dbSheetClient2020製品価格表
製品名

利用シーン別組み合わせ一例

内容

価格（税別）

小規模

¥800,000
¥1,400,000

〇

大規模

Access版

メモ

【サーバー版】
dbSheetClient2020 サーバー版【SS】
dbSheetClient2020 サーバー版【ES】
dbSheetClient2020 サーバー版【DR】

スタンダードサーバーシステム
エンタープライズサーバーシステム（機能アップオプション全部込み）
DR/コールドスタンバイ用サーバーシステム。本番と同じサーバー版。
本番環境と同じライセンス（開発版・実行版）を無償提供。
SSの場合、機能アップオプションは、定価の50%でご提供。

〇
〇

定価の50%

製品保守
費用なし

△

【開発版】
dbSheetClient2020 開発版

開発用システム（同時にテクニカルサポート契約が必須）

¥200,000

〇

¥100,000

〇

〇

〇

【実行版】
dbSCサーバーへ登録できるユーザーアカウントライセンス。
10CAL単位で、10個までのユーザーアカウントが登録可。
フローティングライセンス（同時接続）。
dbSheetClient2020 実行版【FLJ】50CAL（日本語版）
登録できるユーザーアカウントは無制限。最低50CALからの販売。
dbSheetClient2020 実行版【FLJA】10CAL（日本語版） 追加用。フローティングライセンス。10CAL単位。
dbSCサーバーへ登録できるユーザーアカウントライセンス。
10CAL単位で、10個までのユーザーアカウントが登録可。
dbSheetClient2020 実行版【ULE】10CAL（英語版）
価格は日本語版の20%割り増し。
フローティングライセンス（同時接続）。
登録できるユーザーアカウントは無制限。最低50CALからの販売。
dbSheetClient2020 実行版【FLE】50CAL（英語版）
価格は日本語版の20%割り増し。
追加用。フローティングライセンス。10CAL単位。
dbSheetClient2020 実行版【FLEA】10CAL（英語版）
価格は日本語版の20%割り増し。
dbSheetClient2020 実行版【ULJ】10CAL（日本語版）

¥1,500,000

〇
〇

¥300,000
¥120,000

¥1,800,000

〇

¥360,000

【サーバー版機能アップオプション】
dbSheetClient2020 クリックワンス対応
dbSheetClient2020 ActiveDirectory対応
dbSheetClient2020 マルチプロジェクト対応
dbSheetClient2020 MSーAccess対応コンポーネント

実行版 自動配布機能（自動配布が不必要な場合は省ける）
シングルサインオン機能
プロジェクトを複数同時起動（1アカウントで）
Access対応API

¥100,000
〇
含まれる
¥400,000
含まれる
¥200,000
含まれる
¥200,000
含まれる
合計
120万円~ 310万円~

〇

〇
140万円~

■年間サポート関係
テクニカルサポート契約
製品保守サポート&製品アップグレード契約

電話・FAX・メールによるサポートセンターへの問い合わせ対応

¥100,000 ¥100,000 ¥100,000
製品価格の 初年度無償 初年度無償
契約期間中の製品修正パッチのサービスと新バージョンへの更新が可能。
16%
19.2万円~ 49.6万円~

¥100,000
初年度無償
22.4万円~

ITによる新しい価値創造、それこそが希望に満ちた未来への架け橋

dbSheetClient2020サブスクリプション契約価格表（年間契約_保守費用込）
製品名

内容

（参考）

保守費用/年
サブスクリプション契約
パッケージ版価格 テクニカルサポートは
年間使用料(税別）
別途¥100,000

メモ

【サーバー版】
dbSheetClient2020 サーバー版【SS】_SUB
dbSheetClient2020 サーバー版【ES】_SUB
dbSheetClient2020 サーバー版【DR】_SUB

スタンダードサーバーシステム
エンタープライズサーバーシステム（機能アップオプション全部込み）
DR/コールドスタンバイ用サーバーシステム。本番と同じサーバー版。
本番環境と同じライセンス（開発版・実行版）を無償提供。
SSの場合、機能アップオプションは、年間使用料の50%でご提供。

