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現場主義、グループウェア

＜セッション1＞
desknet's NEOのご紹介および提供形態



desknet's NEOのコンセプト
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製品コンセプト
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「現場主義、グループウェア」

現場を支える「使いやすさ」
グループウェアをはじめて触る人でも、すぐさま直感的に使い始めることができる。
そんな「やさしさ」と「わかりやすさ」で現場に寄り添い、仕事を支えます。

現場の課題を解決する「機能」
グループウェアができることは、スケジュールや会議室予約、メールだけではありません。
現場がいま抱えている課題、グループウェアという枠にとらわれず解決していきます。

現場の声に応え続ける「実績」
グループウェアにお客さまの業務をあわせていただくのではなく、
グループウェアがお客さまの業務にあう存在でありたい。
そのために、常にお客さまの声に応える機能改善に取り組んでいます。

グループウェア『desknet's NEO』は、累計323万ユーザー（2015年9月）の販売
実績をもつ、純国産のWebグループウェアです。「現場主義」をコンセプトに
「現場を支え、現場の課題を解決し、現場に応えるグループウェア」として、数
名から数万名まで、業種を問わず幅広いお客様にご活用いただいています。



主な変更点
①インターフェースの改善
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目に入りやすい、見つけやすい工夫を追求
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新しい情報は左上の新着通知・バルーン通知を確認

自分なりの情報整理にラベルを設定可能
（一部機能にて）

伝言は付箋で通知と確認処理
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スケジュール

スケジュールに紐づく他の方の予定、設備情報や利用条件、
来訪者情報、タイムゾーンなどすべてが反映されます

スケジュールのドラッグ＆ドロップに

対応しました。

ドラッグ＆ドロップの操作性①
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ファイルのアップロード、フォルダ・中身の
移動もドラッグ＆ドロップで行えます

ドラッグ＆ドロップの操作性②
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旧製品 新製品

PCの画面内に収まるよう設計

画面をスクロールすることなく、
スケジュールの登録が

できるようになりました。
画面遷移も最小限に改善されています。

スケジュール

使いやすさを見直しました



対面でのコミュニケーションを意識
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お互いの顔が見えるコミュニケーションを
意識したSNS寄りのインターフェースに改善

電子会議室



主な変更点
②機能強化
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新鮮さを保つログイン画面

ログイン画面には好きな写真を採用できます。
社内行事などを随時載せることで、常に新鮮な環境
として社内に提供できます。

カスタマイズ可能なログイン画面
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メニューのカスタマイズに対応
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社内で使われている他のシステムやWebサイトへの
リンクを直接メニューに追加できるようになりました。



新機能：ネオツイ
コミュニケーションを活性化させるソーシャルの要素を取り入れた新しい機能です
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つぶやき、ダイレクトメッセージといった
新しい切り口でのコミュニケーションを搭載



新機能：交通費・経費精算

◆スケジュールで交通費・経費管理

- 通常のスケジュール登録と併せて経路と
交通費を検索、登録可能。

- 電車・バス・飛行機の運賃に対応。
定期区間の自動控除機能も搭載。

- 加えて、タクシーや手土産代などの
経費・領収書も登録可能。

◆月締めの集計・データ活用にも対応

- 累積分をまとめて集計表示。

- ワークフロー連携、CSV出力、印刷

機能を備え、申請や集計もスムーズ
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※有償オプションでのご提供です
ご提供価格は 別途記載にてご案内します



設備調整の効率化
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設備予約

空いている設備だけ
が自動で検出される

空いている会議室などの設備を
探しに行く手間がなくなりました



ウェブメールの誤送信対策①
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・2 or 3画面構成（選択可）
・ドラッグ＆ドロップ
・右クリックメニュー
・テンプレート機能
・署名挿入箇所の指定

直感的な操作でウェブメールを活用
共有アカウントや、誤送信対策も備えています

○秒後に送信

クライアントメールのように使えます



ウェブメールの誤送信対策②
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チェック項目をカスタマイズ 等

社外アドレスを強調表示

大量送信時に警告を表示

送信前のチェックをさらに強化し、

ヒューマンエラーを極力防止します
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ウェブメールのIMAP対応

