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クラウド版サービス価格表
○ 標準プラン価格表

標準プランのご契約は5ユーザーから、追加は1ユーザー単位で行えます。
※1,000ユーザー以上のご利用も可能です。 ※標準ディスク容量は1ユーザーあたり1GBです（desknet's NEOとAppSuiteで共有）
※最低利用期間（最低契約期間）は1ヶ月になります。月中での契約は翌月1日から契約開始となります。

サービス名

初期費用

グループウェア

￥０

desknet's NEO
カスタムメイド型 業務アプリ作成ツール

￥０

AppSuite

※1

ビジネスチャット

ChatLuck

月額

￥０

※2

1ユーザー

12 ヶ月パック

￥400

1ユーザー

￥320

1ユーザー

￥300

1ユーザー

（税込：￥440）

1ユーザー

（税込：¥5,280）

（税込：¥352）

1ユーザー

（税込：¥330）

￥4,800
￥3,840

（税込：¥4,224）

￥3,600

（税込：¥3,960）

desknet's NEO

ウェブ会議※3

￥０

1会議室 ￥10,000
（税込：¥11,000）

1会議室 ￥120,000
（税込：¥132,000）

desknet's NEO

交通費・経費精算※4

￥０

1ユーザー ￥100
（税込：¥110）

1ユーザー ￥1,200
（税込：¥1,320）

オプション

初期費用

月額

12 ヶ月パック

￥０

10ユーザー ￥2,000
（税込：¥2,200）

10ユーザー ￥24,000
（税込：¥26,400）

有休管理 + 申請承認オプション ※6

￥０

10ユーザー ￥1,500
（税込：¥1,650）

10ユーザー ￥18,000
（税込：¥19,800）

SSL 暗号化/接続元 IP アドレス制限/BASIC 認証

￥０

タイムカード＋ CLOUZA※5

￥0

￥0

端末認証なし※4

￥０

1ユーザー ￥100
（税込：¥110）

1ユーザー ￥1,200
（税込：¥1,320）

端末認証あり※9

￥０

1デバイス ￥350
（税込：¥385）

1デバイス ￥4,200
（税込：¥4,620）

クライアント認証 ※9 ※10

￥０

1デバイス ￥200
（税込：¥220)

1デバイス ￥2,400
（税込：¥2,640）

ディスク増設（20GB）※11

￥０

（税込：¥1,100）

（税込：¥12,650）

Sync for smartphones

￥０

1ユーザー ￥200
（税込：¥220）

1ユーザー ￥2,400
（税込：¥2,640）

セキュアブラウザ ※7※8

パッケージ版からのデータ移行サービス

（個別お見積り）

※1

￥1,000

−

￥11,500

−

AppSuiteはdesknet's NEOをプラットフォームとして動作します。desknet's NEOとAppSuiteは異なるユーザー数でご利用いただけますが、AppSuite単体での利用なら
びにdesknet's NEOの契約ユーザー数を超えたユーザー数でのご利用は行えません。
※2
ChatLuckはdesknet's NEOとは別のプラットフォームで提供され、desknet's NEOとは別に1ユーザーあたり1GBのディスク容量が提供されます。ChatLuckに適用可能な
セキュリティオプションは、SSL暗号化/接続元IPアドレス制限/BASIC認証に限られます。詳細及びお申込みは、ChatLuckホームページをご確認ください。
※3
最小1会議室から最大10会議室まで、1会議室単位でのご契約となります。
※4
desknet's NEO 本体と同じユーザー数でのご契約が必要です。
※5
最小20ユーザーから、10ユーザー単位でのご契約となります。
※6
タイムカード＋CLOUZA本体と同じユーザー数でのご契約が必要です。
※7
BASIC認証オプション、IPアドレス制限オプション、クライアント認証オプション、Sync for smartphonesオプションと組み合わせた利用は行えません。
※8
社内ネットワークからインターネットにアクセスする際、IPアドレスを固定化できる環境が必要です。
※9
最小契約数は5デバイスとなります。
※10 オフィス内など特定のネットワークからの利用はクライアント認証を適用せず、それ以外からの利用のみクライアント認証を適用する場合はIPアドレスを固定化できる環境が必要です。
※11 ディスクの増設には一時的なサービス停止が発生します。
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○ メールサービス（WebARENA）価格表

メールサービス（WebARENA）のご契約は 25 アカウントから 1,000 アカウントまで、追加は 1 アカウント単位で行えます。

サービス名

初期費用

メールサービス（WebARENA）※最低契約期間：1 年間

月額

￥０

￥200

1アカウント
（税込：￥220）

12 ヶ月パック

￥2,400

1アカウント
（税込：￥2,640）

○ メールサービス（CYBERMAIL Σ）価格表

メールサービス（CYBERMAIL Σ）のご契約は 50 アカウントから無制限まで、追加は 10 アカウント単位で行えます。

サービス名

初期費用

月額

5GB

メールサービス（CYBERMAIL Σ）

1アカウント

10GB

※最低契約期間：1 年間

￥50,000

100GB

オプション

初期費用

情報漏えい対策※1
メールアーカイブ + 監査
※1※2

1アカウント

（税込：￥55,000） 1アカウント

50GB

￥0

7 年保管

クラウド型サンドボックス

￥0

※1

1アカウント

￥2,400（税込：¥2,640）

￥250（税込：¥275） 1アカウント ￥3,000（税込：¥3,300）

￥400（税込：¥440） 1アカウント ￥4,800（税込：¥5,280）

1アカウント

￥500（税込：¥550） 1アカウント ￥6,000（税込：¥6,600）

1アカウント

￥200（税込：¥220） 1アカウント ￥2,400（税込：¥2,640）

月額

￥0
￥0

5 年保管

￥200（税込：￥220)

