
おまかせWeb工房

おまかせデータ入力

おまかせバックアップ

Web制作から経理まで
専任スタッフが業務代行
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手のまわらない専門業務を、 
プロがせっせとお手伝い。
忙しい毎日、重要なのに後回しになってしまいがちな専門業務は、 

まとめてサーヴがお引き受けします。 

お客様のお悩みと向き合い、経験と知恵、巧みな技でコツコツと解決。 

充実した施設運営をサポートします。

煩 雑な申請手続きに 
時 間をかけたくないのに。

最 近 パソコンの調子が 悪く、 
データが消えないか 不安…。

まとまった予算はないけど 
特 色が 伝わるサイトが 

あればなぁ。

ファイル のうっかり削 除や 
災害に備えてデータを 
管 理しておかないと。

スマホ対応のサイト、 
やっぱり欲しいんです。

簿記の知 識に 
自信がなくて…。
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サイト制作

ご予算に応じて 
幅広い選択肢をご用意

検 索エンジン最 適 化

Web サイト訪問者を 
増やすための対策

サイト運営

さまざまな更新方法や
頻度に柔軟に対応

おまかせWeb工房
「Webサイトが欲しいけれど、何から始めてよいかわからない」という声にお応えし、ゼロからの

スタート、制作、運営までをご提案します。数多くの保育園や幼稚園、老人ホームなどの制作実績を

活かしたさまざまな角度からのアドバイスも可能です。サーヴならではの手厚いサポートで、安心の

Webサイト運営をお手伝いします。

プランニング

メールフォーム

CMS

スマホ対応

 主なサービス 

サーヴで更新

ドメイン取得

自分で更新

サーバー管理

SEO対策
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ヒアリングから毎日の運営まで
綿密な打ち合わせで、ご要望の聞き取りから運営までを総合的にサポートします。
デザインはスタンダードなものから特色を随所にちりばめたオリジナルデザインま
で、ご予算にあわせて対応します。

プランニング
サイト制作

専門知識なしで更新
Webサイトの制作・編集に必要な知識がなく
ても、お客様自身でコンテンツを更新できる
システム（CMS）を導入すれば、ブログ感覚で
おしらせを掲載したり、何度でも都合の良い
時にコンテンツの更新が可能です。
サイト全体のコンテンツを更新したい場合に
は、WordPressの導入をおすすめしています。

CMS

Webサイト上での受付対応
お問合せをWeb上で受け付けるメール
フォームを設置できます。また、イベントの
申し込みフォームや会員登録フォームの設
置も可能です。

メ

ールフォーム
各種端末での閲覧もOK
スマートフォンやタブレットでの閲覧時
も最適化されるレスポンシブデザイン
に対応できます。閲覧機器のサイズに
あわせて読みやすい文字の大きさとレ
イアウトに自動調整されるため、快適で
見やすいサイトになります。

スマホ対応

ヒアリング

 
● 制作の背景や目的 
● ご予算 
● 希望納期 
● デザインの方向性

ご提案

 

● サイト構成 
● お見積 
● 更新スタイル

デザイン・構築

 

● デザイン 
● 構築 （コーディング）

公開・運営

● Webサイト公開 
● 検索エンジンへの登録 
● サーバー管理 
● 更新作業
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サイト運営 定期更新で活気あるサイトに
定期的なサイト更新作業も承ります。ボリュームや回数など、お客様のご希望
にあわせたお見積が可能です。不定期やスポットでの更新作業もご相談くだ
さい。

サーヴで更新

まるごと 
 サーヴにおまかせ
Webサイトの安全な継続と、トラ
ブルのない運用のために、専任ス
タッフがサーバーのメンテナンスを
担います。

サーバー管理
独自URLの取得
Webサイトを公開するご希望のURLを取得
できます。常時SSL/TLS化のセキュリティに
対応しており、サイトへ送信される個人情報
を暗号化して守ります。メールアドレスの取
得は最大５個まで無料です。

ドメイン取得

お好きなタイミングで更新
CMSを導入すればお客様の都合の良いタイミングで内容変更できるため、時間を選ばない更新も可能で
す。こまめに更新するアクティブなサイトはSEO対策としても有効です。

自分で更新

保育園見学保護者から 
「Webサイトがないため事前に園の情報を入手できなかった」とのお声あり。

● 保護者はほぼ100％事前に園の情報を 
    Webサイトで確認し訪問してくれるように。 
● 園情報の紙パンフレットの配付が不要になりペーパーレス化。 
● 園だよりをPDFで配布することで、過去分も簡単に確認できて便利に。 
● ブログでは普段の様子が見えて楽しいとの声。 
    園と保護者の情報交換ツールとして役立っている。

