
自社サーバーからクラウド運用へ

2020/5/20 改訂

弥生ビジネスパートナー



1-1 「クラウドで弥生」とは

「クラウドで弥生」は、クラウド環境で弥生製品をご利用いただける月額サービスです。

オンプレミスの場合(※1)、社内のネットワーク環境に接続されているパソコンからのみアクセスとなるのに
対し、クラウドの場合ではインターネットに接続する環境さえあれば、社外からでも必要なときに必要なだけ
ご利用できます。

 電気代（空調、サーバー稼働電力など）
 サーバーメンテナンス・保守料
 サーバー設置場所確保
 社内・拠点間のネットワーク整備など
 ハードウェア故障・破損リスク

｜従来の運用方法の場合

システム管理者は…

・社内クレームの対応
・本業の時間が減る

｜クラウドで弥生の場合

導入コストが高くサーバー機器の故障も不安…

費用・運用面では…

導入コストが抑えられ社内にシステム管理者は不要！

 月額利用料
 弥生保守料(年間)
 インターネット利用料

費用・運用面では…

Microsoft
Azure

※最低限のランニングコストは発生します。
※弥生製品ソフトの購入費用が別途必要です。

クラウドで弥生が起動しないときは、
弊社へご連絡ください。

(※1)オンプレミスとは･･･データーベースサーバーを用いた社内ネットワーク内での運用

システム管理者の負担が軽減！



1-1 「クラウドで弥生」のしくみ

弥生製品データ
弥生製品プログラム

弥生製品の
操作画面を転送

クラウド環境で弥生製品のデータ
とプログラムを管理

弥生製品はクラウド環境で稼働す
るため、使用するPCのスペック
への依存なし

クラウド環境で稼働している弥生
製品の画面をインターネット回線
経由で転送

印刷

使用するPCに設定さ
れたプリンタからの
印刷に対応

Excel書き出しも同様の仕組みで利
用可能

営業 事務 会計士



1-2 弥生製品をクラウド化するメリットって何？

クラウドで弥生が選ばれる6つの理由

1

様々な場所でご利用いただけます

営業マンが
外出先から見積作成
テレワークにも対応

顧問会計・税理士が
リアルタイムに財務状況確認

VPN環境が不要な
MicrosoftAzureのセキュリティ

本社・営業所 オフィス・自宅

① 出張先・外出先どこからでもアクセス！ ② 低コストで導入・メンテナンスフリー

③ 最短5日で導入！クラウドへの移行も簡単 ④ 事業拡大に合わせた拡張性

⑤ 暗号化通信で安心のセキュリティ！ ⑥ クラウド化しても操作はそのまま！

インターネット環境さえあればどこからでも弥生が使える！ イニシャルコスト、システム管理者の負担を大幅軽減！

急を要する場合でも対応いたします！ご相談ください！ 利用者が増えてきたら、簡単にユーザー追加できます。

Microsoft社に準じたセキュリティを採用。 今までお使いいただいた弥生製品の操作は変わりません。



1-3 Microsoft Azureの万全なセキュリティ対策

・データを利用されないのか、第3者へ開示されないか？
⇒データの所有権は利用ユーザーになります。
第3者へのデータ開示が必要な場合は事前通知・承認の上で実行する契約となります。

・ウイルスによる攻撃に対する対応は？
⇒365日24時間体制で、Microsoft社の優秀なエンジニアにより強固なセキュリティ体制が確立
しています。

米Microsoft社が提供するクラウドプラットフォームです。
全世界に54リージョン（データセンター保有箇所）を保有しており、災害対策などの万が一の状況
にも耐えられるよう構築されています。日本国内には、西日本と東日本に1カ所ずつデータセンター
があります。

