
のご案内

株式会社TSクラウド

Google Workspace 販売代理店



自宅や勤務先など、場所を選ばずにドキュメントの作成、コミュニケーション、

コラボレーションを行うことができるビジネス向けのグループウェアです。

ビジネス用のGmailやドライブ、カレンダー、Meetなど多数のツールを備えています。

とは



とは

Gmail
独自のメールアドレス

カレンダー
共有のカレンダー

Chat
チームでのメッセージの

やり取り

Meet
ビデオと音声による会議

ドライブ
クラウド  ストレージ

Vault
データの保持、

アーカイブ、検索

ドキュメント
文書作成ツール

スプレッドシート
表計算ツール

スライド
プレゼンテーション

作成ツール

フォーム
アンケート作成ツール

Keep
アイデアの記録と管理

Cloud Search
Google Workspace を

スマートに検索

※代表的なアプリケーションの一部



※クリックすると YouTubeでGoogle Workspaceの紹介動画が再生されます。

http://www.youtube.com/watch?v=vnwm5HSVpPg


Google Workspaceを使えば、どこからでも仕事が可能

―リモートワーク環境の実現にも貢献します―　

Web会議を開催

Google Meetを使用すると、500人まで参

加可能なWeb会議を開催したり、会議を録

画したりすることができます。

共同で資料作成

複数名で同時にドキュメントやプレゼンテー

ション、スプレッドシートを編集可能です。

また、それぞれの編集内容を変更履歴から

確認できます。

タイムリーに共有

グループのカレンダーを作成したり、グルー

プ チャットを実施したりすることができます。

また共有ドライブでファイルを共同管理する

こともできます。



Google Workspaceのセキュリティは世界最高峰

良質なデータセンターのセ

キュリティ

厳しいアクセス制限、侵入に対する警告

システム、24時間監視ビデオ、警備員が

常駐しパトロールを実施。

 　情報セキュリティの

トップチーム

情報、アプリケーション、ネットワークセ

キュリティの 750人以上のトップエキス

パートで構成され、最前線で守ります。

　 暗号化された

すべてのサービス

すべてのコンテンツは、 1つ以上のメカニ

ズムによって自動的に暗号化されるた

め、クライアントは何もする必要がありま

せん。

安全なグローバル

ネットワーク

Googleのグローバルネットワークは、世

界中の ISPに接続し、公衆インターネット

上のホップ数を減らしてセキュリティを向

上させています。

Google Workspaceは、国際認定をいくつも取得しています。



Google Workspaceの導入は、
仕事にどのような変化をもたらすのか？

～お客様の声をご紹介します～

プロジェクトの進行が軽快

他部署の担当者とのファイル共有が格段に楽

になりました。コラボレーション機能はチームの

ディスカッションをより生産性のあるものにし、

50％も作業効率を上げました。

出張中にモバイルデバイスを使って会議を行う

ことができますし、会議のスケジューリングも簡

単です。

価値ある業務に集中できる

GSuiteのサービスは非 常に安 定しており、

ユーザーの抱える 2つの問題を解決してくれま

した。1つはスパムやウイルスによるメールの

フィルタリングを備えた大容量のストレージス

ペースがあること。管理者がスパムの設定に

時間をかける必要がなくなりました。もう 1つは

ハードウェアのメンテナンスや定 期 的なホスト

の更新の手間が省けたこと。会社のためにもっ

と有益な仕事をする時間が増えました。

コンピュータの管理がスムーズ

ハードウェアの管理に時間を費やす必要があ

りません。自身の仕事により集中する時間が

増え、生産性を上げることができています。 E
メールやドキュメント、ファイルアクセスなどは

クラウドに記録されており、会社の重要な資産

は過去にないほど安全に守られています。ファ

イルの引き渡しはクラウドの設定により直接行

われ、これまでは不完全だったデータ移行の

問題も解決しました。



Google Workspace 導入後のそれぞれの意見

経営層

ハードウェアにかかるコストや管理費と人件費を大きく

削減。会社全体の効率が上がっています。

マネージャー

マネージメントがとても簡単になりました。

効果的な計画をたてることにエネルギーを集中できます。

その他のスタッフ

コミュニケーションにかかる時間を節約でき、

他のことを達成するための時間が増えました。



Google Workspaceでは、ユーザー数が300名までの企業向けの3つのエディションと、

ユーザー数の上限のない、より高度な機能を備えた3つのエディションが提供されています。

TSクラウドの専門スタッフが、お客様のニーズに合ったエディションをご提案させていただきます。

Google Workspace のエディション

公式価格 ¥2,040

Business PlusBusiness StandardBusiness Starter 