12 ヶ月パック

1アカウント
1アカウント
1アカウント

12 ヶ月パック

￥300（税込：¥330） 1アカウント ￥3,600（税込：¥3,960）

￥400（税込：¥440） 1アカウント ￥4,800（税込：¥5,280）
￥200（税込：¥220） 1アカウント ￥2,400（税込：¥2,640）

※ 1 情報漏えい対策、メールアーカイブ＋監査、クラウド型サンドボックスは、メールサービス（CYBERMAILΣ）ご契約アカウント数と同数でのご契約となります。
※ 2 メールアーカイブ＆監査機能オプションの保存期間は、初回契約時から保存する年数の利用料です。契約期間中に保存期間を変更する場合は、差額費用が発生します。
※ 上記以外のオプション（IP アクセス制限、ユーザーレベル追加、メール無害化、Fast Sanitizer 連携）をご希望のお客様は、弊社までお問合せください。
※ メールサービス（CYBERMAILΣ）本体の契約期間中にこれらのオプションを追加する場合、「オプション追加・変更料（33,000 円 ( 税込 )）
」が発生します。

その他サービス
パッケージ版からのデータ移行サービス

( 個別お見積り)

教育サービス（訪問／オンライン）

( 個別お見積り)

AppSuite アプリ作成支援／代行サービス

( 個別お見積り)
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パッケージ版ライセンス価格表
パッケージ版のご利用には、ご利用ユーザー数に応じた「本体ライセンス」および「年間サポートサービス」のご購入が必要です。

本体ライセンス

年間サポートサービス

desknet's NEOをご利用いただくために必要なライセンスです。
購入後は期限なくご利用いただけます。スモールライセンスとエ
ンタープライズライセンスの２種類がございます。

desknet's NEOのご利用に関するお問い合わせや技術サポート、
その他付加サービスなどをご利用いただくために必要です。1年ご
との更新が必要です。

スモールライセンスとエンタープライズライセンスの違い

パッケージ版の本体ライセンスは、
ご利用規模・条件に応じた 2 種類のライセンスからお選びいただけます。
小中規模向け
「スモールライセンス」
と、
中堅・大規模向け
「エンタープライズライセンス」
の違いをご案内します。

スモールライセンス

エンタープライズライセンス

大規模構成

サーバー 1 台構成のみ

サーバー 1 台構成から、Web-DB 分離構成、
負荷分散装置を用いたサーバー複数台構成までサポート

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に対応

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）

ライセンスの種類
利用できる機能
利用可能ユーザー数
データ管理

冗長化や高可用性構成にも対応できる
低価格でご導入いただける
中堅・大規模向けライセンス
小中規模向けライセンス
共通
（27 アプリケーション）
100 ～数万ユーザー
5 ～ 300 ユーザー
PostgreSQL（無償）
PostgreSQL（無償）のみ
SQL Server、Oracle
（別途有償）

●年間サポートサービス詳細（受付時間： 平日 9:00 ～ 12:00 および 13:00 ～ 17:30、当社休業日を除く）

desknet's NEO 年間サポートサービス内容

AppSuite 年間サポートサービス内容

① 技術サポート
② ライセンスキー再発行
③ 新バージョンの無償または特別価格提供
④ オフラインヘルプの提供
⑤ お客様サポートサイトの提供

① 技術サポート
② ライセンスキー再発行
③ アプリライブラリの提供
④ オフラインヘルプの提供

仮想環境にdesknet's NEOをインストールしてご利用いただく場合のライセンスについて
1台の仮想マシン上に
インストールする場合

複数の仮想マシン上に
インストールする場合

1台の仮想マシン上に desknet's NEOを1式イン
ストールする場合、サーバー1台分のユーザーライセ
ンスが必要です。

複数の仮想マシン上にdesknet's NEOを1式ずつインス
トールし、それぞれを独立した環境として使用する場合、
desknet's NEOをインストールした仮想マシンの台数と
同じ数のユーザーライセンスが必要です。

本番環境
200ユーザー

他システム

他システム

本番環境
100ユーザー

本番環境
100ユーザー

desknet's NEOをインストールした
仮想マシンを複数の物理サーバー
間で移動させる場合

他システム

VMwareのVMotion機能や、Hyper-Vのライブマイグ
レーション機能などを用いて、desknet'sが1式インスト
ールされた1台の仮想マシンを、複数の物理サーバー間
で動的に移動できるよう構成する場合、サーバー1台分
のユーザーライセンスが必要です。
本番環境
200ユーザー
仮想マシン1
物理サーバー間で移動
（VMwareのVMotion等）

仮想マシン1

仮想マシン2

仮想マシン3

仮想マシン1

仮想マシン2

仮想マシン3

物理サーバー1

SAN

物理サーバー2

物理サーバー1

物理サーバー1

200 ユーザーライセンス× 1
が必要です

100ユーザーライセンス × 2
が必要です

200 ユーザーライセンス×1
が必要です

※部署ごとで個別の環境を用意する場合など、社内での利用目的に
限ります。
（ASPサービスやホスティングなど、サービスの外販を
目的とした複数式のインストールは別途契約が必要になります。）

