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クラウドストレージ機能 - 紹介資料
クラウドストレージで安全・便利なファイル管理を実現！
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オフィスソフト × クラウドストレージ 
クラウド型ソリューション - WPS Cloud Pro

01

クラウド
ストレージ

100GB/1ユーザー

※こちらの資料はWPSのスライド作成ソフトを使って作成しています

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

オフィスソフト 

文書作成 表計算 スライド作成PDF編集

WPS Cloud Pro（ダブルピーエス・クラウド・プロ）は、
オフィスソフトとクラウドストレージが１つになった次世代
のクラウド型ソリューションです。

WordやExcelなどMS系ドキュメントと高い互換性を持った
オフィスアプリに加えて、クラウドでリアルタイムにファイ
ルを共有できるクラウドストレージ機能(100GB/1ユーザー)
をご利用いただけます。

さらにマルチデバイスでの利用にも対応しており、PCはもち
ろん、タブレットやスマートフォンからでも各種ソフトがご
利用可能です。
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WPS Cloud Proのクラウドストレージ機能では、1ユーザー
あたり100GBの容量をご利用いただけます。ストレージには
あらゆる形式のファイルが保存可能です。

クラウドストレージなので、ネット環境と接続端末さえあれ
ば「いつでも・どこからでも」ご利用いただけます。

ファイル共有は保管場所のリンクを共有するだけ。メールの
ようにファイル自体をやり取りしないのでマルウェア感染の
リスクが低く、リンクにアクセス制限を設定すれば誤送信が
起きても外部に情報が漏れる心配はありません。

時間と場所を問わずに使えて、ファイル共有も手軽。
しかも、セキュリティに強い。それがWPS Cloud Proのクラ
ウドストレージ機能です。

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

安全かつ効率的なファイル管理を実現する
—— クラウドストレージ機能
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クラウドストレージで使える「機能」
 - ＜管理機能＞と＜ユーザー機能＞別に紹介

管理機能

 組織/ユーザー管理（メンバー登録、部門/チーム作成等）
 承認管理（メンバー、チームの新規作成等）
 各種アクセス制限（IP・デバイス・OSごと等）
 ストレージ管理（容量分配、利用状況確認等）
 ログレポート（ストレージ内の操作履歴確認等）
 削除ファイル復元
 共有リンク管理

ユーザー機能

 ファイル操作（アップロード、ダウンロード等）
 モバイルアプリ対応
 共同編集（オンラインによるリアルタイム同時編集）
 共有リンク発行（外部共有、社内限定共有等）
 操作権限設定（フォルダ、ファイル、ユーザーごと）
 ファイル暗号化

上記の他にもさまざまな機能をお使いいただけます。
次ページ以降では上記の機能から一部を抜粋し、ご利用イメージ付きで詳しく紹介します。 次ページから詳しく紹介
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管理機能
 - ストレージ管理「容量分配」機能

ストレージ容量を部門やチーム、メンバーごとに分配できます。たくさんの容量が必要な部門には多く設定し、そうでない部
門は少なく設定する使い方が可能です。担当業務の性質に合わせて容量配分を最適化できるので、ストレージを無駄なくお使
いいただけます。0GBから設定し、そもそもストレージを与えないといった設定も可能です。

容量の割り当て
を変更できる

ストレージ設定 容量設定

0GBから
設定可能

管理
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管理機能
 - ストレージ管理「利用状況確認（レポート）」機能

ストレージの利用状況をグラフィカルに確認できます。「ストレージレポート」では容量の使用状況を円グラフで確認可能で
す。またサマリーを示す「企業インデックス」では、各アクティブ状況がレーダーチャートで表示され、「組織としてスト
レージ機能を有効活用できているのかどうか」を、定量的かつ視覚的にわかりやすい状態で把握することができます。

利用容量が
円グラフでわかる

ストレージレポート 企業インデックス

活用状況も
チャートで表示

管理
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管理機能
 - 「ログレポート」機能

ストレージ内の操作履歴を細かく確認できます。確認用のレポートでは、ファイルの新規作成や編集、共有リンクの発行など
あらゆる操作の履歴が表示されます。該当の操作に関して「いつ・誰が・どこに」といった情報も表示されるので、ストレー
ジ内の全てのファイル状況を組織として把握することができ、ファイルの一元管理を実現することができます。