公式価格　¥680 公式価格　¥1,360

Business（中小企業向け） ユーザー数: 最大 300 人

Enterprise PlusEnterprise StandardEnterprise Essentials 

公式価格  ¥1,130 公式価格 ¥2,260 公式価格 ¥3,400

Enterprise（大企業向け） ユーザー数の上限はありません

※価格はユーザーあたりの月額料金です。



Google Workspace のエディション＜Business＞

Business Starter
（公式価格　¥680※）

Business Standard
（公式価格　¥1,360※）

Business Plus
（公式価格　¥2,040※）

ストレージ 30 GB/ユーザー 2 TB × ユーザー数 を組織で共有 5 TB × ユーザー数 を組織で共有

コアサービス Vault、Cloud Search を除く各サービス Vault を除く各サービス すべてのコアサービスが利用可能

Meet参加人数 100 ユーザーまで 150 ユーザーまで 500 ユーザーまで

Meetの
高度な機能

背景の変更、ホワイトボード機能

Business Starterの機能 ＋

ブレイクアウト セッション、共同管理、録画、
QA、アンケート

Business Standardの機能 ＋

出欠状況の確認、自動字幕起こし

主な追加機能

Standard の機能 +

✓Google Chat: セキュリティとレポートの管
理

✓コラボレーション: 共有ドライブ

Standard の機能 +

✓ セキュリティ: Vault、基本的な DLP 機能、
高度なエンドポイント管理

※価格は1ユーザーあたりの月額料金です。



Google Workspace のエディション＜Enterprise＞

Enterprise Essentials
（公式価格：¥1,130）

Enterprise Standard
（公式価格：¥2,260）

Enterprise Plus
（公式価格：¥3,400）

ストレージ 1TB × ユーザー数 を組織で共有
必要に応じて拡張可能
（※5人以上のユーザーが必要）

必要に応じて拡張可能
（※5人以上のユーザーが必要）

コアサービス
Gmail、カレンダー、Googleグループ、Vault、
Cloud Searchを除く各サービス

すべてのコアサービスが利用可能 すべてのコアサービスが利用可能

Meet参加人数 150 ユーザーまで 500 ユーザーまで 500 ユーザーまで

Meetの
高度な機能

録画、ブレイクアウト セッション、挙手、QA、ア
ンケート、ホワイトボード機能

Essentials の機能 ＋

ライブ ストリーム(1万人)、出欠状況確認、

自動字幕起こし

Standard の機能 ＋

ライブストリーム(10万人)、 
ノイズキャンセル

主な追加機能 ✓ コラボレーション: 共有ドライブ

Essentials の機能 ＋

 セキュリティ: Vault、高度なデータ損失防止
（DLP）、Cloud Identity Premium（CIP） 

✓ 管理: 高度な企業向けの管理機能とカスタマ
イズ

Standard の機能 ＋

✓ セキュリティ: コンプライアンス証明書、　     セ
キュリティ センター 

✓ コラボレーション: AppSheet Core、　　　　コネク
テッド シート

✓ インサイト: ワーク インサイト

※価格は1ユーザーあたりの月額料金です。



Google Workspace の各プランの機能詳細を比較

プール*：G SuiteのGoogleドライブは「1ユーザーあたりがアップロードできる容量の上限」が決まっていましたが、

　　　　 Google Workspaceでは、ドライブを所有している組織全体でアップロードできる容量の上限が決まる「プール」という計算方式が導入されています。

Business
Starter

Business
Standard

Business
Plus

Enterprise
Essentials

Enterprise
Standard

Enterprise
Plus

利用可能人数 300人 300人 300人 無制限 無制限 無制限

技術サポート 24時間365日 24時間365日 24時間365日 24時間365日 24時間365日 24時間365日

ストレージ容量（ユーザーあたり） 30GB 2TB（プール *) 5TB（プール *） 1TB（プール *） 必要に応じて拡張可能 必要に応じて拡張可能

Google Vault ✕ ✕ 〇 ✕ 〇 〇

Meet ビデオ会議 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Meet ビデオ会議への最大参加社数 100人 150人 500人 150人 500人 500人

Meet ライブストリーミングの最大視聴人数 ✕ ✕ ✕ ✕ 10,000人 100,000人

Meet 録画機能 ✕ 〇 〇 〇 〇 〇

ドキュメント、スプレッドシート、スライド 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Gmail 〇 〇 〇 ✕ 〇 〇