※desknet's NEO for SQL Serverを使用する場合に限り、移動
する物理サーバー数分のSQL Serverのライセンスが別途必要と
なります。
（desknet's NEO for SQL Serverに同梱される
SQL Serverにソフトウェア アシュアランスが含まれていないため）

※200ユーザーライセンスはご利用になれません。
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300 ユーザー以下でご利用のお客さま向け

スモールライセンス

desknet's NEO および AppSuite スモールライセンスは、5 ユーザーから 300 ユーザーまで、5 ユーザー単位で購入できます。
AppSuite は desknet's NEO と異なるユーザー数で利用できますが、AppSuite 単体での利用および desknet's NEO のライセンス数を
超えるユーザー数での利用は行えません。新規ライセンス購入初年度の年間サポートサービスは無償提供、2 年目以降は任意購入です。

○ desknet's NEO 新規ライセンス価格表
ユーザー数

価

○ AppSuite 新規ライセンス価格表

格

ユーザー数

価

格

5 ユーザー

¥39,800（税込：¥43,780）

5 ユーザー

¥31,000（税込：¥34,100）

10 ユーザー

¥64,300（税込：¥70,730）

10 ユーザー

¥51,000（税込：¥56,100）

20 ユーザー

¥98,000（税込：¥107,800）

20 ユーザー

¥78,000（税込：¥85,800）

30 ユーザー

¥137,600（税込：¥151,360）

30 ユーザー

¥110,000（税込：¥121,000）

50 ユーザー

¥198,000（税込：¥217,800）

50 ユーザー

¥158,000（税込：¥173,800）

100 ユーザー

¥378,000（税込：¥415,800）

100 ユーザー

¥302,000（税込：¥332,200）

150 ユーザー

¥548,000（税込：¥602,800）

150 ユーザー

¥438,000（税込：¥481,800）

200 ユーザー

¥698,000（税込：¥767,800）

200 ユーザー

¥558,000（税込：¥613,800）

250 ユーザー

¥848,000（税込：¥932,800）

250 ユーザー

¥678,000（税込：¥745,800）

300 ユーザー

¥998,000（税込：¥1,097,800）

300 ユーザー

¥798,000（税込：¥877,800）

※本ライセンスは、
お客様が所有または借用中の 1台のコンピュータの 1つの OS 上に、
desknet's NEO を 1式のみインストールしてご利用いただくことを許諾するライセンスとなります。

○ desknet's NEO 年間サポートサービス価格表
サービス名

価

○ AppSuite 年間サポートサービス価格表

格

サービス名

価

格

SA サービス（5〜15 ユーザー）

¥10,000（税込：¥11,000）

ASA サービス（5〜15 ユーザー）

¥8,000（税込：¥8,800）

SB サービス（20〜45 ユーザー）

¥20,000（税込：¥22,000）

ASB サービス（20〜45 ユーザー）

¥16,000（税込：¥17,600）

SC サービス（50〜95 ユーザー）

¥40,000（税込：¥44,000）

ASC サービス（50〜95 ユーザー）

¥32,000（税込：¥35,200）

SD サービス（100〜145 ユーザー）

¥80,000（税込：¥88,000）

ASD サービス（100〜145 ユーザー）

¥64,000（税込：¥70,400）

SE サービス（150〜195 ユーザー）

¥100,000（税込：¥110,000）

ASE サービス（150〜195 ユーザー）

¥80,000（税込：¥88,000）

SF サービス（200〜300 ユーザー）

¥150,000（税込：¥165,000）

ASF サービス（200〜300 ユーザー）

¥120,000（税込：¥132,000）

○ desknet's NEO 追加ライセンス価格表
サービス名

価

○ AppSuite 追加ライセンス価格表

格

サービス名

価

格

5 ユーザー追加

¥39,800（税込：¥43,780）

5 ユーザー追加

¥31,000（税込：¥34,100）

10 ユーザー追加

¥64,300（税込：¥70,730）

10 ユーザー追加

¥51,000（税込：¥56,100）

20 ユーザー追加

¥98,000（税込：¥107,800）

20 ユーザー追加

¥78,000（税込：¥85,800）

30 ユーザー追加

¥137,600（税込：¥151,360）

30 ユーザー追加

¥110,000（税込：¥121,000）

50 ユーザー追加

¥198,000（税込：¥217,800）

50 ユーザー追加

¥158,000（税込：¥173,800）

100 ユーザー追加

¥378,000（税込：¥415,800）

100 ユーザー追加

¥302,000（税込：¥332,200）

150 ユーザー追加

¥548,000（税込：¥602,800）

150 ユーザー追加

¥438,000（税込：¥481,800）

200 ユーザー追加

¥698,000（税込：¥767,800）

200 ユーザー追加

¥558,000（税込：¥613,800）

250 ユーザー追加

¥848,000（税込：¥932,800）

250 ユーザー追加

¥678,000（税込：¥745,800）

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

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

¥322,000（税込：¥354,200）

¥252,000（税込：¥277,200）

※追加ライセンスご購入後の新しいサポートサービス価格の適用につきましては、次年度更新時からの適用となります。
例：100 ユーザーでご利用中（SD サービス契約中）に 50 ユーザー追加して 150 ユーザー（SE サービス対象）になった場合、次のサポートサービス更
新時から、SE サービスの価格が適用されます。
※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をご購入される場合、同時にエンタープライズライ
センス年間サポートサービス（EB サービス）もご購入いただく必要があります。
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スモールライセンス：オプション
○ウェブ会議 価格表
desknet's NEO のウェブ会議機能をご利用いただくためのライセンスです。新規ライセンス購入から 1 年間は、サポート
サービスを無償提供します。2 年目以降も継続してご利用される場合は、毎年サポートサービスをご購入いただく必要があ
ります。