ドキュメント操作ログ 管理画面操作ログ

「誰が・何を・いつ・どうしたのか」が一覧でわかる

管理画面の操作履歴も記録

管理
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ユーザー機能
 - 「操作権限設定」機能

ファイルやフォルダに対して、操作権限を設定することができます。「閲覧・編集・アップロード・ダウンロード・ コ
ピー・保存」など、あらゆる操作についてON/OFF設定が可能です。さらに、設定対象の単位は「メンバー・部門・チーム」
から選択できるので、「操作権限を個人だけでなくグループごとにわけて運用する」こともできます。

権限設定

操作権限を
細かく設定可能

権限の設定対象

メンバー
（個人）

部門 / チーム
（グループ）

単位は個人とグループで選択可能

ユーザー
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ユーザー機能
 - 「共同編集（リアルタイム同時編集）」機能

ストレージ内に保存されたドキュメントファイルを共同編集することができます。共同編集とは、1つのドキュメントを複数
のユーザーが同時に編集できる機能です。更新状況はリアルタイムに共有されるので、常に最新のドキュメントを関係者間で
共有できます。入力エリアを個別に設定する「エリア制限」機能を活用すれば、共同編集時の入力ミスも未然に防げます。

共同編集

複数のユーザーがファイルに
同時アクセスして作業できる

エリア制限 機能

「エリア制限」機能とは、共有ドキュメ
ントの編集領域を個別に設定できる機能
です。共同編集時の、担当エリア外の編
集ミスなどによる混乱防止に役立ちます。

ここだけ編集可
他は編集不可

ユーザー
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ユーザー機能
 - 「共有リンク発行」機能

共有リンク発行によって、社内や社外の関係者とファイル共有ができます。発行した共有リンクにはアクセス権限を任意設定
でき、例えば共有不要となったファイルはリンクを停止してアクセス不可にできます。また自動でリンクを停止する「閲覧期
限」の設定も可能です。操作権限設定と合わせて活用することで、セキュアなファイル共有が行えます。

共有リンク発行 共有範囲の設定 閲覧期限の設定

「7日 / 30日 / 期限設定無し」
3つから選択可能

ユーザー
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WPS Cloud Proで実現可能な未来
 - 働き方改革の実践・セキュリティ強化・運用業務の最小化

WPS Cloud Proをご利用いただくことで、どのような未来を実現可能なのか。
「働き方改革の実践」「セキュリティ強化」「運用業務の最小化」の3つの視点からご紹介します。

　01｜働き方改革の実践

いつでも・どこからでもストレージに
アクセス。時間や場所に捉われない自
由な働き方を実現

　02｜セキュリティ強化

細かな権限設定によって安全なファイ
ル共有が可能。企業ポリシーに即した
運用でセキュリティを強化

　03｜運用業務の最小化

システムの運用・保守はベンダーであ
る我々に丸投げでOK。本来の業務に
集中できる環境を構築
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WPS Cloud Proのクラウドストレージは、インターネットと
接続デバイスさえあれば、いつでも・どこからでもご利用い
ただけます。

オフィスから、テレワークの自宅から、営業車両の中から。
あらゆる場所・タイミングでストレージにアクセスして、
ファイル格納やドライブ内資料の確認、ドキュメントの修正
といった作業が行えます。

オンプレミスの共有サーバーのように、「会社に戻らないと
ストレージにアクセスできない、作業ができない」といった
ことはありません。

時間や場所に捉われない自由な働き方を実現し、組織の生産
性やエンゲージメントの向上に寄与します。

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

働き方改革の実践 - いつでも・どこからでもストレージにア
クセス。時間や場所に捉われない自由な働き方を実現

-1

オフィスから

自宅から

営業車両から
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ネット接続を必須とするクラウドサービスを安全に利用する
には、サイバー攻撃やヒューマンエラーによる情報漏えいと
いったセキュリティリスクへの対策が必要です。

WPS Cloud Proは、セキュリティ強化に役立つ機能を豊富に
搭載しています。

「各種アクセス制限」や「操作権限設定」、「ログレポート」
などの機能を活用いただくことで、様々な角度からセキュリ
ティの強化に取り組んでいただけます。例えば、PPAP問題
に代表される「誤送信」や「マルウェア感染」などに対して
も、権限設定や共有リンクの発行によってリスクを最小化す
ることができます。