Googleカレンダー 〇 〇 〇 ✕ 〇 〇

Chat 〇 〇 〇 〇 〇 〇

共有ドライブ ✕ 〇 〇 〇 〇 〇

Cloud Search ✕ 〇 〇 ✕ 〇 〇

基本のエンドポイント管理 〇 〇 〇 ✕ 〇 〇

デバイス監査ログ ✕ ✕ 〇 〇 〇 〇

データリージョン ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇

高度なエンタープライズ管理とカスタマイズ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇 〇

データ損失防止（DLP） ✕ ✕ 〇 ✕ 〇 〇

ワークインサイト ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇

Gmailとサードパーティ製

アーカイブソリューションとの連携
✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇

コネクテッドシート ✕ ✕ ✕ 〇 〇 〇

Appsheet ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇



TSクラウドのサポート・料金

について



TSクラウドでご契約いただくメリット

管理画面の設定や運用を

サポート

利用開始時のセットアップ代行(有料)や、管

理画面の操作サポート(無料)などを行い、

スムーズな導入を支援します。

公式よりも割安で購入可能

請求書払いにも対応

Googleから直接購入するよりも、割安で購

入することが可能です。

Googleとの直接契約では支払い方法はク

レジットカードのみですが、弊社では請求書

払いにも対応しています。

ユーザー向けトレーニング動

画を提供可能

導入後に、ユーザーがスムーズに機能をお

使いいただけるよう、トレーニング動画をご

提供可能です。

管理者によるレクチャーの時間を削減でき

ます。



Google Workspace 料金表＜Business＞

1ユーザーあたりのライセンス使用料金は以下の通りです。

※価格は変更されることがあります。詳しくはお問い合わせください。

Business Starter Business Standard Business Plus

Google公式価格

※年プラン、フレキシブルプラン
ともに同額

￥680 /月 ￥1,360 /月 ￥2,040 /月

TSクラウド価格

新規導入のお客様
年間一括払い

(￥590 /月×12カ月)
￥7,080 /年

(￥1,200 /月×12カ月)
￥14,400 /年

(￥1,800 /月×12カ月)
￥21,600 /年

TSクラウド価格

他社から移行のお客様
年間一括払い

(￥640 /月×12カ月)
￥7,680 /年

(￥1,290 /月×12カ月)
￥15,480 /年

(￥1,940 /月×12カ月)
￥23,280 /年

※価格は1ユーザーあたりの月額料金です。



Google Workspace 料金表＜Enterprise＞

1ユーザーあたりのライセンス使用料金は以下の通りです。

※価格は変更されることがあります。詳しくはお問い合わせください。

Enterprise Essentials Enterprise Standard Enterprise Plus

Google公式価格

※年プラン、フレキシブルプラン
ともに同額

￥1,130 /月 ￥2,260 /月 ￥3,400 /月

TSクラウド価格

新規導入のお客様
年間一括払い

(￥1,000 /月×12カ月)
￥12,000 /年

(￥2,000 /月×12カ月)
￥24,000 /年

(￥3,000 /月×12カ月)
￥36,000  /年

TSクラウド価格

他社から移行のお客様
年間一括払い

(￥1,070 /月×12カ月)
￥12,840 /年

(￥2,150 /月×12カ月)
