
弥⽣製品をクラウド化

株式会社アプリップリ
2022年11⽉21⽇



②クラウド切替も簡単

⾃分たちでクラウド環境への
データ移⾏ができます。マニ
ュアルや代⾏オプションもご
⽤意しております。

③契約期間の縛りなし

最低契約期間は設けておりま
せん。違約⾦の⽀払いもあり
ません。お客様のご都合に合
わせて、契約・解約をご検討
ください。

①業界最安値

稼働時間別のプランを設けるこ
とで、業界最安値の低コストを
実現しました。

copyright©applippli,All�Rights�Reserved. 1

アプリップリクラウドとは
弥⽣製品をクラウド環境でご利⽤いただける⽉額サービスです。業界最安値、データ移⾏も簡単、契約期間の縛り
なし、解約⼿数料もないことから、多くの企業様に採⽤いただきました。



クラウド化しても操作はそのまま

弥⽣製品をご利⽤されている⽅は、
クラウド化しても操作はそのままな
ので、導⼊して新しく覚えることは
ほとんどありません。

端末不具合･災害対策にも最適

⾃⾝のPCや事務所内にデータを保有
しないため、PCトラブルや⾃然災害
からの復旧も迅速に対応できます。

⾃宅･外出先からどこでもアクセス

インターネット環境されあれば、どこ
からでも弥⽣が使えるので、リモート
ワークなどにも即時対応できます。

遠隔地、複数拠点から利⽤可能

クラウド環境に接続できれば、各拠
点間でも利⽤可能。データ共有も簡
単にでき、仕事の効率化に繋がりま
す。
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クラウド化する4つのメリット



・サーバーメンテナンス、保守料
・弥⽣製品、製品保守料（年間）
・電気代（空調、サーバー稼働電⼒など）
・社内、拠点間のネットワーク整備費⽤
・サーバー室等の設置費⽤
・システム管理者の⼈件費
・ハードウェア故障、破損リスクの対処費⽤

サーバー運⽤の場合 クラウド運⽤の場合

・⽉額利⽤料
・弥⽣製品、製品保守料（年間）
・インターネット利⽤料
・バージョンアップ費⽤（任意）
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運⽤費⽤の⽐較
サーバー運⽤と、クラウド運⽤の費⽤を⽐較した場合、費⽤⾯で下記のような違いがあります。
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メニュー サーバー導⼊の場合 クラウド運⽤の場合

弥⽣会計23
ネットワークwith�SQL

3ライセンス
301,000円 301,000円

あんしん保守サポート
(1年間) 80,000円 80,000円

初期費⽤
500,000円

(サーバー機器+
設定費⽤)

50,000円

年間
ランニングコスト

850,000円
※修繕費+労務費概算

300,000円
※⽉額利⽤料25,000円×12

●弥⽣会計を3名で同時利⽤する場合

●弊社クラウドサービス16時間
 �(7:00~23:00)プランを選択

※費⽤は概算となり、サーバー機器導⼊業者の
 提⽰する価格により変動します。

※ランニングコストの修繕費及び労務費には
 サーバーメンテナンス費⽤及びシステム管理者
 の給与なども含まれます。

サーバー機器は概ね5年に⼀度⼊れ替えを
推奨しており、その際に別途費⽤が発⽣します。
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運⽤費⽤ 数字で⾒る違い



「アプリップリクラウド」の仕組み
クラウド環境内で弥⽣製品を稼働させ、ご利⽤の端末へ画⾯を転送することで弥⽣製品をご利⽤い
ただけます。
ご利⽤端末に保存されているファイルの参照やプリンタへの出⼒もできます。
クラウド環境からの画⾯を転送する際に、WindowsOSの「リモートデスクトップ接続」の機能を利⽤
しています。クラウド環境⇔ご利⽤PC間の通信は暗号化されおり、安⼼してご利⽤いただけます。