柔軟なセキュリティ設計によって企業ポリシーに即したセ
キュアな運用を実現し、貴重な情報資産を守ります。

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

セキュリティ強化 - 細かな権限設定によって安全なファイル
共有が可能。企業ポリシーに即した運用でセキュリティを強化

-2

アクセス
制限

操作権限
設定

ログ
レポート

ファイル
暗号化

共有
リンク
管理
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オンプレミスのファイルサーバーの場合、災害リスクへの対
応やハードウェア管理は社内で対応しなくてはいけません。

システムの種類や設計によっては専門知識を持った人材の配
置が必要なケースもあり、運用には多大なリソースが消費さ
れます。

WPS Cloud Proなら、サーバーのシステムの運用・保守はベ
ンダーが担当するので、社内で対応する必要はありません。

情報システム担当者のストレージ運用にかかる業務負担を最
小化でき、担当者は他の業務に集中することができます。

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

運用業務の最小化 - システムの運用・保守はベンダーに丸投げ
でOK。本来の業務に集中できる環境を構築

-3

before

after サーバー管理はベン
ダーにお任せでOK！

トラブルは自社で対
応しないといけない
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WPS Cloud Proの活躍シーン
 - 営業の外回り中・店舗や営業所間の連携・社内の資料管理

WPS Cloud Proの具体的な活躍シーンについて、
「営業の外回り中」「店舗や営業所間の連携」「社内の資料管理」の3つのシーンを取り上げてご紹介します。

　01｜営業の外回り中

営業で外回り中、スマホやタブレット
から資料を参照。オフィスに戻らずス
マートな資料共有

　02｜店舗や営業所間の連携

店舗や営業所の月次報告、共同編集で
リアルタイムに同時入力。報告作業を
効率化

　03｜社内の資料整理

社内のドキュメント管理、1つのファ
イルで共有できるから企画書等のバー
ジョン管理も楽々
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営業の外回り中、追加で資料が必要となったとき、わざわざ
社内に戻るのは手間がかかるだけでなく、貴重な時間も消費
されてしまいます。

WPS Cloud Proなら、PCはもちろんスマホやタブレットか
らでもストレージにアクセスできるので、外出中でもスマー
トにストレージ内の資料を参照できます。

オフィスに戻る手間が省けて時間が節約できるだけでなく、
業務をスピーディにこなせるので、モバイルワーク時などの
業務効率化にも効果が期待できます。

「直行直帰」の実現にも有用です。

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

営業の外回り中 - スマホやタブレットから資料を参照。
オフィスに戻らずスマートな資料共有

-1

社外からストレージにアクセス
オフィスに戻る手間が省けて効率よく働ける
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WPS Cloud Proの「共同編集」機能を活用することで、店舗
や営業所といった複数の拠点同士の連携をスムーズに行える
ようになります。

例えば月次報告のとき、共有サーバーの種類によってはファ
イルに同時アクセスできないこともあるでしょう。

WPS Cloud Proなら、複数のユーザーが1つのファイルに同
時アクセスして共同編集できるので、編集にあたって順番を
待つ必要がなく、報告作業を効率よく行えます。また各拠点
が直接報告できることで、本部が各拠点の報告内容をまとめ
る作業も省略でき、組織全体の連携効率向上に効果的です。

エリア制限機能によってエリアの編集権限をわければ、担当
エリア外の編集ミスによるデータの混乱も防止できます。

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

店舗や営業所間の連携 - 月次報告時、共同編集で各拠点が
リアルタイムに同時入力できる。報告作業を効率化

-2

店舗A 店舗B

複数の拠点からファイルに
同時アクセスして入力作業ができる！

売上管理表
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資料の更新状況を整理するために、ファイル名の末尾にバー
ジョン情報を入力したり、新しいバージョンのファイルは新
規で保存したりしている方もいるのではないでしょうか。こ
の運用だと更新のたびに新規ファイルが生まれるので、フォ
ルダ内がファイルで溢れて、資料整理がやりづらくなります。

WPS Cloud Proなら、編集履歴を記録した上でいつでも過去
のバージョンを復元できるので、上書き保存でファイルを管
理できます。使うファイルが1つで済むので、フォルダをス
リム化でき、社内の資料整理が簡便化されます。