ウェブ会議ライセンス価格 < 追加 >

ウェブ会議ライセンス価格 < 新規 >

購入済みのウェブ会議の室数を増やす場合
（組み合わせ購入可、最大 10 会議室まで）

はじめてウェブ会議を購入する場合

初期費用
（ライセンス）

会議室数

2 年目以降 / 年
（サポートサービス）

会議室数

価格

1 会議室

¥100,000（税込：¥110,000）

¥20,000（税込：¥22,000）

1 会議室追加

¥100,000（税込：¥110,000）

2 会議室

¥200,000（税込：¥220,000）

¥40,000（税込：¥44,000）

2 会議室追加

¥200,000（税込：¥220,000）

3 会議室

¥300,000（税込：¥330,000）

¥60,000（税込：¥66,000）

3 会議室追加

¥300,000（税込：¥330,000）

4 会議室

¥400,000（税込：¥440,000）

¥80,000（税込：¥88,000）

4 会議室追加

¥400,000（税込：¥440,000）

5 会議室

¥500,000（税込：¥550,000） ¥100,000（税込：¥110,000）

5 会議室追加

¥500,000（税込：¥550,000）

6 会議室

¥600,000（税込：¥660,000） ¥120,000（税込：¥132,000）

7 会議室

¥700,000（税込：¥770,000） ¥140,000（税込：¥154,000）

8 会議室

¥800,000（税込：¥880,000） ¥160,000（税込：¥176,000）

9 会議室

¥900,000（税込：¥990,000） ¥180,000（税込：¥198,000）

10 会議室

¥1,000,000（税込：¥1,100,000） ¥200,000（税込：¥220,000）

※ desknet's NEO スモールライセンス向けのウェブ会議ライセンス／サポートサービスと、desknet's NEO エンタープライズライセンス向けのウェブ会議
ライセンス／サポートサービスは、同価格の別商品となります。ご購入時はご注意ください。
※ ウェブ会議ライセンスは、最大 10 会議室まで追加いただけます。
※ 2 年目以降の追加ライセンスご購入後の新しいサポートサービス価格の適用につきましては、次年度更新時からの適用となります。
※ desknet's NEO スモールライセンスでウェブ会議をご利用中のお客さまが、スモールライセンスからエンタープライズライセンスに乗換えされる場合、ウェ
ブ会議の乗換ライセンスとして 11,000 円 ( 税込 ) が必要です。乗換え後のサポートサービス期間は、そのまま引き継がれます。

○交通費・経費精算 年間ライセンス（新規 / 更新）価格表

desknet's NEO の交通費・経費精算機能を 1 年間ご利用いただくためのライセンスです。

サポートサービス優待価格

通常価格

（対象：年間サポートサービス期間中のお客さま）

ユーザー数

価格

ユーザー数

価格

5 〜 15 ユーザー

¥14,000（税込：¥15,400）

5 〜 15 ユーザー

¥28,000（税込：¥30,800）

20 〜 45 ユーザー

¥40,000（税込：¥44,000）

20 〜 45 ユーザー

¥80,000（税込：¥88,000）

50 〜 95 ユーザー

¥85,000（税込：¥93,500）

50 〜 95 ユーザー

¥170,000（税込：¥187,000）

100 〜 145 ユーザー

¥120,000（税込：¥132,000）

100 〜 145 ユーザー

¥240,000（税込：¥264,000）

150 〜 195 ユーザー

¥180,000（税込：¥198,000）

150 〜 195 ユーザー

¥360,000（税込：¥396,000）

200 〜 300 ユーザー

¥240,000（税込：¥264,000）

200 〜 300 ユーザー

¥480,000（税込：¥528,000）

※初回のご購入時は desknet's NEO 本体ユーザー数と同数の「年間ライセンス（新規）」を、翌年度以降の更新時は「年間ライセンス（更新）」をご購入ください。
※ご利用期間中に本体ユーザー数が増加した場合、新しいユーザー数でのライセンス料金は次回の「年間ライセンス（更新）」購入時から適用されます。
※年間サポートサービスと同時に購入する場合も、サポートサービス優待価格の対象となります。

○予備サーバーライセンス価格

バックアップ・二重化を目的に、desknet's NEO の予備サーバーを構築する際に必要となるライセンスです。

ライセンス
予備サーバーライセンス

価

格

¥299,400（税込：¥329,340）
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300 ユーザー以上でご利用のお客さま向け

