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1. 企業アカウント発行 

WPS Cloud Pro公式サイト：https://biz.wpscloud.jp/へアクセスし、ページ右上の「導

入のご相談」を選択します。 

 

 

 

入力ページから必要情報のご登録をいただきますと、ワウテック株式会社の担当から法人

アカウント、管理者 IDなど、ご連絡致します。

 

https://biz.wpscloud.jp/


2. ログイン 

https://biz.wpscloud.jp/にアクセスし、右上のログインボタンをクリックして「アカウ

ントログイン画面」を表示させます。ログインは Googleアカウント、業務用メールアド

レス、もしくは Wonder Cloud Worksの共通 IDなどがご利用頂けます。 

2.1 Googleアカウント、業務用メールアドレスでのログイン 

「Googleでログイン」もしくは「メールでログイン」を選択し画面の指示に従って進め

て下さい。 

 

 

2.2 Wonder Cloud Works 共通 IDでのログイン 

2.2.1 アカウントログイン選択画面で「もっと見る」を選択し、他のログイン方法一覧画

面を表示させます。 

 

 

https://biz.wpscloud.jp/


2.2.2 その他のログインを選択し、画面の指示に従って他、Wander Cloud Worksの共通 

法人コード(法人 ID)、ユーザーID、パスワードを入力しログインが可能です。 

 

 

3. 企業アカウントへ新規ユーザーを追加する 

3.1 アカウント作成 

WPS Cloud Proのログインページ：https://account.wps.com/にアクセスし「メールでロ

グイン」を選択、追加するユーザーの業務用メールアドレスを使用して「アカウント作成」

を行います。 

 

 

3.2 作成した新規ユーザーを企業へ追加する 

（1）管理者アカウントで WPS cloud Proへログイン 

（2）ページ左上のアイコンから自分の企業名を選択 



（3）「会社のアシスタント」→「メンバーを招待する」より、招待リンクを取得する 

 

 

 

 

（4）新規ユーザーのアカウントに切り替え、コードのスキャンまたは招待状のリンクを

開き、名前とメールアドレスを入力 

（5）「申請書の提出」をクリック 

 

 

 

企業への参加は、企業管理者の承認が必要です。  

管理者は、「企業名」→「会社のアシスタント]→「会員の承認」→「承認する」をクリ

ックします。 

 

 



 

 

※初回申込時に複数ユーザーお申し込み頂く場合、お名前とメールアドレスを

ご共有いただけましたら弊社の方でアカウント作成致します。 

 

※Wonder Cloud Works ご利用中のお客様のユーザー追加方法については上記

方法とは異なりますため、ワウテック株式会社までお問い合わせ下さい。 

 

 

4. 組織構造の管理 

4.1 部署の追加 

(1) 組織管理コンソールにある「アドレス帳」の「組織構造」をクリック 

(2) 「組織構造」ページで、右上の「部署の追加」をクリック 

 

 

(3) 右側に表示されるウィンドウに部署名を入力し「OK」をクリック 

 管理者の設定、変更は「部署の編集」から行うことができます。チーム名とメンバーは、

部署が変更されると自動的に更新されます。これは自動作成をしない設定も可能です。



 

4.2 メンバーの部署変更 

組織管理コンソールにて、対象となるメンバーを選択し、「部署変更」をクリックします。 

 

移動先の部署を選択し、「OK」をクリック 

 



 

4.3 メンバーの削除 

手順 1：組織からアカウントを削除する 

方法① 組織管理コンソール画面からメンバーを削除 

(1) 組織管理コンソール画面で、削除したいメンバーの右側に表示されている「編集」を

クリック 

 

 

(2) 「削除」をクリック後、表示される画面にて「OK」をクリック 



 

 

方法② 会社のアシスタントからメンバーを削除する 

1、WPS Cloud Proにログイン 

2、左上の企業名を選択 

3、「会社のアシスタント」→アカウントアイコンをクリック 

 

ポップアップウィンドウで、削除したいメンバーの右側にある設定ボタンをクリックし、

ドロップダウンボックスで「削除」をクリックすると、企業からメンバーが削除されます。 

 

 

手順 2：アカウントを削除する 

https://account.wps.com/から削除対象アカウントにログインします。最下部の「WPSア

カウントの削除」を実行すると、完全にアカウントを削除することができます。 



 

4.4 企業の一般管理者を設定 

企業の管理者は、企業に複数の一般管理者を設定することができます。 

1、組織管理コンソール画面を表示 

2、「役割管理」→「管理者」→「追加」をクリック 

 

