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会社概要
Company Profile

会社名

本社所在地 

設立

代表取締役

資本金

主要株主

社員数

事業内容

親会社
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ワウテック株式会社 (WowTech Inc.)

東京都港区赤坂四丁目15番1号　赤坂ガーデンシティ4階 

2011年4月22日

瀬沼 悠

110百万円（資本準備金含む）

キングソフト株式会社

61名（2021年12月現在）

WowTalkを中心とした法人向けMobility Device Applicationの企画、開発、販売

キングソフト株式会社  https://www.kingsoft.jp 



キングソフトグループ概要
Group Overview
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クラウドサービス事業を展開。
2019年上海市場上場。
時価総額約3兆円　※2021年6月時点

スマホアプリ事業、広告事業を展開
2014年にNY市場へ上場。時価総額は
約350億円　※2021年6月時点

中国最大のソフト開発販売会社のひとつ。
2007年に香港市場へ上場。時価総額は約
1兆円　※2021年6月時点

「WowTalk」をはじめとした法人向けSaas事業の開
発・販売を展開。国内法人約1万3千社の導入実績

全世界で1億ユーザーを誇るセキュリティソフト「KINGSOFT Internet 
Security」をはじめ「WPS Office」,「orion star」等のソフトウェア事
業、AI事業の開発・販売を展開

世界規模で展開するIT総合企業集団

Beijing

Tokyo



当社が提供できる価値
Meritorious

最新クラウド技術を用いて

急速に変化する
働き方への
順応を実現します
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参考情報① 企業の働き方の変化と影響
Reference information
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コミュニケーション不足
新型コロナウィルスによって
現在の働き方に変化が起きましたか？

＜調査概要＞
・調査日：2020年8月21日（金）　・調査方法：イ
ンターネット調査　・モニター提供元：ゼネラルリ
サーチ　・調査対象：小規模の個人事業主、従業員
数5名以下の企業の経営者　・調査人数：1,143人

（n=1,143人）　出展

テレワーク実施の課題

近年トレンドであった「働き方改革」はテレワークを中心にコロナ禍で急速に浸透。
しかし、環境・セキュリティ・コミュニケーションに関する課題が山積



働き方の変化によって起こる経営課題①
Management issues
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社員モチベーション＆帰属意識の低下 コミュニケーション不足

コロナ禍や、働き方改革の浸透といった世の中の
風潮を受け、オンラインコミュニケーションの増加
によって社員のモチベーションや帰属意識の低下が
近年加速。

オンラインコミュニケーションの増加によって、
社内で発生していた雑談や業務相談の機会が減った
ことで、社内のコミュニケーション量自体が大きく
減少。

テレワークの推進により、
会社と社員のつながりに課
題を感じていますか？

資料：月間総務
84.2%

17.8%

感じている 感じていない



働き方の変化によって起こる課題②
Challenges that occur
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情報漏洩リスク 複数端末利用による生産性低下

テレワークの浸透で業務利用する端末のマルチデバ
イス化が促進。それらを効率良く使いこなせない
ことで生産性の低下に繋がるリスク。

「いつでも」
「どこでも」
  働ける

情報が持ち出しやすく漏えい
が発生しやすい環境

業務効率を維持しつつ環境の変化に対応できる
セキュリティの強化が必須。



当社が提供できる価値
Meritorious

これらの課題に対して

Wonder Cloud Works が
提供できる価値とは？
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Product Vison
必要だけを選べる：コミュニケーション・プラットフォーム　”CPaaS”

Wonder Cloud Worksは必要な機能を必要な部門だけ必要な数だけ選べて利用できるグループ
ウェアです。従来のITツールの利用に慣れない部門の担当者でも容易に使え、
新しい働き方が進む環境でも企業全体のDX化を促進します。



9

企業で必要とされるITツール
Required tools

企業として必要なITツールは多岐に渡り、選定・コスト・定着（ITリテラシー）と導入には多くのハードルが存在…

Wonder Cloud Worksは「コミュニケーション」「企業資産」をキーワードに必要なアプリケーションを提供

会社系 経理・人事・総務 営業系

ポータル カレンダー 電話帳
（社内）

電話帳
（社外）

チャット WEB会議 オフィスソフト PDF編集

ストレージ 契約管理 ワークフロー メール

採用 人事評価 タレント
マネジメント

財務会計 給与計算 購買

経費精算 勤怠

名刺管理

タスク管理

営業管理
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Wonder Cloud Works が実現すること
To Achieve

コストも機能も“必要”な分だけ。貴社の「働き方の変化」にマッチした、低コストかつ誰でも、どこでも使える
コミュニケーション・プラットフォーム　”CPaaS”

テレワーク実施の課題 カスタムアプリケーション

コミュニケーション

ドキュメント 顧客管理

デバイスフリー

全部門で

管理部 営業部 技術部
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Wonder Cloud Worksの持つ3つの基本機能
Basic function