エンタープライズライセンス
desknet's NEO および AppSuite エンタープライズライセンスは、100 ユーザーから 1 万ユーザー、または無制限で購入できます。
AppSuite は desknet's NEO と異なるユーザー数で利用できますが、AppSuite 単体での利用および desknet's NEO のライセンス数を
超えるユーザー数での利用は行えません。利用には、本体ライセンスとあわせ年間サポートサービス（毎年更新）の購入が必要です。

○ desknet's NEO 本体ライセンス価格および年間サポートサービス価格表
本体ライセンス
ユーザー数

価

年間サポートサービス
格

サービス名

100 ユーザー

￥410,000（税込：¥451,000）

200 ユーザー

￥910,000（税込：¥1,001,000）

EA サービス

300 ユーザー

￥1,320,000（税込：¥1,452,000）

（300 ユーザーまで）

400 ユーザー

￥1,730,000（税込：¥1,903,000）

（400 ユーザーまで）

500 ユーザー

￥2,140,000（税込：¥2,354,000）

（500 ユーザーまで）

600 ユーザー

￥2,550,000（税込：¥2,805,000）

（600 ユーザーまで）

700 ユーザー

￥2,960,000（税込：¥3,256,000）

（700 ユーザーまで）

800 ユーザー

￥3,370,000（税込：¥3,707,000）

（800 ユーザーまで）

900 ユーザー

￥3,780,000（税込：¥4,158,000）

1,000 ユーザー

￥4,000,000（税込：¥4,400,000）

1,500 ユーザー

￥4,500,000（税込：¥4,950,000）

（1,500 ユーザーまで）

2,000 ユーザー

￥5,000,000（税込：¥5,500,000）

（2,000 ユーザーまで）

3,000 ユーザー

￥6,000,000（税込：¥6,600,000）

（3,000 ユーザーまで）

5,000 ユーザー

￥7,500,000（税込：¥8,250,000）

（5,000 ユーザーまで）

7,000 ユーザー

￥9,000,000（税込：¥9,900,000）

（7,000 ユーザーまで）

10,000 ユーザー

￥10,500,000（税込：¥11,550,000）

（10,000 ユーザーまで）

無制限ユーザー

￥13,000,000（税込：¥14,300,000）

（無制限ユーザー）

（200 ユーザーまで）

価

格

￥90,000（ 税 込：¥99,000）

合

計

￥500,000（税込：¥550,000）
￥1,000,000（税込：¥1,100,000）

EB サービス

￥180,000（税込：¥198,000） ￥1,500,000（税込：¥1,650,000）

EC サービス

￥270,000（税込：¥297,000） ￥2,000,000（税込：¥2,200,000）

ED サービス

￥360,000（税込：¥396,000） ￥2,500,000（税込：¥2,750,000）

EE サービス

￥450,000（税込：¥495,000） ￥3,000,000（税込：¥3,300,000）

EF サービス

￥540,000（税込：¥594,000） ￥3,500,000（税込：¥3,850,000）

EG サービス

￥630,000（税込：¥693,000） ￥4,000,000（税込：¥4,400,000）

EH サービス

￥720,000（税込：¥792,000）

EI サービス

￥810,000（税込：¥891,000） ￥5,310,000（税込：¥5,841,000）

EJ サービス

￥900,000（税込：¥990,000） ￥5,900,000（税込：¥6,490,000）

EK サービス

￥1,080,000（税込：¥1,188,000） ￥7,080,000（税込：¥7,788,000）

EL サービス

￥1,350,000（税込：¥1,485,000） ￥8,850,000（税込：¥9,735,000）

EM サービス

￥1,620,000（税込：¥1,782,000） ￥10,620,000（税込：¥11,682,000）

EN サービス

￥1,890,000（税込：¥2,079,000） ￥12,390,000（税込：¥13,629,000）

EO サービス

￥2,340,000（税込：¥2,574,000） ￥15,340,000（税込：¥16,874,000）

（1,000 ユーザーまで）

￥4,500,000（税込：¥4,950,000）
￥4,720,000（税込：¥5,192,000）

※本ライセンスは、
お客様が所有または借用中の 1台のコンピュータの 1つの OS 上に、
desknet's NEO を 1式のみインストールしてご利用いただくことを許諾するライセンスとなります。

