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1.　クラウド型のメリット　＜ 安全 ・ 便利 ・ お得 ＞

クラウド型のメリット

インターネットの普及に伴い当たり前になってきたクラウドサービスですが、どこにデータが管理されているのか分から

ないうえ、情報漏えいのニュースを見るにつけ、「大事なデータはやはり手元での管理が一番」と思われる方も多いことで

しょう。しかし、情報漏えいの大半はクラウドのセキュリティ問題ではなく、誤操作や管理ミスといったデータ運用者の人的

ミスということをご存知でしょうか？　＊NPO日本ネットワークセキュリティ協会調べ

レーザーシステムは2003年からASPを開始し、2011年にはクラウドサービスに移行、今では導入学園の90％以上にクラ

ウド型のシステムをご利用いただいています。この資料では、クラウド型が選ばれる理由をご紹介いたします。

災害時にデータを誰が守る？ セキュリティは本当に万全？
自然災害や火災などもしもの時、サーバーやパソコン

を持ち出したり、最優先に守ったりすることはできませ

ん。ハードウェアの故障や破損によりデータが取り出

せないばかりか、最悪の場合はデータのすべてが消滅

ということもあり得ます。

その点、クラウドにデータ保管されていれば、インター

ネット環境さえあればどこからでもアクセス可能です。

ウィルス感染や不正アクセスなどの対策は常に重要度高の課題です。

また、ウィルスはインターネットを介してだけでなく、USBやCD・DVD

からも侵入の恐れがあります。パソコンでデータ管理している場合は、

盗難されれば情報漏えいのリスクに直結するので、よりパソコンの取

り扱いや物理的なセキュリティ対策にも配慮する必要があります。

クラウドであれば、データセンターが堅牢なセキュリティ対策でデー

タを守ります。

大事なデータだからこそ、プロが安全管理

り扱いや物理的なセキュリティ対策にも配慮する必要があります。

クラウドであれば、データセンターが堅牢なセキュリティ対策でデー

その不安、クラウド型で解決できます。

クラウド型のメリット

複数拠点のデータ合算 システム運用管理
キャンパスが複数あるけれど、データ入力はすべて本

部で。または、各キャンパスでそれぞれデータ入力して

もらい、後から本部で集約。いずれにしても、本部に作

業負担が集中したり、タイムラグが発生したりします。

サーバー不要のクラウド型なら、各拠点から本部管理

のシステムにアクセスして直接入力作業が行えます。

もちろん、利用可能範囲の権限設定が可能です。

システム改修（法改正に伴うプログラム更新、機能の追加など）時に

サーバーやパソコンにダウンロードしたプログラムをインストールす

るのは意外と面倒ではありませんか？

クラウド型であれば、システムにアクセスするだけで自動更新される

ので、何もせずとも常に最新の状態でご利用いただけます。

さらに、オンラインサポートをご利用時には専属のオペレーターに操

作中の画面を共有いただけるので、疑問解消の近道となります。

利用しない手はない、システムならではの便利機能

その作業、クラウド型なら不要です。

・・・



1.　クラウド型のメリット　＜ 安全 ・ 便利 ・ お得 ＞

その費用、クラウド型なら削減できます。

サーバー費用、セキュリティ費用、メンテナンス費用 サーバー管理者の確保と予算
サーバーをご利用の場合は、サーバー設置の初期費用だけ

でなく、セキュリティ対策やサーバー増設など運用を続ける

限り、メンテナンスのコストがかかります。

パソコンだけをご利用の場合は、増え続けるデータを確実に

保管しておくために何かしらの対策が必要です。

クラウド型であれば、必要なのはインターネット環境とパソ

コンだけで、データ管理のための費用はかかりません。

学内にシステム専門部門がなければ、サーバーの設置や運用を業

者に委託するか、学内で担当者を設けるかになると思います。委託

業者にはもちろん料金が発生しますし、学内の人材で賄う場合もサ

ーバー管理のための人件費やサーバーの学習費用というものが発

生しているかもしれません。

クラウド型では資格をもつ技術者たちによりデータ管理されている

ので、学内でサーバーのための人材確保や育成は不要です。

管理はお任せ、コストも不要。お得なサービス