あらゆる資産を蓄積・統一・共有。セキュアに全社のデジタル化を促進。

ドキュメント資産

社内ノウハウである営業資料や
マニュアル、契約書等の資産を
クラウド化することでいつでも
どこでも活用が可能に。

コミュニケーション資産

顧客資産

セキュアなビジネスチャットで
コミュニケーションの質をアップ。
社員同士のやり取りも資産に。

社内の人脈情報をクラウド化して共有
することでいつでもどこでも活用が可能に。
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ビジネスチャット　-WowTalk-①
Business chat

コミュニケーションに特化したマルチ機能ツール

※カラーユニバーサルデザイン取得済

導入企業数

10,000社

課金ユーザ数

50万ID
強固な販売網

国内主要3キャリア
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ビジネスチャット　-WowTalk-②
Business chat

社内コミュニケーションと業務効率化のための機能をフル装備！

トーク

共有

無料通話

タスク管理

日報

安否確認
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クラウド電話帳 -CAMCARD BUSINESS-①
Phone book

世界トップレベルの
OCR技術・ユーザー数を有する企業が提供

サービス提供元のINTSIG Information Co,Ltd.(イントシグ)は、世界中のお客様にスマートデバイス
をベースとしたビジネスアプリ及びソリューションを提供。(ISO20000,27001認証)

全世界4億人超のユーザ実績

2.1億DL 2.2億DL



15

クラウド電話帳 -CAMCARD BUSINESS-②
Phone book

社員のもつ名刺をデータベース化し、全社/全従業員で効率活用できる
クラウド電話帳管理サービス

圧倒的なデータ化速度

社内で顧客情報を共有

サービス連携で更にDXを促進



16

Officeアプリ -WPS Office
Office Soft

互換性の優れたOfficeソフト
全世界

日本市場

10億人以上
ユーザー数

1１年連続 No.1
To C 領域 互換Officeソフト分野

4,000社以上
To B 領域 導入法人数累計

※BCNランキングデータを元に自社集計



Officeアプリ＆クラウドストレージ  -WPS Cloud Pro-①
Office Soft
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再現性・互換性

Microsoft Office 2007以降の拡張子に
対応。高い互換性でファイルを開き、閲
覧・編集・保存可能。

操作性

分かりやすくシンプルな操作画面。初め
てWPS Officeを使う方でも迷わずに操
作可能。

コストパフォーマンス

利用頻度の高いソフトに特化、必要充分
な機能を備えながらも圧倒的な低コスト
を実現。

シンプルなシリアル管理

一つのシリアル番号ですべて
のPCを管理。煩雑なシリア
ル・アカウントの管理は不要。

過去ファイルにも対応

過去ファイル使われてい
た.doc /.xls / .pptなどの拡
張子も閲覧・編集・保存可能。



Officeアプリ＆クラウドストレージ  -WPS Cloud Pro-②
Office Soft

万能型PDF管理／編集ソフト
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PDFファイルのオールインワン編集ツール。
スマートデバイスでもPDFページを簡単に読取、
編集、管理が可能。

全世界10億人
日本市場10年連続No.1

（互換Office市場）

世界最強の互換Officeソフト
「WPS Cloud」の兄弟製品！



Officeアプリ＆クラウドストレージ  -WPS Cloud Pro-③
Office Soft

PDF編集、管理に必要な機能を網羅
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テキスト編集、追加、位置調整
フォント／テキストスタイル編集

ファイル分割、結合

手書きサイン
ハイライト、下線取り消し線、
描画



活用イメージ①　WowTalk⇔CAMCARD BUSINESS
Utilization

社内外連絡先の検索、共有、そのまま取引先とコミュニケーション
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BEFORE AFTER

雑多な管理の顧客情報…
情報漏えい、紛失リスクも…

クラウド電話帳でセキュアに管理！
チャットで共有！



活用イメージ②　WowTalk⇔WPS Cloud Pro
Utilization

資料のチェック、編集、保存、共有
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BEFORE AFTER

PCにダウンロード、編集、保存、メール送信…
作業効率低、スピード感なし…

モバイルアプリでオンライン編集、共有！
作業効率アップ、スピードアップ！



導入企業
Introducing Company
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今後の連携
Cooperation

勤怠、ワークフロー、経費精算等、業務に必要不可欠なアプリケーションを
今後随時提供予定。
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COMING SOON

カレンダー 電子契約 ワークフロー人事評価経費精算
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主要クラウドサービスとの

違いとは？



LINE WORKS
LINE WORKS
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LINE WORKS コミュニケーション特化型

Wonder Cloud Works コミュニケーション機能 + 営業機能、ドキュメント編集・管理

名刺管理

クラウド電話帳

ドキュメント編集・管理

チャット

ストレージ

Wonder Cloud Works LINE WORKS

◎
◎
◎
○
○

×
△
×
○
○

LINE WORKS導入済

WCWでさらに機能補完

LINE WORKS未導入

WCWで全て対応



Sansan
Sansan
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Sansan 営業機能特化型

