesforce
顧客管理のための各種ツールで、お客様の行動の記録、管理、分析が 
手軽にできます。 

ForceManager CRM（英語）
To Doリスト、メッセージ、スケジュール、レポートを使って、担当者の 
責任範囲を明確にし、コミュニケーションの効率性を高めます。

Zendesk Support
すっきりとしたシンプルなシステムで、カスタマーサポートチケットを 
追跡し、優先順位を付けて問題を解決できます。

Daylite（英語）
お客様、見込み客、ベンダーを簡単に一元管理できます。 

PocketSuite（日本未展開）
クライアントへのメッセージ送信、メモの作成、電話連絡、フォローアップ
の予約、クライアントデータの作成などが可能です。

ScreenMeet Support（英語）
お客様がサポートチームと画面を直接共有できるようにして、リモート 
での問題解決をサポートします。

Cloze Relationship Management（英語）
データを分析し、得られた情報を活用できます。Eメール、ミーティング、
通話など、連絡先とのやりとりをすべて1か所で確認できます。

ブランドのプロモーション
ここでは、デジタルマーケティング管理、認知度向上、キャンペーン企画といった、自社ビジネスを広め注目を集めるための活動に役立つ 
アプリケーションを紹介します。

顧客関係の構築
より多くの見込み客をお客様へ変化させ、ビジネスの成長を支援するアプリケーションを紹介します。優れたユーザー体験を提供し、 
定着を図るために役立ちます。

https://apps.apple.com/jp/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/jp/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/jp/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/jp/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/jp/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/jp/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/jp/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/jp/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/jp/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/jp/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/jp/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/jp/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/jp/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/jp/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/jp/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/jp/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/jp/app/cloze-relationship-management/id596927802
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 Zunos
 インタラクティブな評価やコンテンツ構成が可能で、ユーザーに 
合わせた学習体験を提供できます。

 Showpad
 オンボーディング、トレーニング、コーチング、営業向けコンテンツの 
管理を1つのプラットフォームでできるようにすることで、営業部門を 
支援します。

 Apple Books
 Apple Books向けコンテンツを作成するためのオプションが増え、 
魅力的でインタラクティブなコンテンツをさらに手軽に提供できるように
なっています。

 HoursTracker（日本未展開）
 勤務の開始と終了の時間を記録し、勤務時間を追跡します。 
1つまたは複数の仕事の賃金計算も行えます。

Helios（英語）
 フリーランスやリモートで働く社員向けのシンプルな時間管理ツールで、
重要なタスクを整理することで、目の前の作業に集中して取り組めます。

Time Master + Billing（英語）
時間と経費の記録、レポート表示、本格的な請求書の生成（PDF）が 
すべてiPhoneやiPadでできるようになります。

Invoice2go（英語）
本格的な請求書や見積書をお客様に送り、スピーディに支払いを 
受け取れるようになります。

Timelines Time Tracking（英語）
何に時間をかけているかを把握し、ルーチン作業を改善する方法を 
見つけることで、より効率よく多くのことができるようになります。

Hours - 時間追跡
視覚的なタイムライン、スマートなリマインダー、詳細なレポートで、 
時間の管理が楽になります。

営業支援
営業担当者がどこにいても必要なコンテンツにアクセスできるよう支援するアプリケーションを紹介します。適切なコンテンツを見つけ、 
学び、共有できるようにしておけば、新人研修やトレーニングの短縮にもつながります。

時間の記録
貴重な時間を有効活用するために役立つアプリケーションを紹介します。プロジェクトやお客様対応にかける時間を記録することも、 
本格的な請求書をスピーディに作成してクライアントに送付することもできるようになります。

https://apps.apple.com/jp/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/jp/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/jp/app/apple-books/id364709193
https://apps.apple.com/jp/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/jp/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/jp/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/jp/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/jp/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/jp/app/hours-time-tracking/id895933956
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 XpenseTracker（英語）
 経費や移動距離を記録してレポートを作成し、レポートやレシートの 
写真を直接デスクトップに書き出すことができます。

 Zoho Expense
 経費や旅費の管理を自動化し、レシートの記録や経費報告書の 
作成にかかる時間を短縮します。

 Everlance（日本未展開）
 移動距離と経費を自動で追跡するこのアプリケーションでは、GPSを
使って移動距離を記録し、キャッシュカードに接続して経費報告書を 
作成します。