IMAP対応の仕組み
グループウェア IMAPサーバー

Inbox

Sent

○○プロジェクト

参照

保存

整理

グループウェア POPサーバー

POPの仕組み

Inbox

Sent

受信箱

送信箱

○○プロジェクト

ダウンロード参照

保存

整理

メールのクラウド化やグループウェアの使用容量が
メールで圧迫されてしまう際の対策として

ウエブメールIMAP



アプリケーション連携強化

スケジュール、インフォメーション、回覧・レポートとウェブメールの連携に
より、取引先や協力会社、アルバイトなど、グループウェアを利用していない
メンバーとの情報共有をより効率化します。
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2016年1月
バージョンアップ

ウェブメールを中心に、様々なアプリケーション間の

連携が行えるようになりました。
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新リッチテキストエディタの搭載

製品教育①：機能概
要編

◆画像編集ツールの搭載

ポータル、インフォメーション、回覧・レポー
ト機能において、ブラウザ上で動作する画像編
集ツールを搭載。目印をつけた画像などを共有
する場合、作成画面の中でそのまま作業を行う
ことができます。

◆動画のアップロードも可能

お手元の動画ファイルをグループウェアに
アップロードして貼り付けることが可能。
Webサービス上にアップロードせずに、
教育ビデオや研修ビデオを共有する
ことができます。



複雑経路の申請にも ワークフロー
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分岐条件や複数部署で使う経路など、
専門製品に劣らない本格ワークフローを搭載

ワークフロー

「表題」「書式」「経路」を、
「申請書」として統合しました。
申請の作成時、表題を選択する
と自動的に書式と経路も選択さ
れます。

その他の強化点

・数値のカンマ区切り表示

・申請取消し時に、取消し理由をコメント

2016年1月
バージョンアップ
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回付・保管の柔軟性が上がりました

回覧
レポート

回覧レポート、文書管理の連携強化

申請途中で回覧を回し、

関係者内で共有・確認が

できます。

文書管理

文書管理への保管先の

フォルダ指定が

可能になりました。

また、添付ファイルも

同時に保管されます。

ワークフロー



複数世代管理・ロールバック機能
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文書の複数世代管理に対応。
いつでも過去の内容を10世代まで確認できます

データを物理的に
戻すこともできます。
（ロールバック）

文書管理



急遽昔の情報が必要になった…そんな時に
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キャビネット

あの情報は
メールでもらったかな、
回覧で来てたかな…

いざというとき、
あるはずのものが
見当たらない…

一部アプリケーション内で、個人で必要な
情報を判別し、自由に残すことができます



「安否確認」の強化

緊急時には使い慣れているグループウェアが
”事業継続ポータル”として活きてきます

安否確認
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従来の安否確認に加え、
災害掲示板や

避難場所への経路検索
役立つリンク集など



ロールによる役割設定の効率化
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人事異動で担当者が変わった場合も、すぐに解決。
”ロール”の機能により効率化できます

役職（担当）
が変わりました

ロールの編集だけで
紐づいた経路などが
すぐ修正できます。

新しいグループの考え方を追加致しました
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◆対応機能
・ポータル

・ウェブメール

・ワークフロー

・回覧レポート

・議事録、

・インフォメーション

・アンケート

データの一時自動保存・回復

文章作成時の入力内容を自動で保存し、
再作成時に回復できます



クライアントツールで新着通知
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デスクトップ通知または
トレイアイコンクリックで
お知らせ・つぶやき・ダイ
レクトメッセージを表示

3

通常使うWebブラウザで
desknet's NEOにアクセス

4

新着情報が届いたら
デスクトップ通知

2

タスクトレイに常駐して
定期的に新着チェック1

2016年5月
リリース

ブラウザを立ち上げていなくても
新着情報が把握できます



主な変更点
③マルチデバイス対応

29



各種ブラウザ、タブレット、スマートフォンで
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HTML5の採用によりあらゆるブラウザ、端末に
おいて依存することなくご利用頂けます



13機能対応のスマートフォン専用画面
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【トップ画面】 【トップ画面：新着一覧】【スケジュール：月間】

【ネオツイ①】 【その他・対応機能】
・設備予約
・ToDo
・ウェブメール
・伝言所在
・インフォメーション
・回覧レポート
・アドレス帳
・メモパッド
・キャビネット
・安否確認
・受取通知メール設定

【ネオツイ②】

NEO スマートフォン 補足

専用アプリ 不要
管理者負担
の軽減アプリの

バージョン管
理

不要

プッシュ
通知機能

なし
通知メール
の受信可能

オフライン時
の閲覧

不可 ical対応

リスク 低

スマートフォン版側の機能制限、
添付ファイルダウンロード制限に
も対応！



移行後の注意点（仕様変更箇所）
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メニューの表示について
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パレットメニューは、共通・個人で持つことができ、
どの機能をメニューに含めるか、自在にカスタマイズ可能です。