○ AppSuite 本体ライセンス価格および年間サポートサービス価格表（100 〜 5,000 ユーザー）
本体ライセンス
ユーザー数
価

格

年間サポートサービス
サービス名
価 格

合

計

100 ユーザー

¥328,000（税込：¥360,800）

200 ユーザー

¥728,000（税込：¥800,800）

300 ユーザー

¥1,056,000（税込：¥1,161,600）

（300 ユーザーまで）

AEB サービス

¥144,000（税込：¥158,400） ¥1,200,000（税込：¥1,320,000）

400 ユーザー

¥1,384,000（税込：¥1,522,400）

（400 ユーザーまで）

AEC サービス

¥216,000（税込：¥237,600） ¥1,600,000（税込：¥1,760,000）

500 ユーザー

¥1,712,000（税込：¥1,883,200）

（500 ユーザーまで）

AED サービス

¥288,000（税込：¥316,800） ¥2,000,000（税込：¥2,200,000）

600 ユーザー

¥2,040,000（税込：¥2,244,000）

（600 ユーザーまで）

AEE サービス

¥360,000（税込：¥396,000） ¥2,400,000（税込：¥2,640,000）

700 ユーザー

¥2,368,000（税込：¥2,604,800）

（700 ユーザーまで）

AEF サービス

¥432,000（税込：¥475,200） ¥2,800,000（税込：¥3,080,000）

800 ユーザー

¥2,696,000（税込：¥2,965,600）

（800 ユーザーまで）

AEG サービス

¥504,000（税込：¥554,400） ¥3,200,000（税込：¥3,520,000）

900 ユーザー

¥3,024,000（税込：¥3,326,400）

AEH サービス

¥576,000（税込：¥633,600）

AEA サービス

（200 ユーザーまで）

（1,000 ユーザーまで）

¥72,000（税込：¥79,200）

¥400,000（税込：¥440,000）
¥800,000（税込：¥880,000）

¥3,600,000（税込：¥3,960,000）

1,000 ユーザー

¥3,200,000（税込：¥3,520,000）

1,500 ユーザー

¥3,600,000（税込：¥3,960,000）

（1,500 ユーザーまで）

AEI サービス

¥648,000（税込：¥712,800） ¥4,248,000（税込：¥4,672,800）

2,000 ユーザー

¥4,000,000（税込：¥4,400,000）

（2,000 ユーザーまで）

AEJ サービス

¥720,000（税込：¥792,000） ¥4,720,000（税込：¥5,192,000）

3,000 ユーザー

¥4,800,000（税込：¥5,280,000）

（3,000 ユーザーまで）

AEK サービス

¥864,000（税込：¥950,400） ¥5,664,000（税込：¥6,230,400）

5,000 ユーザー

¥6,000,000（税込：¥6,600,000）

（5,000 ユーザーまで）

AEL サービス

¥1,080,000（税込：¥1,188,000） ¥7,080,000（税込：¥7,788,000）
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¥3,776,000（税込：¥4,153,600）

○ AppSuite 本体ライセンス価格および年間サポートサービス価格表（7,000 〜 無制限ユーザー）
本体ライセンス
ユーザー数
価

格

7,000 ユーザー

¥7,200,000（税込：¥7,920,000）

10,000 ユーザー

¥8,400,000（税込：¥9,240,000）

無制限ユーザー

¥10,400,000（税込：¥11,440,000）

年間サポートサービス
合 計
サービス名
価 格
AEM サービス
¥1,296,000（税込：¥1,425,600） ¥8,496,000（税込：¥9,345,600）
（7,000 ユーザーまで）
（10,000 ユーザーまで）

AEN サービス

¥1,512,000（税込：¥1,663,200） ¥9,912,000（税込：¥10,903,200）

AEO サービス
（無制限ユーザー）

¥1,872,000（税込：¥2,059,200） ¥12,272,000（税込：¥13,499,200）

○ desknet's NEO 追加ライセンス価格表
追加ライセンス（1,000 ユーザー以上）

追加ライセンス（1,000 ユーザーまで）
追加ライセンス

価

追加ユーザー数

格

価

格

追加ユーザー数

格

1,000 ➡1,500 ユーザー

￥590,000（税込：¥649,000）

20 ユーザー追加 ¥100,000（税込：¥110,000）

1,500 ➡2,000 ユーザー

¥590,000（税込：¥649,000） 7,000 ➡10,000 ユーザー ¥1,770,000（税込：¥1,947,000）

10 ユーザー追加

5,000 ➡7,000 ユーザー

価

￥50,000（税込：¥55,000）

¥1,770,000（税込：¥1,947,000）

50 ユーザー追加 ¥250,000（税込：¥275,000） 2,000 ➡3,000 ユーザー ¥1,180,000（税込：¥1,298,000） 10,000 ➡無制限ユーザー ¥2,950,000（税込：¥3,245,000）
100 ユーザー追加 ¥500,000（税込：¥550,000） 3,000 ➡ 5,000 ユーザー ¥1,770,000（税込：¥1,947,000）

○ AppSuite 追加ライセンス価格表
追加ライセンス（1,000 ユーザーまで）
追加ライセンス

価

追加ライセンス（1,000 ユーザー以上）

格

追加ユーザー数

価

格

追加ユーザー数

格

10 ユーザー追加

1,000 ➡1,500 ユーザー

¥472,000（税込：¥519,200）

20 ユーザー追加

¥80,000（税込：¥88,000）

1,500 ➡2,000 ユーザー

¥472,000（税込：¥519,200） 7,000 ➡10,000 ユーザー ¥1,416,000（税込：¥1,557,600）

50 ユーザー追加 ¥200,000（税込：¥220,000） 2,000 ➡3,000 ユーザー

¥944,000（税込：¥1,038,400）

5,000 ➡7,000 ユーザー

価

¥40,000（税込：¥44,000）

¥1,416,000（税込：¥1,557,600）

10,000 ➡無制限ユーザー ¥2,360,000（税込：¥2,596,000）

100 ユーザー追加 ¥400,000（税込：¥440,000） 3,000 ➡ 5,000 ユーザー ¥1,416,000（税込：¥1,557,600）
※追加ライセンスご購入後の新しいサポートサービス価格の適用につきましては、次年度更新時からの適用となります。
例：350 ユーザーでご利用中（EC サービス契約中）に 100 ユーザー追加して 450 ユーザー（ED サービス対象）になった場合、次のサポートサービス
更新時から、ED サービスの価格が適用されます。
※ 1,000 ユーザー以上から、2 段階以上のユーザー追加を行う場合は、その間の追加ライセンスを組み合わせてご購入下さい。
例：1,500 ユーザーから 3,000 ユーザーに追加する場合は、「1,500 → 2,000 ユーザー」と「2,000 → 3,000 ユーザー」を購入します。