 Expensify（英語）
 経費報告書の管理、レシートおよび出張費の記録ができる 
スモールビジネス、経理部門、個人向けアプリケーションです。 

 SAP Concur
 SAP Concurをすでに使用しているユーザー向けのアプリケーション 
で、モバイルデバイスから移動手段の予約、経費報告書の記入、 
請求書の承認ができるようになります。 

 MileIQ（日本未展開）
 自家用車を業務に使用した際の移動距離を自動的に追跡して 
記録します。

 Square POSレジ
 デビットカードやクレジットカード、EMVチップカード、Apple Payに 
対応したSquare Readerと組み合わせて、売上と在庫をリアルタイム
で追跡できます。

 talech Register（英語）
 シンプルで直感的なインターフェイスで、注文の受け付け、支払いの 
受け取り、在庫の管理のほか、顧客情報にもアクセスできます。

 PayPal Here（日本未展開）
 デビットカードやクレジットカードに対応し、請求書の送信、支払いの 
追跡、支払いの受領が可能なモバイルPOSソリューションです。

 Vend POS（英語）
 世界中のどこにいても、販売し、お客様とつながり、小売ビジネスを 
管理し、成長させることができる小売POSソリューションです。

 TouchBistro Point of Sale（英語）
 勘に頼らない適切な発注と人員配置、支払いの効率化、 
メニュー管理の見直しや詳細なレポート作成をサポートする 
レストラン向けアプリケーションです。

 QuickBooks GoPayment POS（日本未展開）
 クレジットカードと銀行振込の支払いに対応し、すべての支払いを 
1か所で追跡できます。

 Revel POS（英語）
 機能豊富なビジネス管理プラットフォームで、すべてのオペレーションと
顧客向けのチャネルを1つのPOSダッシュボードに集約できるように 
なります。 

 iZettle Pro（英語）
 バー、カフェ、レストラン向けのPOSアプリケーションで、支払いの 
受け取りと売上の向上に役立ちます。

 Shopify
 どこからでもビジネスを運営できるようになります。Shopifyストアが
複数ある場合でも、注文と商品の管理、スタッフとの連携、売上の追跡
がアプリケーションで簡単にできます。 

 ShopKeep Point of Sale（英語）
 iPadで売上追跡、在庫管理ができるほか、シンプルな方法でスタッフの
管理も可能です。

経費の記録
経費報告書を作成するためにオフィスに戻る必要はありません。外出先でも経費の入力や管理をすばやく行うことができるアプリケーションを 
紹介します。

支払いの受け取り
どこにいてもその場で支払いを受け取ることができれば、ビジネスチャンスを逃すことはありません。 iPhone、 iPad向けの革新的な 
アプリケーションや支払いソリューションを紹介します。

https://apps.apple.com/jp/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373
https://apps.apple.com/jp/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/jp/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/jp/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/jp/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/jp/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/jp/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/jp/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/jp/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/jp/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/jp/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/jp/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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 Kashoo Cloud Accounting（英語）
 本格的なレポート、請求、経費の追跡など、スモールビジネスが必要と
するあらゆる会計ニーズをサポートします。

 FB Classic（英語）
 スモールビジネスの管理に役立つクラウドベースの会計ソフトウェアで、
請求書の送付や経費の追跡と管理をシームレスに行えます。

 SurePayroll for Employers（日本未展開）
 社員や契約者への支払いを、 iPhoneやiPadでどこからでもセキュア
かつスピーディに実行できます。SurePayrollでは給与に伴う税金の
処理も可能です。 

 QuickBooks Payroll（日本未展開）
 社員の給与処理が簡単になります。給与処理や税金の支払いは 
銀行並みのセキュリティで保護されているため安心です。 

 Xero（英語）
 請求書の照合や送付、経費請求書の作成、レシートの記録が簡単に 
できます。データは暗号化されてクラウドに安全に保存されます。

 QuickBooks Accounting（日本未展開）
 会社の経費とキャッシュフローを手軽に管理できます。請求書の作成、
損益の表示にも対応しています。

 Tableau Mobile
 どこからでも常にデータを把握し、ダッシュボードの表示やデータの 
スクロール、検索、絞り込みができます。

 SAP Analytics Cloud Roambi
 多くの情報を取り入れたインタラクティブなレポート、チャート、 
ダッシュボード、KPI、アナリティクスを作成し、データを視覚化 
できます。