フォルダにまとめることもできます。

パレットメニュー スライドメニュー



タブ→オプションメニューへ変更
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これまでタブで設置していたリンクは、

「オプション」へ移動しました



インフォメーションの仕様変更
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誤編集・誤削除防止のため、インフォメーションを参照するための
「通常画面」と、作成・編集するための「編集画面」が分離されま
した。右上のメニューから切り替えて使用します。

掲載前に承認も取れます



管理系機能の変更・強化点
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設定に迷わない・迷わせない
全機能の設定項目を1画面にまとめた「設定メニュー」を
追加しました。操作に迷うことなく、スムーズに設定を行
えるようになります。

© 2012-2016 NEOJAPAN Inc. PP335AA16020 37

2016年1月
バージョンアップ



各機能のデータ保存期間の改善
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機能毎ではなく、管理画面でまとめて設定が可能。
また、最大保存期間も36ヶ月分の指定が可能に。



ユーザーの誤削除防止

誤操作によるデータの損失を防ぐため、管理者がユーザーの削除を
行った場合に一旦ユーザー情報の論理削除のみ行い、一定期間をお
いてからデータの物理削除を行うようになりました。
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2016年1月
バージョンアップ

– 論理削除されたユーザーのデータは、見た目上は実際に削除されたものとして扱われます。

– データの物理削除が行われるまでの間は、管理者による削除の取り消し、また即時の物理削除を行う
ことができます。（データの保存期間は、管理者が1ヶ月～36ヶ月、または無期限に設定できます）

– 論理削除された状態のユーザーも1ライセンスとして計算されます。



ユーザー一時停止機能

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 40

データを残したまま、ユーザーを利用停止に

することができます。復帰も可能です。



パスワードポリシーの強化
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これまでの制限に加え、

・文字種、文字数の規定

・前回パスワードの禁止（複数世代可）

・連続ログイン失敗によるユーザーロック

等が行えるようになりました
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管理権限ユーザも、操作画面は一般ユーザで統一。メンテナンス時は機能
管理者モードに切替えて実施、うっかり削除を防止。

各アプリケーションの管理を改善

管理者での捜査中は、帯色が変わります

全てのアプリケーション内で、機能管理者を持
つことができるようになりました

管理者はモード切替でメンテナンス



現状未提供となる各種アドオンについて

43

• 携帯電話（CHTML）版
– 現状対応の予定はございません（スマートフォン版が標準提供となります）

• Outlook連携
– 誠に恐れ入りますが、現在対応の予定はございません

• Googleカレンダー連携
– こちらはアドオンではございませんが、

スケジュール機能内での本仕様のご提供はございません



desknet'sから
desknet's NEOへの移行ポリシー
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desknet's NEO移行に関する3つのポリシー

• desknet's のライセンスをお持ちのお客様は、
基本無償で desknet's NEO にお乗り換え頂けます。
– 弊社による技術サポートが必要な場合のみ、サポートサービスのご購入が必要です。

• 現在お使いのdesknet's上にある情報は、基本すべて
desknet's NEOに引き継げます。
– 一部機能において、データの見た目が変わったり、末尾が切り詰められる可能性があります。

• オンプレミス（自社サーバーやレンタルサーバー）でのご利用、
クラウドでのご利用、いずれも歓迎します。
– desknet's NEOは、サーバーの仮想化やIaaSなど、様々な環境をサポートします。

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 45



desknet's NEO

パッケージ版およびクラウド版の
ご提供形態・価格

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 46



パッケージ版とクラウド版
desknet's NEOは、オンプレミスからクラウドまで、幅広いプラットフォームをサポートします。
仮想化環境やパブリッククラウドの利用など、様々な環境での利用が可能です。

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 

パッケージ版 クラウド版（月額課金）

ライセンスをご購入頂き、社内サー
バーや仮想環境、レンタルサーバー
やクラウド環境などにインストール
してご利用頂く形式です。

利用するユーザー数分の月額または年
額料金のみで、サーバーを持たずに
サービスのみご利用頂く形式です。
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ライセンスの種類
スタンダード・ミドル・エンタープライズ版という従来のエディション分けは廃止し、共通の
「desknet's NEO」という製品をご利用頂くための、2つのライセンスをご用意しました。