クラウド環境
（Microsoft��Azure）

画⾯を転送 指定の起動⽤アイコン、
ユーザー名、パスワード

キーボード∕マウス操作

インターネット回線（暗号化）

プリンタで出⼒
出⼒ファイルを保存
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� 項⽬ 備考

内部不正
セキュリティ

 アクセスログの取得  ISO27001に準拠

 特権管理者のアカウントパスワードポリシー  複雑さの要件、桁数を満たす

 利⽤アカウントのパスワードポリシー  複雑さの要件、桁数を満たす

 特権管理者のアカウント定期監査  ISO27001に準拠

 各種機密情報の取り扱い  ISO27001に準拠

外部不正
セキュリティ

 蓄積情報の暗号化  Microsoft��Azureに準拠

 伝送情報の暗号化（HTTPS）  Microsoft��Azureに準拠

 外部アタック不正侵⼊改ざん検知等の対策  Microsoft��Azureに準拠

 マルウェア∕ウィルス対策  Microsoft��Azureに準拠

 バックアップポリシー  Microsoft��Azureに準拠

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

アプリップリクラウド セキュリティ対応（1）
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� 項⽬ 備考

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）  ⽶�Microsoft社に準拠

ネットワーク
セキュリティ

 ファイアフォール機能  弥⽣製品に準じた設定を採⽤

 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

（2022年12⽉現在）

アプリップリクラウド セキュリティ対応（2）

＜Microsoft�Azureについて＞
当サービスは、⽶Microsoft社が提供する「Microsoft�Azure」というクラウドプラットフォーム上で、弥⽣製品を稼働させ
る仕組みです。Microsoft�Azureは全世界に58リージョン（データセンター保有箇所）を保有しており、災害などの万が⼀
の状況でも耐えられるように構築されています。
⽇本国内には2か所のデータセンターがあり、災害などが発⽣した場合でも別拠点のデータセンターが稼働する仕組みにな
っています。
他にも利⽤端末（PC）とクラウド環境は、ネットバンキングなどでも⽤いられる暗号化通信⽅式を採⽤しており、万全の
セキュリティ体制を保持しています。



③クラウド環境の⾃動バックアップ体制
1⽇1回、5世代（5⽇間）分のバックアップを⾃動取得します。
①と②がない場合でもクラウド上のバックアップデータから復元も可能です。

①通常のバックアップ機能も利⽤可能
弥⽣製品の機能にあるバックアップ機能をご利⽤いただくことができます。
弥⽣のあんしん保守サポートに加⼊中であれば、弥⽣ドライブへのバックアップアップを推奨いたします。

ご利⽤PCへバックアップデータを保存した場合、弥⽣製品の復元機能を利⽤し、復元することが可能です。
誤ってデータを削除してしまった時など、バックアップ復元機能を⽤いて復元できます。

②バックアップ復元
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弥⽣データ�バックアップ対応



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
 ・Excelライセンス、ユーザーCAL
 ・弥⽣製品の初期設定（データベース設定、プログラムインストール、データ接続設定）

※弥⽣製品は、スタンダード、プロフェッショナル、ネットワーク製品がございます。
 ユーザー数に応じた製品のご購⼊が必要となる場合があります。
※弥⽣あんしん保守サポートの料⾦は別途必要となります。
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⽉額利⽤料 15,000円/1ユーザー〜

料⾦体系

初期費⽤
・35,000円/1ユーザー
・45,000円/2ユーザー
・50,000円/3ユーザー



11時間プラン

13時間プラン

7:00 18:00 20:00 23:00

16時間プラン

24時間プラン

7:00
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4つのプランをご⽤意しております。11〜16時間プランは7:00からご利⽤可能です。

※7:00前に当サービスのご利⽤の場合は、24時間プランをご契約ください。

ご利⽤時間で選べるプラン



� 初期費⽤ 11時間プラン
（7:00〜18:00）

13時間プラン
（7:00〜20:00）

16時間プラン
（7:00〜23:00）

24時間プラン
（0:00〜24:00）

1ユーザー 35,000円 14,000円 14,500円 15,000円 20,000円

3ユーザー 50,000円 23,000円 24,000円 25,000円 30,000円

5ユーザー 50,000円 33,000円 34,000円 35,000円 40,000円

8ユーザー 50,000円 51,000円 52,000円 53,000円 58,000円

10ユーザー 50,000円 58,000円 59,000円 60,000円 65,000円

15ユーザー 50,000円 74,000円 75,000円 76,000円 81,000円

20ユーザー 50,000円 90,000円 91,000円 92,000円 97,000円

契約数No.1プラン
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サービス料⾦（初期費⽤∕⽉額利⽤料）

※20ユーザー以上をご検討の場合は、個別対応となりますのでお問い合わせください。
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内容 料⾦ ⽀払 備考

契約ユーザー追加
10,000円 都度 初期設定費⽤(1ユーザー追加)

6,000円 ⽉額 ⽉額利⽤料(1ユーザー追加)