￥25,800 /年

(￥3,230 /月×12カ月)
￥38,760  /年

※価格は1ユーザーあたりの月額料金です。



導入時のセットアップサポート（アクティベーション設定）

Google Workspaceを利用開始するための初期セットアップを代行します。

● ドメイン所有権の証明（DNS設定）

● ユーザー登録（Google Workspace管理画面）

● メールサーバーの切り替え（DNS設定）　　　　設定情報をお知らせいただくだけで、複雑な設定を一括して行います。

「専門スタッフがいない」

「導入経験がなく設定が不安」など 

料金　50,000円 / 式
※1ドメインあたり

お困りの場合はTSクラウドにお任せください。



ユーザー向けトレーニング動画の提供

Google Workspaceに含まれる様々なツールの使い方について学ぶ動画をご提供し、ユー

ザーの利用をサポートします。日本語だけでなく、

英語・中国語版もありますので、お問い合わせ下さい。

Google Classroom

時間の制限な
し

場所の制限な
し

半永久的に
視聴可能

「社内のスタッフに詳しい人がいない」

「スタッフを育成する時間がない」など 

料金　35,000円 / 式

お困りの場合はTSクラウドにお任せください。



管理コンソールの代行運用サービス

ユーザーの追加や権限設定、グループメールの

作成など、運用開始後の管理コンソールでの

操作を代行します。

「組織の管理をする時間がない」

「設定に不安がある」など

基本料金　15,000円＋

(ユーザー数×880円) / 月

お困りの場合はTSクラウドにお任せください。



TSクラウドについて



TSクラウドは、お客様のパートナーとして

最高のサービスを提供します

導入計画のご相談

TSクラウドのスペシャリストが導入前に

電話もしくはメールにて、プロフェッショナ

ルなコンサルティングサービスを提供し、

見積もりや導入計画のお手伝いを致しま

す。

 　導入サポート　*

Google Workspaceへの安全で素早い

移行をサポートします。最短 1営業日で設

定を終了させることも可能です。

社内での設定に不安がある会社や、で

きるだけ早く導入したいという会社に適し

ています。

　 トレーニング　*

ユーザー向け／管理者受けの２つのオ

ンライン教材コースをご用意しています。

アプリケーションツールの利用のコツや

コントロールパネルの操作方法を学べま

す。

テクニカルサポート

導入後に技術的な問題が発生した場合

には、TSクラウドのスペシャリストが Eメー

ルや電話にて対応致します。

*：オプション料金が発生することがあります。



会社概要

会社名 株式会社TSクラウド

Google Cloudソリューションを駆使し
企業の成長をサポートします。

住所 長野県上田市中央2-10-15 千曲錦ビル

認証

事業内容

Google 
Cloud 

Premier 
Partner

Google Cloud
Specialization for
Work Transformation



TSクラウドの経験豊富なチームが、

あなたの会社がスムーズに

Google Workspaceを使用できるよう

お手伝いいたします。

3,000以上の

企業への

クラウドツール

導入実績

Googleの
認定資格を持った

チームメンバー

安心の

サポート体制



一緒にお仕事できることを楽しみにしております。

より詳細についてお知りになりたい方は、

メールまたは電話にてお問合せ下さい。

050-1748-5071 （平日10-16時）

info@tscloud.co.jp （メール）

https://tscloud.co.jp/consult-g-suite （問合せフォーム）

mailto:info@tscloud.co.jp
https://tscloud.co.jp/consult-g-suite