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 

スモールライセンス エンタープライズライセンス

概要 圧倒的な低価格にてご導入いただけ
る、中小規模のお客様向けのライセン
スです。

大規模構成や高可用性構成に対応す
る、大規模のお客様向けのライセンス
です。

利用可能ユーザー数 5～300ユーザー 100～数万ユーザー

年間サポートサービス 初年度は無償
2年目から別途購入（任意）

初年度から別途購入（必須）

データ管理 PostgreSQL (OSSデータベース) PostgreSQL ：～3,000ユーザー
SQL Server ：～5,000ユーザー
Oracle ：～数万ユーザー

大規模構成 サーバー1台構成のみ サーバー1台構成～負荷分散装置を
用いたサーバー複数台構成

高可用性 コールドスタンバイのみ コールドスタンバイ、クラスタリングや
負荷分散装置による冗長化

パッケージ版

スタンダード版 ミドル版 エンタープライズ版
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スモールライセンス価格表
スモールライセンスの価格は、スタンダード版から変更ありません。
ただし、「無制限ユーザーライセンス」 は廃止され、上限が300ユーザーまで※となりました。

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 

本体ライセンス 年間サポートサービス（2年目以降）

ユーザー数 初年度価格 サービス名 価格

5ユーザー ¥39,800
SAサービス
（5～15ユーザー）

¥10,000
10ユーザー ¥64,300

20ユーザー ¥98,000
SBサービス
（20～45ユーザー）

¥20,000
30ユーザー ¥137,600

50ユーザー ¥198,000 SCサービス
（50～95ユーザー）

¥40,000

100ユーザー ¥378,000 SDサービス
（100～145ユーザー）

¥80,000

150ユーザー ¥548,000 SEサービス
（150～195ユーザー）

¥100,000

200ユーザー ¥698,000

SFサービス
（200～300ユーザー）

¥150,000250ユーザー ¥848,000

300ユーザー ¥998,000

追加ライセンス（～300ユーザー）

ユーザー数 価格

5ユーザー追加 ¥39,800

10ユーザー追加 ¥64,300

20ユーザー追加 ¥98,000

30ユーザー追加 ¥137,600

50ユーザー追加 ¥198,000

100ユーザー追加 ¥378,000

150ユーザー追加 ¥548,000

200ユーザー追加 ¥698,000

250ユーザー追加 ¥848,000

パッケージ版

49

※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。消費税額につきましてはそれぞれの期間に応じた税率を適用させていただきます。



desknet's NEOへのライセンス乗換
• desknet's スタンダード版、ミドル版、エンタープライズ版をご利用のお客様は、お使い
のユーザー数そのまま、desknet's NEOにお乗換頂けます。

– サポートサービスの残期間は、そのままdesknet's NEOのサポートサービスとして引き継ぎ

– 乗換手続き後は、旧製品およびオプション群のライセンスは失効＝継続利用不可

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 

現在ご利用の製品 乗換後のライセンス 次回更新時のサポートサービス

desknet's

スタンダード版

～250ユーザー
スモールライセンス
保有ユーザー数ぶん

スモールライセンス
該当サポートサービス

無制限

スモールライセンス
利用が想定されるユーザー数
※再度のユーザー数変更にはキー再発行が必要、
再発行はサポートサービス購入必須

スモールライセンス
SFサービス（200ユーザー以上）

ライト版 スモールライセンス 50ユーザー
スモールライセンス
SCサービス（50～95ユーザー）

desknet's ミドル版
エンタープライズライセンス
保有ユーザー数ぶん
※スモールライセンス乗換は不可

エンタープライズライセンス
該当サポートサービス

desknet's エンタープライズ版
エンタープライズライセンス
保有ユーザー数ぶん
※スモールライセンス乗換は不可

エンタープライズライセンス
該当サポートサービス

パッケージ版
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エンタープライズライセンス価格表
エンタープライズライセンスの価格は、1,000ユーザーまでがミドル版の価格を、1,000ユー
ザー以上がエンタープライズ版の価格を踏襲しています。