エンタープライズライセンス：オプション
○分散サーバーライセンス価格表

Web サーバーの負荷分散や、待機系サーバー（スタンバイ環境）など、desknet's NEO を複数の Web サーバーにインストールする場合に、
サーバー 2 台目以降 1 台ごとに必要になるライセンスです。

分散サーバーライセンス

サーバー数
1 サーバー

価

格

¥410,000（税込：¥451,000）

年間サポートライセンス
合計
サービス名
価 格
EZ サービス（1 サーバー） ¥90,000（税込：¥99,000） ¥500,000（税込：¥550,000）

○ウェブ会議 価格表

desknet's NEO のウェブ会議機能をご利用いただくためのライセンスです。新規ライセンス購入から 1 年間は、サポートサービスを無償
提供します。2 年目以降も継続してご利用される場合は、毎年サポートサービスをご購入いただく必要があります。

ウェブ会議ライセンス価格 < 追加 >

ウェブ会議ライセンス価格 < 新規 >

購入済みのウェブ会議の室数を増やす場合
（組み合わせ購入可、最大 10 会議室まで）

はじめてウェブ会議を購入する場合

会議室数
1 会議室
2 会議室
3 会議室
4 会議室
5 会議室
6 会議室
7 会議室
8 会議室
9 会議室
10 会議室

初期費用
（ライセンス）

¥100,000（税込：¥110,000）
¥200,000（税込：¥220,000）
¥300,000（税込：¥330,000）
¥400,000（税込：¥440,000）
¥500,000（税込：¥550,000）
¥600,000（税込：¥660,000）
¥700,000（税込：¥770,000）
¥800,000（税込：¥880,000）
¥900,000（税込：¥990,000）
¥1,000,000（税込：¥1,100,000）

2 年目以降 / 年
（サポートサービス）

¥20,000（税込：¥22,000）
¥40,000（税込：¥44,000）
¥60,000（税込：¥66,000）
¥80,000（税込：¥88,000）
¥100,000（税込：¥110,000）
¥120,000（税込：¥132,000）
¥140,000（税込：¥154,000）
¥160,000（税込：¥176,000）
¥180,000（税込：¥198,000）
¥200,000（税込：¥220,000）

会議室数

価格

1 会議室追加

¥100,000（税込：¥110,000）
¥200,000（税込：¥220,000）
¥300,000（税込：¥330,000）
¥400,000（税込：¥440,000）
¥500,000（税込：¥550,000）

2 会議室追加
3 会議室追加
4 会議室追加
5 会議室追加

※ desknet's NEO スモールライセンス向けのウェブ会議ライセンス／サポートサービスと、desknet's NEO エンタープライズライセンス向けのウェブ会議
ライセンス／サポートサービスは、同価格の別商品となります。ご購入時はご注意ください。
※ ウェブ会議ライセンスは、最大 10 会議室まで追加いただけます。
※ 2 年目以降の追加ライセンスご購入後の新しいサポートサービス価格の適用につきましては、次年度更新時からの適用となります。
※ desknet's NEO スモールライセンスでウェブ会議をご利用中のお客さまが、スモールライセンスからエンタープライズライセンスに乗換えされる場合、ウェ
ブ会議の乗換ライセンスとして 11,000 円 ( 税込 ) が必要です。乗換え後のサポートサービス期間は、そのまま引き継がれます。
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○交通費・経費精算

年間ライセンス ( 新規 / 更新 ) 価格表

desknet's NEO の交通費・経費精算機能を 1 年間ご利用いただくためのライセンスです。

ユーザー数

価

格

ユーザー数

価

格

200 ユーザーまで

¥180,000（税込：¥198,000）

600 ユーザーまで

¥470,000（税込：¥517,000）

300 ユーザーまで

¥240,000（税込：¥264,000）

700 ユーザーまで

¥540,000（税込：¥594,000）

400 ユーザーまで

¥320,000（税込：¥352,000）

800 ユーザーまで

¥610,000（税込：¥671,000）

500 ユーザーまで

¥400,000（税込：¥440,000）

1,000 ユーザーまで

¥720,000（税込：¥792,000）

※初回のご購入時は desknet's NEO 本体ユーザー数と同数の「年間ライセンス（新規）」を、翌年度以降の更新時は「年間ライセンス（更新）」をご購入ください。
※ご利用期間中に本体ユーザー数が増加した場合、新しいユーザー数でのライセンス料金は次回の「年間ライセンス（更新）」購入時から適用されます。
※ 1,000 ユーザーを超えるユーザー数での価格については、弊社までお問合せください。

ビジネスチャット

ChatLuck

ライセンス

○ユーザーライセンス
ご購入いただいたユーザー数の範囲内で、ルームを無制限に作成してご利用いただけます（ゲストユーザーもユーザー数に含みます）。
初期費用として、ご利用ユーザー数に相当するライセンスとサポートサービスのご購入が必要です。2 年目以降のご利用には、サポートサー
ビスの継続購入が必要です。
本体ライセンス
ユーザー数
100 ユーザー
200 ユーザー
300 ユーザー
400 ユーザー
500 ユーザー
600 ユーザー
700 ユーザー
800 ユーザー