学内サーバー利用のC/S型、パソコンのみのスタンドアロン型と比べてください。

運用形態の比較

初期導入機器費用

クラウド型 C/S 型 スタンドアロン型

インターネット環境

操作用パソコン、
システムインストール用サーバー

不要

学内のネットワークがつながって
いるパソコンから同時利用可

不可

不可（学内ネットワークのみ）

手動インストール 手動インストール

学園にて対応

学園にて対応

学園にて対応

操作用パソコンのみ

必須

一律料金 一律料金 一律料金

学内学外問わず複数のパソコンから
同時利用可

可

インターネット環境があれば自宅、
外出先などどこでも可

即時自動更新で常に最新

メインデータセンターとサブデータ
センターで２重の対策。パソコンの
クラッシュなども関係なく利用可能

HTTPS を使用した暗号化通信と専門
的なセキュリティ管理体制（専門管
理者のもと入室の掌形認証、個別施
錠、免震、無停電電源、24時間監視）

メインデータセンターとサブデータ
センターに毎日自動バックアップ

月額料金

オンラインサポート
（同じ画面を見ながらのサポート）

システム更新

学外からの利用

データ保全性

セキュリティ

データバックアップ

操作用パソコンのみ

不要

学内の特定のパソコン

不可

不可

学園にて対応

学園にて対応

システム管理費 サーバー管理不要 サーバー管理部門による
サーバーメンテナンス

サーバー管理不要

利用環境

費用面

運用面

安全面

学園にて対応



2.　クラウド導入学園の声

クラウド型を採用された理由を導入学園様にお聞きしました。離れた学校間でのデータのやり取りが便利、サーバー管
理やバックアップが不要、オンラインサポートが助かっているとの声を多くいただいています。

レーザーシステムを導入いただいているユーザー様の
うち90％以上がクラウド型をご利用いただいています。

C/S
9％

クラウド
91％

学校法人伸びる会学園
伸びる会幼稚園　様

学校法人鉄蕉館
亀田医療大学　様

学校法人翔光学園
横浜創学館高等学校　様

クラウドでの運用はインストールが不要で更
新も自動、インターネット環境があればどこで
も作業できると聞きバージョンアップ時に迷
わず選択しました。
自宅でも処理ができ、大変便利だと思います。
データ保護などの面から見てもお勧めします。

クラウドであれば学校が離れていてもファイ
ルのやり取りの必要がありませんし、常に学園
全体の金額を把握できます。
サーバー管理が不要ということも学園の現状
にマッチしていました。今となってはクラウド
以外での運用は考えれません。

システム運用をしている全年度のバックアップ
を毎日自動で取ってくれて、またシステムの更新
も自動で行ってくれることが大変便利ですね。
同じデータを見ながら説明を受けられるオン
ラインサポートも助かっています。

学校法人青蘭学園
青稜中学校・高等学校　様

離れた場所でもデータの共有ができるクラウ
ド型を採用しました。更新作業に不慣れな担
当者からは、システムの自動更新はとても評
判がいいです。
オンラインサポートでは、実際のデータを見て
もらいながら質問ができるのも便利です。

学校法人聖啓学園
佐久長聖中学校・高等学校　様

C/S型とクラウド型の操作はほとんど変わりな
く、クラウドへの移行後も大きな問題なく運用
することができました。
高校と中学が離れた場所にあり、それぞれで
経理業務を行っています。クラウド型に移行し
たことで、学校間のデータもリアルタイムで把
握できるようになったことがまず大きく改善さ
れた点です。



3.　クラウドが可能にする業務効率化

レーザーシステムの５製品にはそれぞれクラウド型専用のオプション製品をご用意しています。
クラウドサービスを活かし、教職員や保護者・学生に専用サイトを提供することで、データのWeb閲覧、Web入力を可能
にしました。業務担当者の負担やミスの軽減だけでなく、印刷代や発送代のコスト削減にも有用です。

経理担当者に問い合わせることなく、予算申請者が所属する部門の予算
残高を自分で確認できます。

所属部門の予算残高をWebでチェック

入力担当者は会計知識がなくても、必要事項を１行入力するだけ。WindowsでもmacOSでも、
離れたキャンパスでも、インターネット環境さえあれば複数人で利用できます。