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 

本体ライセンス 年間サポートサービス
初年度価格

ユーザー数 価格 サービス名 価格

100ユーザー ¥410,000 EAサービス
（200ユーザーまで）

¥90,000
¥500,000

200ユーザー ¥910,000 ¥1,000,000

300ユーザー ¥1,320,000
EBサービス

（300ユーザーまで）
¥180,000 ¥1,500,000

400ユーザー ¥1,730,000
ECサービス

（400ユーザーまで）
¥270,000 ¥2,000,000

500ユーザー ¥2,140,000
EDサービス

（500ユーザーまで）
¥360,000 ¥2,500,000

600ユーザー ¥2,550,000
EEサービス

（600ユーザーまで）
¥450,000 ¥3,000,000

700ユーザー ¥2,960,000
EFサービス

（700ユーザーまで）
¥540,000 ¥3,500,000

800ユーザー ¥3,370,000
EGサービス

（800ユーザーまで）
¥630,000 ¥4,000,000

900ユーザー ¥3,780,000 EHサービス
（1,000ユーザーまで）

¥720,000
¥4,500,000

1,000ユーザー ¥4,000,000 ¥4,720,000

追加ライセンス（～1,000ユーザー）

追加ユーザー数 価格

10ユーザー追加 ¥50,000

20ユーザー追加 ¥100,000

50ユーザー追加 ¥250,000

100ユーザー追加 ¥500,000

パッケージ版

スモールライセンスからの乗換
（300ユーザー以上）

スモールライセンス
300ユーザー以上から
エンタープライズ
ライセンス

300ユーザーへの乗換

¥322,000

※ スモールライセンスからエンタープライズライセンスへの乗換は、「スモールライセンス300ユーザーからエンタープライズライセンス300ユーザーへ
の乗換」ライセンスに加えて、「エンタープライズ年間サポートサービスEB（¥180,000）」をご購入頂く必要があります。

※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。消費税額につきましてはそれぞれの期間に応じた税率を適用させていただきます。
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「交通費・経費精算」価格表

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 

パッケージ版
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サポートサービス優待価格

ユーザー数 初年度価格

5～15ユーザー ¥14,000

20～45ユーザー ¥40,000

50～95ユーザー ¥85,000

100～145ユーザー ¥120,000

150～195ユーザー ¥180,000

200～300ユーザー ¥240,000

通常価格

ユーザー数 初年度価格

5～15ユーザー ¥28,000

20～45ユーザー ¥80,000

50～95ユーザー ¥170,000

100～145ユーザー ¥240,000

150～195ユーザー ¥360,000

200～300ユーザー ¥480,000

※初回ご購入時は、desknet's NEO本体ユーザー数と同数のライセンスをお求め下さい。

※1000ユーザー以上の価格は弊社までお問い合わせ下さい。

※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。消費税額につきましてはそれぞれの期間に応じた税率を適用させていただきます。

ユーザー数 価格

～200ユーザー ¥180,000

～300ユーザー ¥240,000

～400ユーザー ¥320,000

～500ユーザー ¥400,000

ユーザー数 価格

～600ユーザー ¥470,000

～700ユーザー ¥540,000

～800ユーザー ¥610,000

～1,000ユーザー ¥720,000

◆スモールライセンス
年間サポートサービスの期間中、また年間サポートサービスと同時購入されるお客様向けに
特別優待価格をご用意しています。

◆エンタープライズライセンス



クラウド版 ご提供プラン
• サービス利用型

– desknet's NEOを、ご利用されるユーザー数分の月額料金（または年額）にてお使い頂ける
基本プランです。1ユーザーあたり月額400円、最低5ユーザーから契約できます。

• ライセンス持込型

– desknet's シリーズのライセンスをすでにお持ちのお客様向けのプランです。
既存のライセンスを活かしつつ、プラットフォーム分の月額料金のみでご利用頂けます。

Copyright (C) 2013 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. 

クラウド版

ユーザー数 初期費用 月額費用 12ヶ月パック（年額）

1ユーザーあたり (データ移行は個別見積り) ¥400 ¥4,800

プラン 初期費用 月額費用※ 12ヶ月パック（年額）

XS（～30ユーザー） (データ移行は個別見積り) ¥10,000 ¥115,000

S（30～60ユーザー） (データ移行は個別見積り) ¥16,000 ¥184,000

M（60～150ユーザー） (データ移行は個別見積り) ¥24,000 ¥276,000

L（150～300ユーザー） (データ移行は個別見積り) ¥36,000 ¥414,000

XL（300～500ユーザー） (データ移行は個別見積り) ¥68,000 ¥782,000

※ライセンス持込型をご利用の場合、上記のほかdesknet's NEOの年間サポートサービスのご購入も必要です。

※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。消費税額につきましてはそれぞれの期間に応じた税率を適用させていただきます。
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交通費・経費オプション ー 月額費用 ー