24時間利⽤スポット対応
6,000円 都度 初期設定費⽤

5,000〜7,000円 ⽉額 追加⽉額利⽤料

弥⽣給与利⽤
10,000円 都度 初期設定費⽤

2,000円 ⽉額 追加⽉額利⽤料

メジャーバージョンアップ 30,000円 都度 弥⽣製品最新版へのバージョンアップ

IPアドレス制限設定 10,000円 都度 1つのIPアドレスあたり

利⽤時間プラン変更 4,500円 都度 ご希望のプランへ変更時の設定費⽤

弥⽣製品からのデータ移⾏ 10,000円 都度 1事業所データあたりの価格

オプションサービス



サービス料⾦
初期費⽤10,000円、⽉額利⽤料2,000円でご利⽤いただけます。

・弥⽣給与のご契約は弥⽣会計または弥⽣販売と同時利⽤のみ対応いたします。
・弥⽣給与単独のご契約は承っておりません。
・ご利⽤稼働時間は、弥⽣会計または弥⽣販売と同⼀となります。

ご利⽤条件
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弥⽣給与のご契約について



お⾒積もり ご⼊⾦ ご利⽤開始体験版利⽤ ご契約
5⽇間の無料体験版に
て⾃社環境での稼働を
お試しください。

ご⼊⾦を確認し次第、
クラウド環境をご⽤意
します。

起動⽤アイコンおよび
各操作マニュアルをお
送りします。

正式契約後、⼝座振替
⼿続き及び弥⽣製品情
報をご提供いただきま
す。

ご要望をお伺いし、お
客様に合った運⽤形態
をご提案いたします。

ご契約から最短３営業⽇で導⼊でます。
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導⼊までの流れ

※ご利⽤開始後、⾃社でデータ移⾏等⾏っていただけるよう、マニュアルも完備しております。
 操作⽅法等、ご不明な場合は電話サポートも承っておりますのでご安⼼ください。

＜体験版のご利⽤について＞
お客様の環境で⽀障なくご利⽤出来るかご確認いただくため、ご⽤意をしております。セキュリティ設定により繋がらない場合もございます。
またドットプリンタは動作保証対象外となるため、事前に印刷もお試しください。



弥⽣製品（販売・会計・給与）
 販売：スタンダード、プロフェッショナル、ネットワーク製品
 会計：スタンダード、プロフェッショナル、ネットワーク製品
 給与：弥⽣給与

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。
 ※MacOSなどの、WindowsOS以外については、動作保証対象外です。
 ※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です。
 ※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。
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事前にご準備いただくもの（1）



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、光回線を推奨しています。
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事前にご準備いただくもの（2）

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、任意のプリンタードライバ等の設定をお願いします。当サービスはご利⽤のパソコ
 ンに設定されたプリンタ情報を取得します。
 ※ドットプリンターについては、動作保証対象外です。
 ※インターネット回線の通信状況によっては、印刷設定の取得に時間がかかり、再設定の必要がございます。



・外部システムと弥⽣製品の連携が出来ない場合があります。
  弥⽣製品と別システムが連動している場合、運⽤できない場合があります。
  事前に体験版などでご確認ください。
   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取り
   連動ができないもの：弥⽣製品のデータベースを直接参照しているもの

・セキュリティ設定を⾏っている場合、事前に⾃社環境をご確認ください。

・24時間プランのメンテナンスついて
メンテナンスのため、毎⽉15⽇6：00〜8：00にクラウド環境が⼀時的に停⽌します。
この時間帯でのご利⽤はできませんのでご了承ください。

社内ネットワークに独⾃のセキュリティや運⽤制限を設けている場合、当サービスのクラウド環境にアクセス
できない可能性があります。その場合は、社内システムの管理者へご相談をお願いします。
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注意事項（1）



・クラウド環境に接続できる時間は、7:00〜各プランの終了時刻までです。

・各種連動機能は動作保証対象外です。

時間を過ぎると⾃動でシャットダウンされます。
※サービス起動時間の変更はできません。予めご了承ください。

・弥⽣会計スマート取引取込
・所得税確定申告モジュールは複数ユーザーでの同時利⽤に対応しておりません。
・弥⽣製品からOutlookを起動する全ての機能
 ※メールをご利⽤の際は、別途メールソフトを⽴ち上げて添付データを送付いただく必要がございます。
・ドットプリンタからの出⼒対応（体験版による印字確認を推奨）
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注意事項（2）