とは

のセキュリティは大丈夫なの？

Microsoft Azureは弥生株式会社もクラウドサービスを提供するにあたって、
採用しているプラットフォームです



1-4 「クラウドで弥生」セキュリティ対応状況

項目 チェック 備考

内部不正
セキュリティ

アクセスログの取得 〇

特権管理者のアカウントパスワードポリシー 〇

利用アカウントのパスワードポリシー 〇

特権管理者アカウントの定期監査 〇

外部不正
セキュリティ

蓄積情報の暗号化 〇

伝送情報の暗号化（HTTPS） 〇

外部アタック不正侵入改ざん検知等の対策 〇

マルウェア／ウイルス対策 〇

バックアップポリシー 〇

データセンター
セキュリティ

物理的セキュリティ（堅牢性） △ Microsoft社のセキュリティ規定による

ネットワーク
セキュリティ

ファイアフォール機能 〇

接続元IPアドレス制限実施 △ 別途有償対応可

VPN接続 △ 別途有償対応可

※上記のセキュリティ対応は弊社にて管理しておりますので、ご安心してご利用いただけます。

（2020年5月現在）



1-5 「クラウドで弥生」バックアップ対応

クラウド環境の自動バックアップ体制

クラウド環境では1日に1回、5世代（5日間）分のバックアップを自動取得します。面倒で忘れがち
なバックアップ作業を自動化することで、ご利用者様のタスクを一つでも減らすことに貢献します。

通常のバックアップ機能も利用可能

弥生製品の機能はそのまま利用できるため、いつも通りのバックアップを取ることができます。
会計士へのデータ受け渡しの際、USBメモリなど外部保存媒体へのバックアップも可能です。

※保存可能範囲はローカルPC（ご利用いただいているPC内）のみとなります。別ネットワーク環境
下に保存する場合は、ローカルPCへの保存後、ファイルの移動が必要となります。

バックアップの復元

ローカル環境へバックアップを保存した場合、弥生製品の
バックアップファイルの復元機能を利用し、対応が可能です。
万が一、前述の自動バックアップよりデータの復元が必要となった
場合は、サポートを行っております。



1-6 弥生製品起動の3STEP

起動方法

1. 弊社よりメールにてご提供するクラウド接続用アイコン（RDPファイル）をクリック

2. クラウドサーバーへ接続するため、認証画面にユーザー情報を入力（※情報は設定後お渡しします。）

3. 弥生製品の操作画面がクライアントPC側で表示（必要に応じて弥生製品ログイン情報入力）

※同一ユーザーでログインした場合、後からアクセスしたPCに編集中の画面がそのまま引き継がれます。

STEP1. STEP3.STEP2.

各PCにクラウド接続用の
アイコンを配布

ユーザー名
パスワード

デスクトップ版と
同じ画面・操作！

※（省略可）

起動イメージの動画公開中！ → https://www.youtube.com/watch?v=1fa1GlDCBtM



初期費用に含まれるもの

・クラウド環境構築 ・アクセスユーザー設定 ・起動検証作業
・データコンバート（他社ソフトの場合は別途見積）・データ移行 ・デバイスCAL ・Excelライセンス
・弥生製品の初期設定（データベース作成、プログラムインストール、データ接続設定）

2-1 サービス料金

1ユーザー
(※)

3ユーザー 5ユーザー 8ユーザー 10ユーザー 15ユーザー 20ユーザー

初期費用 35,000円 100,000円 120,000円 150,000円 165,000円 180,000円 200,000円

月額利用料 15,000円 25,000円 35,000円 53,000円 65,000円 100,000円 120,000円

価格税抜表記 2020年5月時点
※1ユーザー詳細については次ページ参照

※プロフェッショナル2ユーザーは弥生製品仕様により、クラウド環境での運用が出来ません。
2ユーザーをご希望の場合は3ユーザーでのご利用をご案内しております。

弥生推奨製品
スタンダード

プロフェッショナル

ネットワーク
3ライセンス

ネットワーク
5ライセンス

ネットワーク
8ライセンス

ネットワーク
10ライセンス

ネットワーク
15ライセンス

ネットワーク
20ライセンス

初期費用・月額利用料のほかに、パッケージ製品が必要となります。弊社では弥生製品のお見積りも承っており
ます。お気軽にご相談ください。
また、既に弥生製品をお持ちであれば、初期費用＋月額利用料のみで導入できます。

基本料金



2-4 オプションサービス

オプション内容 請求体系 料金 補足説明

メジャーバージョンアップ 都度 30,000円
弥生製品最新バージョンへの
メジャーバージョンアップ対応

契約ユーザー追加

都度 10,000円 初期設定 1ユーザー追加

月額 6,000円 1ユーザー追加月額利用料

価格税抜表記 2020年5月時点

※ご希望の際は導入日より2週間前までにお申し付けください。正式なお見積りをご用意いたします。

メジャーバージョンアップとは、20シリーズから21シリーズ（仮）などのように、次バージョンへ
プログラムを更新することです。
毎シリーズのバージョンアップは任意となっておりますが、法改正などによるプログラム更新が必
須となる場合は、弊社よりご案内させていただきます。