年間サポートサービス

価格
¥288,000

(税込：¥316,800)

¥576,000

(税込：¥633,600)

¥864,000

(税込：¥950,400)

¥1,152,000

(税込：¥1,267,200)

¥1,440,000

(税込：¥1,584,000)

¥1,728,000

(税込：¥1,900,800)

¥2,016,000

(税込：¥2,217,600)

¥2,304,000

(税込：¥2,534,400)

価格
¥72,000

(税込：¥79,200)

本体ライセンス

初期費用
合計

ユーザー数

¥360,000

900 ユーザー

(税込：¥396,000)

(税込：¥158,400)

(税込：¥792,000)

¥720,000

1,000 ユーザー

¥216,000

¥1,080,000

1,500 ユーザー

¥288,000

¥1,440,000

2,000 ユーザー

¥360,000

¥1,800,000

3,000 ユーザー

¥432,000

¥2,160,000

5,000 ユーザー

¥504,000

¥2,520,000

5,001 ユーザー
以上

¥576,000

¥2,880,000

¥144,000

(税込：¥237,600) (税込：¥1,188,000)
(税込：¥316,800) (税込：¥1,584,000)
(税込：¥396,000) (税込：¥1,980,000)
(税込：¥475,200) (税込：¥2,376,000)
(税込：¥554,400) (税込：¥2,772,000)

価格
¥2,592,000

(税込：¥2,851,200)

¥2,880,000

(税込：¥3,168,000)

¥3,080,000

(税込：¥3,388,000)

¥3,280,000

(税込：¥3,608,000)

¥3,680,000

(税込：¥4,048,000)

¥4,480,000

(税込：¥4,928,000)

年間サポートサービス
価格

初期費用
合計

¥648,000

¥3,240,000

¥720,000

¥3,600,000

¥770,000

¥3,850,000

¥820,000

¥4,100,000

¥920,000

¥4,600,000

¥1,120,000

¥5,600,000

(税込：¥712,800) (税込：¥3,564,000)
(税込：¥792,000) (税込：¥3,960,000)
(税込：¥847,000) (税込：¥4,235,000)
(税込：¥902,000) (税込：¥4,510,000)
(税込：¥1,012,000) (税込：¥5,060,000)
(税込：¥1,232,000) (税込：¥6,160,000)

（要お問合せ）

(税込：¥633,600) (税込：¥3,168,000)

※ 1 ルームに登録できるユーザーは最大 1,000 ユーザーまでとなります。
※ 5,000 ユーザー以上でのご利用、冗長化による高可用性構成、閉塞ネットワーク環境でのご利用など、各種エンタープライズ構成にも対応できます。

各種サービス
インストールサービス

( 個別お見積り)

教育サービス（訪問／オンライン）

( 個別お見積り)

カスタマイズサービス（エンタープライズライセンスのみ）

( 個別お見積り)

AppSuite アプリ作成支援／代行サービス

( 個別お見積り)

株式会社ネオジャパン

〒220-8110 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2-1
横浜ランドマークタワー 10 階
                      〒530-6107 大阪府大阪市北区中之島三丁目 3-23
大阪営業所
  中之島ダイビル 7 階
本

社

                      〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1-1
名古屋営業所
  JPタワー名古屋21階
                      〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目 4-25
福岡営業所
  アクロスキューブ博多駅前

TEL ：045-640-5910（本社） 06-4560-5900（大阪営業所）

052-856-3310（名古屋営業所） 092-419-7277（福岡営業所）

E-mail: neo@desknets.com

本書の標準価格は予告なく変更することがあります。
本書に記載のない事項および最新情報は製品サイトをご覧下さい。

https://www.desknets.com/
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2022 年 4 月 13 日
お客様各位
株式会社ネオジャパン
プロダクト事業本部

「セキュアブラウザ（端末認証なし）」及び「セキュアブラウザ（端末認証あり）
」
オプション新規受付終了のご案内
拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

desknet's NEO クラウド版のオプションサービスとして提供しております「セキュアブラウザ（端末認
証なし）
」及び「セキュアブラウザ（端末認証あり）
」の新規受付を、下記の通り終了いたします。
同梱のカタログならびに価格表（2022 年 2 月現在）に同サービスの記載がございますが、新規受付終
了後のご契約は行えませんのでご注意ください。
なお、対象オプションサービスを既にご契約中のお客様、また新規受付終了日までにお申し込みされ
たお客様におかれましては、引き続きサービスをご利用いただけます。
敬具
記
■対象オプションサービス
オプション

初期費用
端末認証なし

￥０

端末認証あり

￥０

セキュアブラウザ

月額

12 ヶ月パック

1 ユーザー ￥100

1 ユーザー ￥1,200

（税込：¥110）

（税込：¥1,320）

1 デバイス ￥350

1 デバイス ￥4,200

（税込：¥385）

（税込：¥4,620）

■新規受付終了日
2022 年 5 月 13 日（金）18 時

■本件に関するお問い合わせ
代替サービスなどご不明な点がございましたら、下記または担当営業までお問い合わせください。
株式会社ネオジャパン プロダクト事業本部
TEL：045-640-5910

Email：neo@desknets.com
以上