請求書は、毎⽉10⽇前後にWEB請求書にてご案内

⽉額利⽤料のお⽀払いは⼝座振替対応

年額払い契約で基本料⾦10％割引

ご契約時、初期費⽤と⽉額利⽤料2ヶ⽉分を前払い
・導⼊初⽉の⽉額利⽤料は無料です。
・2ヶ⽉以内に解約された場合は返⾦はいたしません。
・年額払いでご契約の場合は、1年分を前払いでいただきます。

WEB請求書のご登録⽅法は、ご契約時にご案内いたします。

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にて対応します。
ご契約後、弊社より⼝座振替申込書を郵送にてお送りいたします。
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年額払いでご契約の場合、⽉額利⽤料12ヶ⽉分の10％割引が適⽤されます。

お⽀払いについて



1年契約終了⽉の2ヶ⽉前に弊社からご案内いたします。
年額払いから⽉額払い、時間プラン変更、ユーザー数の変更などございましたら、年額払い契約終了⽉の前⽉末
までにお申し出ください。お申し出がない場合は、同じ内容で更新⼿続きをおこないます。

例：2022年9⽉から2023年8⽉分の1年間の⽉額利⽤料を⽀払い済み

①2023年6⽉末頃、弊社より連絡
②契約内容に変更がある場合は、2023年7⽉末までにお客様よりご連絡
③2023年9⽉から2024年8⽉までの1年間分の料⾦をお⽀払
 2023年9⽉27⽇に⼝座振替で引落
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年額払い契約更新について

1年分（2023年8⽉）までの
⽉額利⽤料を⼀括⽀払い済 ①弊社から確認連絡 ②変更連絡期限

③次期契約スタート
⼝座振替で1年分の⽉額
利⽤料引落

2022年9⽉ 2023年6⽉ 2023年7⽉31⽇ 2023年9⽉1⽇



ウィ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されています。
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よくある質問（1）

データが利⽤されないか、第3者への開⽰はされないか？
データの所有権は利⽤ユーザー様です。第3者への開⽰が必要な場合は、事前通知、承認の上で実⾏するご契約です。

outlookとは連携していますか？
連携していません。メールをご利⽤の際は、別途メールソフトを⽴ち上げて添付データを送付いただく必要がござ
います。



クラウド化した場合、確定申告モジュールは利⽤可能ですか？
複数名での同時利⽤が出来ません。1名のみ利⽤可能です。
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よくある質問（2）

弥⽣のあんしん保守サポートにクラウドの保守も含まれていますか？
クラウドの保守サービスは含まれていません。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の問合せが可能です。

弥⽣販売と弥⽣会計の連動はできますか？
両⽅を「アプリップリクラウド」でご利⽤いただければ、連携は可能です。
⽚⽅のみ「アプリップリクラウド」を導⼊される場合は、弥⽣販売の仕訳データを書き出し、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。



⽀払⽅法を年額払いにすると割引はありますか？
年額払いでご契約いただくと、年額の合計⾦額の10％割引になります。
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よくある質問（3）

年額払い契約の最中に解約をした場合、違約⾦は発⽣しますか？
違約⾦は発⽣しませんが、既にお⽀払いただいている料⾦のご返⾦は出来かねます。

契約途中で年額払いを⽉額払いに変更できますか？
出来ません。年契約期間更新時に、⽉額払いに変更が可能です。

⽀払⽅法はどのようなものがありますか？
⽉額払い、年額払いともに⼝座振替のみとなります。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。



弥⽣製品の操作について
仕様や操作に関するお問い合わせは、弥⽣株式会社のカスタマーセンターまでお問い合わせください。
（弥⽣の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
・「弥⽣が起動できない」
・「バックアップデータが保存できない」
・「プランを変更したい」

株式会社アプリップリ�サポート窓⼝
050-5530-6203（平⽇9：00〜17：00） メールアドレス：sc-support@applippli.co.jp
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以上のような弥⽣のソフトの仕様、操作以外に関しましては、弊社窓⼝までご連絡ください。

保守サポート・問い合せ先



会社HP：https://applippli.co.jp/

商品HP：https://yayoi-k.jp/cloud-yayoi/

Mail：sc-support@applippli.co.jp

TEL：050-5530-6203

お客様のお⼿伝いができることを楽しみにしています。

※2022年11⽉21⽇現在 ※価格はすべて税抜表⽰copyright©applippli,All�Rights�Reserved.
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