1ユーザーあたり ー ¥100 ー



メールサービス（WebARENA） 価格表

Copyright (C) 2013-2014 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. PP250AA14054

サービス名 初期費用 月額 12ヶ月パック

メールサービス（WebARENA） ¥0 ¥200 （1アカウント） ¥2,400 （1アカウント）

※メールサービスの最少契約数は25アカウントからとなります。

※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。消費税額につきましてはそれぞれの期間に応じた税率を適用させていただきます。
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▐ メールサービス（WebARENA） 価格表 （税抜）

クラウド版



メールサービス（BIGLOBE） 価格表

Copyright (C) 2013-2014 NEOJAPAN, Inc. All Rights Reserved. PP250AA14054

※メールサービスの最少契約数は50アカウントからとなります。

※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。消費税額につきましてはそれぞれの期間に応じた税率を適用させていただきます。
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サービス名 初期費用 月額 12ヶ月パック

メールサービス（BIGLOBE） ¥20,000 （1契約） ¥200 （1アカウント） ¥2,400 （1アカウント）

オプション 初期費用 月額 12ヶ月パック

自動返信 ¥20,000 （1契約） ¥0 ¥0

自動暗号化
300アカウントまで ¥10,000 （1契約）

¥120 （1アカウント） ¥1,440 （1アカウント）
301～1,000アカウント※1 ¥30,000 （1契約）

アーカイブ

最大3ヶ月保管 ¥360 （1アカウント）

¥150 （1アカウント） ¥1,800 （1アカウント）
最大1年保管 ¥900 （1アカウント）

最大3年保管 ¥2,000 （1アカウント）

最大5年保管 ¥2,700 （1アカウント）

監査 ¥170 （1アカウント） ¥140 （1アカウント） ¥1,680 （1アカウント）

メーリングリスト

100メーリングリストまで

¥55,000 （1契約）

¥20,000 （1契約） ¥240,000 （1契約）

101～200メーリングリスト ¥35,000 （1契約） ¥420,000 （1契約）

201～300メーリングリスト ¥45,000 （1契約） ¥540,000 （1契約）

301～400メーリングリスト ¥50,000 （1契約） ¥600,000 （1契約）

401～500メーリングリスト ¥52,000 （1契約） ¥624,000 （1契約）

▐ メールサービス（BIGLOBE） 価格表 （税抜）

クラウド版



クライアント動作環境

※最新の対応状況、検証済みの機種、および、制限事項につきましては、製品サイトをご確認ください。

https://www.desknets.com/neo/features/requirement/

パッケージ版 クラウド版

OS Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Microsoft Edge 

Windows Vista － ○ － － －

Windows 7 ○ ○ ○ ○ －

Windows 8 － － ○ ○ －

Windows 8.1 － － － ○ －

Windows 10 － － － － △

OS Firefox 38 Chrome 43 Safari 6

Windows 7 ◯ ◯ －

Windows 8 ○ ○ －

Windows 8.1 ○ ○ －

MacOS 10.8.X － － ○

 本体版（PC）

 本体版（タブレット）  スマートフォン版

− iPad、各社Androidタブレット − iPhone、各社Androidスマートフォン
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サーバー動作環境（サポートOS/DB）

OS データベース

Windows • Windows Server 2012 / 2012 R2

• Windows Server 2008 / 2008 R2 SP1

• Windows Server 2003 R2

• PostgreSQL 9.2 / 9.3 NEW!

Linux • Red Hat Enterprise Linux 6

• CentOS 6.2 / 6.3 / 6.6

• PostgreSQL 9.2 / 9.3 NEW!

 スモールライセンスで利用できるOS／データベース

※ 最新の対応状況につきましては、製品サイトをご確認ください。

OS データベース

Windows • Windows Server 2012 / 2012 R2 • SQL Server 2012

• PostgreSQL 9.2 /9.3 NEW!

• Windows Server 2008 / 2008 R2 SP1 • SQL Server 2012

• SQL Server 2008 / 2008 R2

• Oracle Database 11g R2 

• PostgreSQL 9.2 /9.3 NEW!

Linux • Red Hat Enterprise Linux 6 • Oracle Database 11g R2

• PostgreSQL 9.2 / 9.3 NEW!

• CentOS 6.2 / 6.3 / 6.6 • PostgreSQL 9.2 / 9.3 NEW!

 エンタープライズライセンスで利用できるOS／データベース

パッケージ版
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