ユーザーの「追加」欄の下矢印をクリックし、表示される画面から一般管理者に追加する

メンバーを選択し、「OK」をクリックします。 

 

 

4.5 企業管理者の権限移行 

企業の管理者権限は譲渡可能です。 

1、企業の組織管理コンソール画面にアクセス 

2、「役割管理」→「全ての管理者」→「編集」をクリックし 

3、画面の指示に従い、管理者権限を移行 



 

4.6 チームの管理者を決める 

デフォルトでは、チーム作成者がチームオーナーとなります。別途チームのオーナーを指

定することもできます。 

1、組織管理コンソール画面にて「ドキュメント管理」_→「チーム管理」をクリック 

2、該当するチームの右側にある「オーナーを指定する」をクリック 

 

 

チームメンバーの一覧からチームオーナーを選択したら、[OK]をクリックします。 

 

 



5. 企業ストレージ 

5.1 ファイルやフォルダのアップロード 

(1) WPS Cloud Proにアクセス 

(2) 該当する企業のチームに移動 

(3) ページの右側にある「アップロード」アイコンをクリック 

(4) リストの「ファイル」または「フォルダ」を選択し、ファイルまたはフォルダをクラ

ウドにアップロード 

 

 

5.2 ファイルやフォルダの作成 

ページ左上の「新規作成」をクリックし、作成するファイルの種類を選択します。 

 

5.3 クラウド上でのファイル管理 

ドキュメントやフォルダの「移動」、「コピー」、「名前の変更」、「削除」に関しては

下記手順にて可能です。 

 

「移動」：ドキュメント／フォルダ名を右クリックし「移動」を選択後、任意のフォルダ



を選択し、ドキュメント／フォルダが目的のフォルダに移動が可能です。 

 

「コピー」：ドキュメント／フォルダ名の右クリックし、「コピー」を選択後、任意のフ

ォルダを選択することでドキュメント／フォルダが対象フォルダにコピーされます。 

 

「名前の変更」：ドキュメント/フォルダ名を右クリックし、「名前の変更」を選択後、

ドキュメント/フォルダの名前を変更可能です。 

 

「削除」： ドキュメント/フォルダ名を右クリックし、「ごみ箱に移動」を選択後、「削

除」をクリックすることでドキュメント/フォルダがゴミ箱に移動します。 

 

「お気に入り」：ドキュメント/フォルダ名を右クリックし、「お気に入り」を選択する

と、ドキュメント/フォルダに星が付きます。 星付きのドキュメント/フォルダは、左上

の「★お気に入り」にて一覧で表示されます。 

 

 

 

5.4 ファイルのダウンロード 

5.4.1 1つのファイルをダウンロードする 

ドキュメントを右クリックし、「ダウンロード」をクリック 



  

5.4.2 ファイルの一括ダウンロード 

ファイルの上にカーソルを合わせ、ダウンロードしたいファイルを選択し、「ダウンロー

ド」をクリックすると、選択したファイルを一括でダウンロード可能です。  

  

5.5 ドキュメントの復元 

4.5.1 ドキュメントの編集履歴の表示と復元 

ドキュメント名を右クリックし「編集履歴」をクリックすると、そのドキュメントのバー

ジョンの履歴が表示されます。ドキュメントを任意のバージョン履歴に復元することが可

能です。 



 

5.5.2 ごみ箱 

削除した文書を復元するには、左下の「ごみ箱」をクリックし、復元したいドキュメント

をお探しください。復元したいドキュメント名を右クリックし、「戻す」にてファイルの

復元が可能です。

 

 

 

 

5.5.3 チームドキュメントの運用状況の確認 

チームドキュメントのリストの右側の画面にて、ドキュメントを追加、アップロード、削

除、更新したメンバーなど、チームドキュメントの操作履歴の確認が可能です。

 



5.6 ドキュメントの検索 

クラウド上に保存されている企業のデータを、キーワード検索できます。 

検索ボックスにキーワードを入力すると、そのキーワードを名前に含むドキュメント、フ

ォルダ、チームが検索されます。 

 

5.7 ピン留め 

よく使うファイルについては、「ピン留め」を使って、いつでも見やすいように最も目に

つく場所に固定することができます。 

■手順 

ドキュメント／フォルダ名を右クリックし、メニューの「ピン留め」をクリックすると、

ドキュメント／フォルダがページの左側に固定されます。 

 



 

 

 