¥368,000
¥644,000
年間使用料の50%

¥800,000
¥1,400,000

¥128,000
¥224,000

定価の50%

無償

【開発版】
dbSheetClient2020 開発版_SUB

開発用システム

¥92,000

¥200,000

¥32,000

¥46,000

¥100,000

¥16,000

¥690,000

¥1,500,000

¥240,000

¥138,000

¥300,000

¥48,000

¥55,200

¥120,000

¥19,200

¥828,000

¥1,800,000

¥288,000

¥165,600

¥360,000

¥57,600

¥46,000
¥184,000
¥92,000
¥92,000

¥100,000
¥400,000
¥200,000
¥200,000

¥16,000
¥64,000
¥32,000
¥32,000

【実行版】
dbSCサーバーへ登録できるユーザーアカウントライセンス。
10CAL単位で、10個までのユーザーアカウントが登録可。
フローティングライセンス（同時接続）。
dbSheetClient2020 実行版【FLJ】50CAL_SUB（日本語版）
登録できるユーザーアカウントは無制限。最低50CALからの販売。
dbSheetClient2020 実行版【FLJA】10CAL_SUB（日本語版） 追加用。フローティングライセンス。10CAL単位。
dbSCサーバーへ登録できるユーザーアカウントライセンス。
dbSheetClient2020 実行版【ULE】10CAL_SUB（英語版）
10CAL単位で、10個までのユーザーアカウントが登録可。
価格は日本語版の20%割り増し。
フローティングライセンス（同時接続）。
dbSheetClient2020 実行版【FLE】50CAL_SUB（英語版）
登録できるユーザーアカウントは無制限。最低50CALからの販売。
価格は日本語版の20%割り増し。
追加用。フローティングライセンス。10CAL単位。
dbSheetClient2020 実行版【FLEA】10CAL_SUB（英語版）
価格は日本語版の20%割り増し。
dbSheetClient2020 実行版【ULJ】10CAL_SUB（日本語版）

【サーバー版機能アップオプション】
dbSheetClient2020 クリックワンス対応_SUB
dbSheetClient2020 ActiveDirectory対応_SUB
dbSheetClient2020 マルチプロジェクト対応_SUB
dbSheetClient2020 MSーAccess対応コンポーネント_SUB

実行版 自動配布機能（自動配布が不必要な場合は省ける）
シングルサインオン機能
プロジェクトを複数同時起動（1アカウントで）
Access対応API

■年間サポート関係

テクニカルサポート契約
製品保守サポート&製品アップグレード契約

電話・FAX・メールによるサポートセンターへの問い合わせ対応
契約期間中の製品修正パッチのサービスと新バージョンへの更新が可能。

年間使用料に
含まれる

¥100,000
製品定価の16%

※ 製品構成が50 ユーザー（UL）+ サーバー（SS）+ 開発1 ユーザーの場合：
パッケージ製品⇒合計：1,840,000円（内訳：製品価格1,500,000円＋テクニカルサポート100,000円＋保守：240,000円）
ITによる新しい価値創造、それこそが希望に満ちた未来への架け橋
サブスクリプション契約⇒年間合計：690,000円（テクニカルサポート+保守込み）（内訳：SS サーバー版：368,000円＋実行版(UL)×5：230,000円＋開発版：92,000円）

dbSheetClient2020価格表（セットアップ、教育セミナー、開発支援、関連製品）
製品名

内容

価格（税別）

■セットアップ
dbSheetClient サーバーセットアップ

dbSCサーバーをセットアップし、動作確認など行う。

¥200,000

Excel版教育セミナー（2日）

Excel版の開発の基本を理解する。

¥200,000

Excel版応用セミナー（2日）

Excel版の実習により作成方法を理解する。

¥200,000

Access版セミナー（2日）

Access版のAPIの解説及び実習により作成方法を理解する。

¥200,000

技術支援（1日）

お客様の開発しているプロジェクトを支援する。

¥100,000

■教育セミナー

※Excel版については、オンサイト（訪問形式）かオンライン（Web形式）セミナーを選択可能です。
・オンサイト（訪問形式）の場合は、基本セミナーと応用セミナーの４日間の受講となります。各セミナーの定員は、5名様までです。場所は、お客様先もしくは弊社会議室。
お客様が遠方の場合、出張経費を申し受けます。
・オンライン（Web形式）の場合は、基本セミナーと応用セミナーをお客様のご都合に合わせて視聴することが出来ます。期間は、2週間となります。各セミナーの参加は、10名までです。
■開発支援

プロトタイプコース

作る範囲によって価格は変わります。
既存のExcelを元に、テーブル作成、読込／書込のプログラムを作成します。
基本セミナーレベルのテクニックで作成致します。（お客様にて追加、メンテナンス）
・既存Excelブックを元に、メニュー、ボタンを作成
・機能ボタンに応じて、DB設計と簡単な読み書きプログラムを作成

¥100,000～
¥500,000

アジャイルコース

準委任契約。
上記のプロトタイプレベルでは無く、ある程度テクニックが必要なシステムを当社SEがお客様と打合せをしながら
開発を進めて行きます。仕様が未確定だったり、まとめる時間が無いなどの特別な事情があった場合に対応す
るサービスです。この場合の成果物やシステムの保守は、準委任契約内で決まった内容となります。

月額制
（¥100,000/
1日）

請負開発コース

お客様から仕様をお聞きし、当社内の開発メンバーにて受託開発を行います。
出来上がった成果物に対し、お客様から検収を頂き、後のシステム保守も行います。

御見積提示

■dbSheetClient 関連製品
ワークフロー管理システム

ワークフローサンプルプロジェクト

¥300,000
ITによる新しい価値創造、それこそが希望に満ちた未来への架け橋