Wonder Cloud Works 営業機能 + コミュニケーション、ドキュメント編集・管理

名刺管理

クラウド電話帳

ドキュメント編集・管理

チャット

ストレージ

Wonder Cloud Works Sansan

○
○
◎
◎
◎

○
○
×
○
×

Sansan導入済

WCWでさらに機能補完

Sansan未導入

WCWで全て対応



Microsoft 365
Microsoft 365
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Microsoft 365 ドキュメント特化型

Wonder Cloud Works ドキュメント編集・管理機能（低コスト）+ 営業機能

名刺管理

クラウド電話帳

ドキュメント編集・管理

チャット

ストレージ

Wonder Cloud Works Microsoft 365

◎
◎
○
○
○

×
△
○
○
○

Microsoft 365導入済

WCWでさらに機能補完

Microsoft 365未導入

WCWで全て対応



Google Work Space
Google Work Space
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Google Work Space ドキュメント特化型

Wonder Cloud Works ドキュメント編集・管理機能（低コスト）+ 営業機能

名刺管理

クラウド電話帳

ドキュメント編集・管理

チャット

ストレージ

Wonder Cloud Works Google Work Space

◎
◎
○
○
○

×
△
○
○
○

Google Work Space導入済

WCWでさらに機能補完

Google Work Space未導入

WCWで全て対応
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管理機能
セキュリティ
料金プラン



管理機能／シングルアカウント
Management function / Single account

全てのアプリを1つの管理画面に集約し、管理・運用をスマートに。
DXに必要なアプリケーションに1つのID／パスワードでアクセス可能に。
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オンプレミスの問題点
Problem

これまで主流であったオンプレミス環境のデメリット。
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保守・更新の手間

企業活動の根幹を担うサービスには保守・運用
専門の管理チームなどを作る必要があり、人的
リソース、コストが向上してしまう。

セキュリティ

自社に情報が蓄積（サーバールーム等）するた
め、セキュリティリスクは全て自己責任。



クラウドとオンプレミスの比較
Comparison

自社に物理サーバーを持たず、災害時へのBCP対策の観点から
クラウド環境の方がリスクが低いと判断する企業が増加。
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セキュリティ

月額コスト

メンテナンス

クラウド環境 オンプレミス環境

○

○

○

平時だけでなく災害時にも強い

常に一定のコスト

ユーザー側での更新不要

△

△

△

自社環境に依存

保守・更新コスト高

自社リソースにて実施



Wonder Cloud Worksの強固なセキュリティ
Security

安心のセキュリティ基準で安全な環境を提供。
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AWS社のクラウドサーバーを利用

サーバーはAmazon社の東京サーバー内に設置
し、最新のセキュリティで顧客のデータを安全
に保護。
※Amazon社のクラウドサーバーは過去情報漏えい実績なし。

安心のセキュリティ基準

通信の暗号化は勿論、シングルサインオンや管理者
ログ保存・パスワードポリシーまで全て対応。



料金プラン　～メインプラン～
Rate Plan

シンプルな価格設計。
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※最低契約ID数は10ID～。
※特定サービスのみ（CCBクラウド電話帳プラン除く）契約ID数を増やしたい場合、差分のIDは＋各通常プランの価格で契約可能。

2製品プラン ① 2製品プラン ② 3製品プラン

500 円/ID/月 500 円/ID/月 700 円/ID/月
※月額契約の場合、600円/ID/月 ※月額契約の場合、600円/ID/月 ※月額契約の場合、840円/ID/月

Standardプラン

クラウド電話帳プラン

Standardプラン

ライトプラン

Standardプラン

クラウド電話帳プラン

ライトプラン



料金プラン　～オプション等～
Rate Plan

さらに高機能を利用したい、特定の部門のみで高機能版を活用したい、というニーズに答えるため、下記のオプション等もご用意。
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オプション等 備考

メインプラン付帯オプション

サービス

Professionalプラン+＠300/ID/月 メインプランに左記単価をプラスすることで利用可能

人工補正オプションパック5,000円/100枚 メインプランとは別途、左記パックを購入することで利用可能

単体専用プラン
オプション等 備考サービス

Standardプラン＠1,700/ID/月 最低5ID～契約可能Professionalプラン＠2,500/ID/月



コストシミュレーション例
Cost Simulation

従来製品を個々に契約した場合と比較し、大幅コストダウン。
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約85％
Down

従来製品

￥4,760/人/月 700 円/ID/月

チャット 名刺管理オフィスソフト



お問い合わせ
Contact
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導入相談・プラン詳細に関するお問い合わせ

03-5797-7393
※ 月～金　9:00～12:00、13:00～17:30（祝日・年末年始は除く）