 Numerics（英語）
 洗練され、使いやすいダッシュボードをデザインし、ビジネスデータに 
セキュアに、リアルタイムで接続できます。

 Microsoft Power BI
 データへのアクセス、通知の受信のほか、注釈追加や共有も可能な 
パワフルな機能で、意思決定を助けます。

 QlikView mobile（英語）
 データ分析から得た情報を意思決定に活かすことができます。 

 マイクロストラテジーモバイル for iPad
 マイクロストラテジーユーザーであれば、外出先でも既存の 
エンタープライズおよび情報システムを利用できます。

会計処理
iOSとiPadOS向けの会計ソリューションを利用して請求書の発行、給与計算、キャッシュフロー管理を行うことで、経営がスムーズになります。

データの分析
図やグラフを使ったインタラクティブなレポートでデータをさらにわかりやすく視覚化し、これまでにない分析や考えを引き出すことができます。

https://apps.apple.com/jp/app/kashoo-accounting/id442878143
https://apps.apple.com/jp/app/fb-classic/id542796025
https://apps.apple.com/jp/app/fb-classic/id542796025
https://apps.apple.com/us/app/surepayroll-for-employees/id389154416
https://apps.apple.com/jp/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/jp/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/jp/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/jp/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/jp/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/jp/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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 Crew Messaging and Scheduling（英語）
 チーム内のコミュニケーションをシンプルにし、グループメッセージの 
ほか、シフトスケジュールやタスクの割り当ても可能です。

 Planday Employee Scheduling（英語）
 時間給労働者の管理と勤務スケジュール作成を効率化し、人材管理の
効率性を高めます。

 Deputy: Shift Schedule Maker
 社員名簿の管理、シフト作成、チーム連絡、タスク確認、給与管理の 
ほか、よりよい分析に基づいてビジネスを管理できるようになります。

 Challenges - Compete, Get Fit（英語）
 友人、家族、同僚と競い合い、チームで課題に取り組むことで、 
健康促進を支援します。

 Headspace（英語）
 瞑想とマインドフルネスのテクニックを使ってリラックスし、 
生活に心の平静、健康、バランスを取り戻しましょう。

MyFitnessPal
カロリー目標を設定し、毎日の食事と運動を記録することで、 
あなたの生活を今日から変えていくことができます。

シフト管理
チームの管理と勤務状況の記録に加え、給与処理も統合されたシフト管理アプリケーションを利用すれば、必要な時に適切に人材を配置できます。

社員のウェルネス
立ち上がるようリマインダーで通知したり、フィットネスの目標達成をサポートしたり、社員が1日中健やかで、元気に満ちあふれ、生産的に 
働けるように、ウェルネスに着目したアプリケーションを紹介します。

https://apps.apple.com/jp/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/jp/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/jp/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/jp/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/jp/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/jp/app/myfitnesspal/id341232718


あらゆることを1か所で
Apple Business Managerでは、簡単な手順で、日々の業務に必要なアプリケーションと本を一括して検索、購入、配布できます。

Apple Business Manager経由で購入したアプリケーションは、そのアプリケーションが利用可能な国内であればどこでも、MDMを使って 
簡単にユーザーまたはデバイスに配布できます。Volume Creditを利用すれば、発注書で製品取扱店からコンテンツを入手することもできます。 
Apple Business Managerは、Jamf、VMware、MobileIronなどの一般的なMDMソリューションとシームレスに連係します。

さらに詳しく ↗
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アプリケーションの配布をシンプルに

ビジネスアプリケーション スタートアップガイド

https://www.apple.com/jp/business/it/
https://www.apple.com/jp/business/it/


App Store
App Storeには、あなたのビジネスを 
よりパワフルで、有能で、モビリティの高いものに 
するために役立つ23万5,000ものアプリケーション
がそろっています。

ビジネス向けのApp Storeにアクセス ↗

Apple at Work
iPhone、 iPad、Macはビジネスに最適なツール 
です。Apple製品、プラットフォーム、パートナー、 
その他のリソースについてさらに詳しい情報を 
提供しています。

さらに詳しく ↗

Today at Apple
写真、ビデオからアート、デザインまで幅広いテーマを
取り上げるビジネス向けの実践的なセッションに 
参加して、スキルにさらに磨きをかけましょう。 
様々なツールを試したり、アプリケーションを発見 
したりすることで、これまで以上の何かを成し遂げる
ためのインスピレーションが得られます。

今すぐ見つける ↗
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製品名および社名は、帰属する各社の商標である場合があります。

その他のリソース

https://apps.apple.com/jp/genre/id6000?ls=1
https://apps.apple.com/jp/genre/id6000?ls=1
https://www.apple.com/jp/business/
https://www.apple.com/jp/business/
https://www.apple.com/jp/today/collection/business-collection/
https://www.apple.com/jp/today/collection/business-collection/