加えて共同編集機能によりリアルタイムに更新状況が共有さ
れるので、「更新のたびに関係者にメールで送る」といった
手間も省かれます。

クラウドストレージ機能 - 紹介資料

社内の資料整理 - 社内のドキュメント管理、1つのファイルで
共有できるから企画書等のバージョン管理も楽々

-3

編集履歴が記録され、
いつでも過去のバージョンを復元できる

例：.xlsxファイル
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クラウドストレージとしての WPS Cloud Proの強み
 - オフィスも使える優れたコストパフォーマンスで、スマホにも対応

WPS Cloud Proの提供プランは、「1IDあたり月額(税抜)300円」のシンプルな１プランのみです。このプランには、クラウ
ドストレージ機能はもちろん、互換性オフィスソフトやPDF編集ソフトのご利用料金も含まれており、オプション追加など
は必要ございません。さらにモバイルアプリに対応しているので、スマートフォンやタブレットからサービスをご利用いただ
くこともできます。ファイルサーバーのクラウド化やオフィス系ソフトとのドキュメントコラボによる業務効率化だけでなく、
システム一本化による業務用ITシステムのインフラコスト削減にも効果が期待できます。

シンプルな１プラン

月額(税抜)

300円
※1IDあたり

互換性オフィスが使える

追加料金なし

PDF編集ソフト付 モバイルアプリ対応

スマホやタブレットから使える
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WPS Cloud Proの可能性を広げる
 - ビジネスチャット「WowTalk」とのコラボ

WPS Cloud Proは、ビジネスチャット「WowTalk（ワウ
トーク）」と拡張連携が可能です。

WowTalkとは、法人向けのチャットコミュニケーション
ツール。LINEなど個人SNSのような手軽さで社内コミュニ
ケーションができ、外部と接続しないクローズドな環境なの
でセキュリティにも強いという特徴があります。

WPS Cloud Proとの連携プランは1IDあたり月額500円(税抜)。
連携により、ビジネスチャットとクラウドストレージのコラ
ボレーションを実現します。チャット上の共有ファイルを直
接ストレージにアップロードしたり、共有ファイルをチャッ
ト内で転送したりすることが可能です。またシングルサイン
オンなので管理するIDは1つでOK。各製品がシームレスに繋
がれ、ストレスなく活用いただけます。

法人向けチャット
コミュニケーションツール

● 導入社数 10,000以上
● シンプルなUI・クローズドな環境

 チャットからストレージに直接アップロード
 共有ファイルをチャット内で転送

連携によってできること
月額

500円
1ID/税抜
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貴重な情報資産を守るために——
セキュリティに関する取り組みのご紹介

WPS Cloud Proは皆さまの貴重な情報資産を守るために、セキュリティの強化についてさまざまな取り組みを行っています。

I. セキュリティ方針の策定

I. 提供元であるキングソフト株式会社ではプライバシーマークを取得、個人情報の保護に積極的な取り組みを実施
公式サイト内で掲示：WPS Cloud Pro利用規約　プライバシーポリシー

II. AWSを用いた堅牢かつセキュアなサーバー運用

I. サーバーは世界的な運用実績をもつAmazon社の「AWS 日本リージョン」を利用
最新の情報セキュリティによって顧客データを保護。また災害リスクに強く、BCP対策の強化にも貢献

III. 情報の一元管理を実現する各種機能

I. さまざまな管理機能によって企業ポリシーに即した運用が実現できるシステム環境を提供
操作権限の設定機能や各種アクセス情報を管理システムに集約し、組織の情報管理を一元化

https://biz.wpscloud.jp/terms
https://www.kingsoft.jp/protection/
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お問い合わせ

無料トライアルのお申し込み

 詳しい機能について話が聞きたい
 具体的な見積もりが欲しい
 とりあえず提案を受けてみたい

ワウテック株式会社
電話：03-5797-7393
メール：wpscloudpro.sales@wowtech.co.jp

各種フォーム
お問い合わせ：https://biz.wpscloud.jp/contact
無料トライアル：https://biz.wpscloud.jp/trial 実際どれくらい使えるんだろう

 利用想定部署でテストしてみたい
 ファイル変換の精度をみてみたい

お気軽にお問い合わせ・お申し込みください！

WPS Cloud Pro 検索

製品サイトもチェック ⇨ https://biz.wpscloud.jp/

WPS Cloud Proの製品提供元はキングソフト株式会社です。弊社では同製品の販売業務を請け負っております。

お問い合わせ・無料トライアルのお申し込み
— 見積、導入のご相談など、まずはお気軽にご相談ください！

クラウドストレージ機能 - 紹介資料
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