出納帳のWeb入力で業務分担

理事会で説明資料が必要なときや監査の際など、これまで事前に出力が
必要だったデータを、Webからの閲覧や共有が可能です。

元帳と決算書をWeb閲覧

レーザー〈学校会計〉

年末調整申告書を教職員がパソコンやスマホで入力することで控除額などが自動計算された
状態で提出できます。事務担当者は確認のみでシステムに取り込まれるので、手入力する必
要もなく、毎年負担となる年末調整作業が大幅に軽減されます。

年末調整をWeb申告

レーザー〈学校給与〉

毎月必要な給与明細書の出力・封入・配布業務が数クリックで完了します。
教職員は学校からのメールを受け取り次第、自分の携帯電話から個人サイトで閲覧可能です。

給与明細書のWeb化

閲覧

教職員・会計士

事務担当者

データを取り込み作成した
元帳・決算書を共有

出納帳に直接入力

教職員

▼ パソコン

▼ スマートフォン



3.　クラウドが可能にする業務効率化

人事情報をより効率的に管理
レーザー〈人事管理〉システムに登録している教職員ごとに、履歴書や資格証明書などのファイルデータを紐づけて保存し

ておけます。システム内に集約して一元管理することで、個人情報の管理や、該当者のファイルを探し出すといった煩雑さを

軽減できます。

職員情報に関するすべての情報を

〈人事管理〉システムに集約

事務担当者

レーザー〈人事管理〉

請求通知書や督促状をペーパーレス
学納金の請求通知書や督促状をPDF化して保護者へ一括配信、
または個人専用サイトへ公開できます。保護者はパソコンはもち
ろんタブレットやスマホで、請求通知や督促など学費に関連す
る情報をいつでも確認できます。

レーザー〈学費管理〉

レーザー〈資産管理〉

モバイルで「資産管理アプリ」を使えば、資産を写真付きで簡単登録。
QRコードを貼付しておけば、棚卸し時にはQRコードを読み込んでいく
だけ。物品照合のために校内を走り回る必要はありません。

スマホやタブレットで資産管理

学費サイトHOME

収納情報

棚卸し結果を表示

教職員



4.　データセンターってどんなとこ？
レーザーシステムは国内最高レベルのデータセンターを利用しています。設備完備はもとより、入館から入室まで何段階
ものセキュリティチェックがあり、各ゲートは監視カメラで厳重に管理されています。また、データセンターとしての認証取
得だけでなく、所属するエンジニア達が各種資格を保有し安定した稼働を支えています。

・ 東日本大震災、阪神淡路大震災クラスにも耐えうる免振構造
・ 万一の火災発生時も水を使わない消化方式
・ 高負荷対応の電源と空調設備

ビルスペック

UPSと非常用自家発電装置により、24時間365日安定した無停電電源

電力スペック

各種セキュリティシステムにより、多段階のセキュリティレベルを確保

セキュリティ

認証・資格

・　品質マネジメントやセキュリティマネジメントに関する認証、ITサービスマネジメントの国際認証規格などを取得
・　PMP（Project Management Professional）、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、
　 上級システムアドミニストレータ、CISSP（セキュリティプロフェッショナル認定資格制度）など各種専門資格をもつ
     エンジニアを採用



5.　クラウド型の利用開始方法

TEL: 050-5490-4663

グレープシティ株式会社　レーザー事業部

販売代理店

開発・販売元

GrapeCity、LeySer、LeySerSystem、LeySerプラスはグレープシティ株式会社の登録商標または商標です。その他記載されている製品名は各社の登録

商標または商標です。本ガイドの内容は2023年2月現在のもので掲載の画面、仕様などは予告なく変更されることがあります。
3版

レーザーシステムをすでにご利用の場合

・　C/S型やスタンドアロン型からクラウド型に変更されても月額料金は変わりません。
・　データの移行作業は弊社にて行います。
・　データの移行作業は平均２～３営業日で行い、この間、システムはご利用いただけません。
・　データ移行後はすぐにシステムのご利用を再開していただけます。

＊移行作業料、移行作業の日程、クラウドに関する不安点、また気になるオプション製品に
　ついてなど、担当営業（または販売店）にお気軽にお問い合わせください。

レーザーシステムをはじめてご利用の場合

・　Windows版のパソコンとインターネット環境をご準備いただく必要があります。

＊レーザーシステム、オプション製品、レーザーシステムの導入方法や既存システムからの移行に
　ついては、下記までお気軽にお問い合わせください。
　弊社Webサイトのお問合せフォームもご利用いただけます。 https://leyser.jp