※ユーザー追加により基本料金プランのユーザー数に達した場合は、基本料金を優先します。（P.9参照）



4-1 導入までの流れ

③見積送付

①問 合 せ

④体験版利用

⑤ご 注 文

運用開始

お 客 様 株式会社アプリップリ

⑨納 品
納品予定日直前の弥生バックアップデータを

お送りいただければ、データの移行対応も行います。

⑦ご入金、設定情報ご提供

⑩起動確認

②ヒアリング、資料送付

③見積、体験版案内送付

⑥請求書、契約書類の送付

⑧クラウド環境設定

※更に詳しいスケジュールについては、お問い合わせください



4-2 事前にご準備いただくもの

ご利用前に、下記の項目をご準備ください

☑ 弥生製品(会計・販売共通)
スタンダード、プロフェッショナル1ユーザー、ネットワーク製品が対象となります。
※対象外製品はプロフェッショナル2ユーザー製品（会計・販売）/弥生給与/やよいの青色申告/やよいの給与計算/

やよいの見積・納品・請求書
※弥生製品新規導入をご検討の際は、一度ご相談ください。

☑ ご利用されるパソコン
リモートデスクトップ接続機能が利用できるWindows8.1以降のOSを推奨しております。
※他OSについては、動作保証対象外となります。ご了承ください。
※Windows8.1以降のOSであっても、Microsoft社のサポートが終了したOSにつきましては動作保証対象外となります。
※著しくスペックが低い場合、画面の表示や操作に遅延が発生する場合がございます。
弥生製品を動作させる、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1が必要です。WindowsUpdateにより最新バージョ
ンに更新していただければほとんどインストールされます。

☑ インターネット環境
当サービスはインターネットの回線速度に依存するため、安定した速度の環境を
推奨させていただいております。

☑ プリンター(ご利用されるパソコンのみ)
ご利用されるパソコンに、指定のプリンター設定をお願いします。当サービスはご利用パソコンに
設定されたプリンタ情報を取得します。プリンタの新規導入をご検討の際は、弊社でも対応いたし
ますのでご相談ください。
※ドットプリンタについては、動作保証対象外となります。ご了承ください。

※クラウド環境の通信状況によっては、印刷設定の取得に時間がかかり再設定が必要な場合がございます。



4-3 注意事項

外部システムとの連動ができない場合があります。

お使いのPCの更新プログラムを最新までアップデートして下さい。

クラウドで弥生をご利用予定のPCにてWindows更新プログラムを実行されてない場合、最新バージョンま
で更新をお願いします。
※弥生製品のシステム要件同様、Microsoft NET Framework 3.5 SP1が必要となります。

ネットワーク環境下にセキュリティ設定を行っている場合、
運用できない場合がございます。
事前に無料体験版での動作確認をお願いします。

注意事項は導入前に必ずご確認ください。

UTMやルーター、ファイアウォールやセキュリティソフトなどでお客様の環境で独自のセキュリティ設
定を行っている場合は、クラウドで弥生への接続ができかねる可能性がございます。
当サービスはWindowsOSのリモートデスクトップ接続機能を用います。事前に外部環境へのリモートデ
スクトップ接続機能の有効化をお願いします。
※ネットワーク設定は御社にてご対応をお願いします。
弊社で行う場合は、現状調査を含めたお見積りでの有償対応となります。

ご利用中の弥生製品と別のシステムを連動している場合、運用できない場合がございますので、連動ソフ
トがないか事前にご確認ください。
連動ができるもの ：CSVファイルのインポート／エクスポートによるデータのやりとり
連動ができないもの：外部システムから弥生製品データベースを直接参照しているもの



4-4 ご利用条件／お支払いについて

月額利用料のお支払方法は、口座振替のみとなっております。
毎月27日（土日祝日の場合は翌営業日）に当月利用料が口座振替となります。
ご契約後、弊社より口座振替申込書を郵送にてお送りさせていただきます。
※その他のお支払方法をご希望の場合は、別途ご相談ください。

初月利用料無料、初期費用と翌月分及び翌々月分をまとめて前払でいただきます。
2か月以内に解約された場合の返金はいたしません。
例：1月中のいずれかの日付で運用開始の場合、1月分の月額利用料は無料