5.8 チームのトップにピン留め 

チーム内でよく使うファイルについては、「チームトップへピン留め」機能を使って、そ

のファイルをチームページのトップに表示し、いつでも簡単に見られるようにすることが

できます。 

■手順 

ドキュメント/フォルダ名を右クリックし、「チームトップへピン留め」をクリックする

と、ファイルがチームページのトップに配置されます。 

 

6. オンライン共有と共同編集 

6.1 共同編集チームの作成、管理 

6.1.1 チーム作成 

WPS Cloud Proにサインインし、「チームを作成」をクリックし、チーム名を入力して[OK]

をクリック 



 

 

6.1.2 メンバーをチームに招待する 

1、チーム名をクリックして、右上の「会員を追加」を選択します。 

 

2、リンクをコピーし、共有することでユーザーをチームに招待することが可能です（※

招待されたユーザーは企業のメンバーである必要があります。企業メンバーでない場合は

チームに参加できません）。 

また、企業のアドレス帳からメンバーをチームに招待することもできます。 

 

6.1.3 メンバーごとに異なる権限を設定 

1、チームをクリックし、「会員を追加」アイコンをクリック 

 

2、メンバー名の右側にある権限設定をクリックし、メンバーごとに異なる権限を設定 



 

 

6.1.4  共有範囲の制限 

チームメンバー以外のユーザーにドキュメントの閲覧制限をする場合、ドキュメントの共

有範囲の管理機能を使用することで、制限をすることが可能です。 

チームを選択後、チーム名横の歯車アイコン をクリックし、表示される画面に

て「ドキュメント共有範囲の管理」から任意の設定に変更します。 

 
 

6.2 ドキュメントの共有 

1、共有したいドキュメントにカーソルを合わせ、ドキュメント名の右側にある「共有」

をクリック 

 

2、「この会社のメンバーが閲覧可能」（閲覧のみ）、「この会社のメンバーが編集



出来ます。」（閲覧・編集可）、「指定されたユーザーのみ閲覧/編集出来ます。」

の選択肢から、任意の共有設定を選択後、「作成と共有」をクリック 

  

4、表示された画面にて「コピー」をクリックし、リンクをコピー 

5、ドキュメントを共有したいメンバーにリンクを共有 

メンバーは共有されたリンクからドキュメントを閲覧/編集が可能です。 

 

6.3 共同編集 

6.3.1 複数人での共同編集 

■共同編集にメンバーを招待する 

ドキュメント名を右クリックし、「共有」をクリック 



 

招待リンクを使って、メンバーを共同編集に招待することが可能です。 

また、企業のアドレス帳に登録されている人を共同作業に招待し、各共同作業者の閲覧／

編集権限を個別に設定することもできます。 

 

 

■共同編集に参加する 

共同編集に参加するメンバーは、ウェブブラウザで共同文書を開いてから、メンバーと一

緒に直接編集する必要があります。 

複数のメンバーが同じドキュメントを同時に編集しているときは、ドキュメントの右上に

共同作業者のアバターが表示され、全員が編集している場所も表示されます。 

 

■共同編集の記録とバージョン履歴の表示 

ドキュメントを開き、右上の時計アイコン をクリックすると、ドキュメントの「バ

ージョン履歴」と「共同編集履歴」が表示され、任意のファイルのバージョンに復元可能

です。 



 

7. マルチデバイス 

Webブラウザ、Windowsクライアント、WPS Office for Androidいずれを使用しても、WPS 

Cloud Pro にアクセスして使用することができ、文書は Webプラットフォーム間で同期さ

れるため、場所や時間を問わずドキュメントの閲覧・編集が可能です。 

7.1 Web 版 

Webブラウザからログインし、左上のリストから企業を選択すると、企業のクラウドスト

レージに保存されているファイルが表示されます。 

 

7.2 WPS Office Windows クライアント 

WPS Officeの Windowsクライアントを開き、左メニュー「開く」をクリックすると、フ

ァイル・フォルダ一覧が表示されます。 

 



7.3 WPS Office for Android 

WPS Office for Androidを開き、「Cloud」をクリックし、左上のリストから企業アカウ

ントを選択すると、企業のドキュメントにアクセス可能です。 

 

           



8, ドキュメントの閲覧・編集権限 

8.1 ドキュメントの権限の設定 

ドキュメントを開き、「共有」をクリックする。権限設定欄より、ドキュメントの操作権

限を設定 

 

 

8.2 フォルダの操作権限の設定 

フォルダ名の右側をクリックし、[ドキュメントの権限]をクリックして、チームメンバー

の権限を設定します。 

      

 

 

- End - 