検索エンジン 
最適化

検索を有利に
Webサイトがインターネット検索で上位に表示されるよう、的確な対策を
行います。また、シェア99％以上をカバーする２つの検索エンジンへの
登録を行います。ご希望があればWebサイト訪問者数をチェックする仕組
みを設置することも可能です。

SEO対策

課　題

白鳩保育園
https://shirahato.com/ 解決後

はじめてのWebサイト作成で、何を載せ、どのように作成すれば良いか不安
でしたが、数多くの保育園の実例を参考にでき、ひとつひとつご提案いただ
きながら園独自の理想的なWebサイトを作成することができました。

園 担 当 者 の 声

導入事例
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おまかせデータ入力
会計の仕訳入力や職員の給与計算など、経理の知識が必要な作業はサーヴにお任せください。システムも

熟知している専任スタッフが、正確でスピーディな入力代行で事務作業の負担軽減に貢献します。

SERVE 給与計算

勤務実績に基づく給与計算、 
保険料率改定など 

年間を通した給与関連処理

SERVE 財務 会計

仕訳入力から 
月次処理、固定資産登録、 

決算処理まで

 データ入力対象 

（SERVE 財務会計の場合）

このほかにもお困りのことがありましたら、お気軽にサーヴまでご相談ください。代行内容に応じて、個別のお見積をいたします。

 サービスの流れ 

月次処理

郵送、FAX、
メール

リモートで 
データ返却

予算作成

メール、 
お電話

リモートで 
データ返却

決 算

郵送、FAX、
メール

決算完了の
連絡

リモートで 
データ返却

通帳、 
領収書など 

必要書類を送付

伝票、 
試算表を印刷 

収支状況を確認

伝票入力代行
当初予算、 

補正予算を作成

財務諸表等 
開示シート作成

監査の立ち合い

計算書類、 
附属明細書作成 
決算処理代行

入所人員、 
人件費など 

必要情報を提供

未収金、 
未払金など 

必要書類を送付

計算書類、 
附属明細書等を印刷 

決算書類を確認
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 メリット 
（SERVE 財務会計の場合）

Case 1  
日々の処理

● 多忙で伝票入力が遅れがち

● 専門知識もなくパソコンにも不慣れ

● 園の運営状況への不安

● 領収書を送るだけで仕訳入力完了

● 熟練スタッフが正確かつスピーディに対応

● 客観的な運営状況へのアドバイスで安心

Case 2  
決 算

● 年１回の決算は毎回ゼロスタート

● チェック漏れがないか不安

● 財務諸表等開示システムへの対応が面倒

● 決算処理に慣れたスタッフがバッチリ対応

● 心強い２重チェック

● 経験豊富なスタッフがスムーズに対応

Case 3  
監査対応

● 監査調書に何を転記すればいいの？

● 監査時の質問に答えられるか不安

● 監査指摘は極力さけたい

● ひとつひとつ丁寧なサポートで不安解消

● 事前の相談や電話対応もOK

● プロ対応の成果で指摘事項激減

Before After
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おまかせバックアップ
ファイルの操作ミスによる削除、災害、パソコンの故障といった予想外の出来事から大事なデータを守るバッ

クアップサービスです。サーヴの製品に関連するファイルはもちろん、Word やExcel にまとめた重要なデー

タもまとめてインターネット上のクラウドに定期保存し、園の運営に必要な情報をお守りします。

自動バックアップ

毎時、何時間おき、毎日など 
任意の間隔でデータ保存

お手頃・簡単

はじめやすい月額制、 
初期設定も代行

選べる２コース

 ５GB プラン 〈サーヴシステム関連〉 
50GB プラン 〈+ その他ファイル〉

復元作業代行

ファイル復元も
サーヴにお任せ

うっかり
 削除

災害

開発・販売元：グレープシティ株式会社
GrapeCity、マイナLockはグレープシティ株式会社の登録商標です。その他記載されている製品名、サービス名は各社
の登録商標または商標です。本カタログは2021年12月現在のもので記載内容は予告なく変更することがあります。

【 動作環境 】  OS    Windows 8.1、Windows 10、Windows 11

パソコンの故障

DA01-21120000

お問合せ
グレープシティ株式会社  SERVE事業部

Phone: 050-5357-4036   
Web: serve.jp

お問合せはこちら