2月分、3月分の月額利用料を初期費用と合わせてお振込み。お振込確認後の設定・製品手配
4月分から口座引き落とし

毎月10日前後に当月口座振替分のご請求書を郵送にてお送りいたします。

新規のお客様とのご契約の場合は、お振込確認後の弥生製品発送、
クラウド環境設定作業となります。予めご了承ください。

ご利用条件
・クラウド環境に接続できる時間は7:05～22:55までです。
※時間を過ぎるとクラウドサーバーは自動でシャットダウンされます。
※時間の延長はできませんので、予めご了承ください。

・弥生会計スマート取引取込には連動しておりません。
弥生会計スマート取引取込は動作保証外となります。仕様上はご利用いただけますが、
トラブルが発生した場合には対応いたしかねます。予めご了承ください。

・Outlookとは連動しておりません。
※クラウド環境ではOutlookをご利用いただくことができません。
メールをご利用の際は一度添付したいデータを、利用中のパソコンに保存後、メールソフトを立ち上げる必要があります。

利用時間を制限することで、
月額利用料をお安くご提供さ
せていただいております。



5-2 「クラウドで弥生」に関するよくある質問(1)

「クラウドで弥生」は、クラウド環境で弥生製品をご利用いただけるサービスです。
通常の運用方法であれば、物理的なサーバーに弥生ネットワーク製品のデータベースを設定し、社内ネッ
トワーク環境内の各クライアントPCがアクセスして利用します。
この物理的なサーバーの部分をクラウド化するのが、当サービスとなっております。よって、低コストで
の導入やメンテナンスフリー、外出先からのアクセスが可能などのメリットがあります。

「クラウドで弥生」とは何ですか？

当サービスはOutlookとは連動しておりません。予めご了承ください。
※下記の操作でデータを送ることは可能です。

弥生会計：送信データのファイルを作成し、PC内に保存してから添付、メールで送信
弥生販売：伝票のメール送信ができないため、都度PDFファイルとして出力し、添付メールで送信

Outlookとは連動していますか？

「弥生会計オンライン」は弥生株式会社が提供するクラウドサービスで、弥生会計を利用・管理するサー
ビスです。

弥生会計オンラインとは何が違うのですか？



5-2 「クラウドで弥生」に関するよくある質問(2)

クラウドの保守サービスは含まれておりません。
弥生の「あんしん保守サポート」にご加入いただくと、弥生製品の操作に関してカスタマーセンターへお
問い合わせが可能となります。
「クラウドで弥生へのログインのパスワードを忘れた」「クラウドで弥生が起動しない」「Windowsの
更新プログラムインストール後、起動しなくなった」など、弥生製品の操作以外に関しましては、弊社ま
でご連絡いただきましたら対応させていただきます。

弥生のあんしん保守サポートには、クラウドの保守も含まれていますか？

基本的に今まで通りお使い頂けます。ただし、一部機能は動作保障外となります（弥生会計スマート取引
取込 等）。また、Outlook連動もございません。データを送信する場合は、データをPDF化してメールな
どに添付してご利用ください。
※通信状況に応じて、プリンタの設定などの反映に時間を要します。その場合は、都度印刷設定を行って
いた空く場合がございます。

クラウドで弥生にしても操作は同じですか？

両方を「クラウドで弥生」でご利用いただければ、連携可能です。
片方のみ「クラウドで弥生」に導入される場合は、弥生販売の仕訳データ書き出し、弥生会計の仕訳デー
タ取込（インポート）にて対応可能です。

弥生販売と弥生会計は連携はしますか？



5-3 保守サポート・お問い合わせ先

弥生の操作について（弥生の保守サポート）

操作に関するお問い合わせは弥生カスタマーセンターまでお問合せ下さい。

※「あんしん保守サポート」にご加入されている方に限ります。

弥生カスタマーセンター（弥生株式会社）

050-3388-1001（平日 9:30 - 12:00・13:00 - 17:30）

操作以外について（弊社の保守サポート）

「弥生が起動できない」「クラウドのID・パスワードを忘れた」「プランを変更したい」など、

弥生の操作以外に関しましては、弊社窓口までご連絡ください。

株式会社アプリップリ保守サポート窓口

0948-52-3777（平日 9:00 - 17:30） アドレス：si-support@applippli.co.jp

ホームページ

https://yayoi-k.jp/cloud-yayoi/

お気軽にご相談ください

https://yayoi-k.jp/cloud-yayoi/

