
desknet’sユーザー優待価格通 常 価 格

Speedy 豊富なテンプレート無償提供。今すぐはじめられます。

圧倒的低価格で、データベースをいくつでも。desknet 'sNEOユーザーは80％OFF。ライセンス価格

クラウド版ライセンス価格

動作環境

※desknet'sユーザー優待価格の適用には、以下いずれかの条件が必要となります。 
 ・既にdesknet's NEOまたはdesknet'sスタンダード版/ミドル版/エンタープライズ版いずれかの本体
ライセンスをお持ち頂いていること（ライセンス購入証書ナンバーがお判りになること） 
 ・desknet's NEOまたはdesknet'sスタンダード版/ミドル版/エンタープライズ版いずれかの本体ライ
センスと同時にdesknet'sDBをご購入頂けること
※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。

※desknet'sDBの最低契約数は５ユーザーからとなります。
※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。 

Windows Server / Red Hat Enterprise Linux / CentOS
IIS / Apache HTTP Server
PostgreSQL

OS
Webサーバ
DB

：
：
：

Windows / Mac OS
Internet Explorer / Firefox / Chrome / Safari / 
Microsoft Edge

OS
ブラウザ 

：
：

 https://www.desknets.com/db/

開発元／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2-2-1
横浜ランドマークタワー10F

※記載されている各社の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
※記載されている内容については予告なしに変更することがあります。

60日間無償で試用できます。desknet’sDBの使いやすさをお試しください。

在庫管理
備品管理

問合せ管理
案件管理

取引先一覧

様々な業態・業務にマッチしたテンプレートを用意。既存の管理台帳も簡単に取り込めます。
desknet'sDBを始めるのは非常に簡単。多数のテンプレートにより、導入してすぐ様々な業務改善にお役立て頂けます。また、これまで業務で作成・
運用してきた既存の管理台帳なども、CSVファイルからそのままデータベースに変換して取り込むことができます。

※動作環境は常に更新されています。最新の情報は、desknet's DBの製品サイトをご確認ください。

サーバー動作環境 クライアント動作環境

E-mail ： dnsales@desknets.com
T E L   ： 045-640-5910
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顧客管理 備品台帳

使い方
自由自在

売上管理 営業日報

案件管理 タスク管理

かんたんなのに高機能。専門知識は一切必要ありません。
高度なデータ連携が可能な本格的なデータベースを、誰もがすぐに作成できます。

柔軟、そしてスマートに、あなたの”したいこと”をかなえます。
望む状態で、望む時に、望む場所に。まさに、データベースのあるべき姿です。

大切な社内データだからこそ、安心のセキュリティ。
情報の確実性・安全性を高め、リスクマネジメントを強化します。

Flexible

HTML 5時代のWebデータベース「 desknet’s DB」
desknet's DB（デスクネッツ デービー）は、社内にある様々な「情報（データ）」を一元管理することで、メンバー同士の
情報共有・情報活用を改善・促進する、Webデータベースシステムです。データベースの専門知識がなくても大丈夫。表
計算ソフトで管理台帳を作成するような簡単操作で、専用システムにも負けない高度なデータベースを作成できます。

表計算ソフトに匹敵する操作性で、社内の情報共有を改善・促進します。

「データベース」とは、様々な情報＝データを、決められたルールのもと蓄積・管理し、後から簡単に確認したり再利用したりするための
仕組みのことです。こう聞くと難しく感じますが、例えば日頃Excelを使って作成・管理している「社員の住所録」や「顧客リスト」、「備
品台帳」といった管理用の台帳も、まさにデータベースの一種と言えます。desknet 's DB は、こういった様々なデータをWebサー
バー上で一元管理し、社員間・メンバー間で効率的に共有・活用するためのシステムです。 　

Excelでの情報共有に限界を感じている。
データ管理にもっとも活用されているExcel。しかし複数人で共有する場合、同じファイルが複数乱立したり、データが誤削除されてしまうなど、”共有”を目
的とする場合には限界があります。そんなときはdesknet’sDBが最適。全員が同じ情報を一元的に共有できるとともに、データの安全性・確実性を守ります。

desknet’sDBは様々な用途に合わせたオリジナルのデータベースを作成できます。その活用の幅は無限大。ちょっとした管理台帳から複
数のデータベース間を関連付けた本格的なリレーショナルデータベースまで、業務内容にあわせて変幻自在にカスタマイズできます。

Security

Easy
HTML5 による直感操作

次世代のWeb標準技術「HTML5」を採用することで、誰にでも使い
やすい、手軽で簡単なインターフェースを実現しました。並べ替えや
絞り込み、データの編集などもマウス操作で簡単に行えます。

マルチリレーション
データベース間の値を参照（リレーション）させることで、同じデータ
を二重・三重に管理する手間を省くことができます。複数データベース
の多重参照など、表計算ソフトによる値の参照だけでは実現できない
複雑なデータベースも、専門知識を必要とせず簡単に作成できます。

高速検索・集計分析
高速かつ安定したシステム構成により、大量のデータでもスピーディーに
検索できます。様々な条件を組み合わせた複雑な検索やクロス集計で、
様々な視点からデータを分析することも可能です。蓄積された社内データ
の有効活用を強力にサポートします。

グループウェアdesknet’s連携
desknet's・desknet's NEOとのシングルサインオン連携に加え、データ
の分析結果をポータルに簡単に貼り付けることが可能です。ユーザーが常
時参照するポータルに情報を掲示することで、情報共有の効率・効果を大
幅に向上させます。

アクセス権・ログ管理
各データベース毎にアクセス権を設定できます。ユーザーを組織階層や
役職などでグループ化して設定することが可能です。また、「誰が・いつ・
どこから情報にアクセスしたか」「どのような操作を行ったか」のログを
取得することができるので、不正や情報漏洩への抑止力となります。

柔軟なレイアウト
データのフォームは、マウス操作で見やすく・入力しやすくレイアウトで
きます。項目には様々な書式や表示形式を設定できるので、思いのままの
フォームを作成できます。また、入力文字種・文字数の制限や自動変換・自
動修正機能により、データの整合性・一貫性を保つことが可能です。

データベースとは？

みんなで気軽にデータを共有したい。
全員で情報を共有するには、高機能データベースや複雑なマクロが組まれたExcelは不向きです。desknet’s DBなら、初心者でも教育を必要とせず直感的
に操作できます。データベース作成時もドラッグ＆ドロップで設計できるので、誰もが思いのままのデータベースを使いこなせ、情報共有を促します。

社内に蓄積されたデータをもっと有効的に活用したい。
「どこに欲しい情報があるのかわからない」「別々のファイルに情報が分散していて集計が面倒」そんな経験はありませんか？desknet’sDB には、高速検
索エンジンと集計・分析機能を搭載。社内に埋もれた情報の中から”必要な人”が”必要な情報”をすぐに得られる環境を実現します。

正確性の高い資産管理に
多くのユーザーが利用する備品管理でも、
正確な最新情報を全員で共有できます。在
庫の棚卸やリースの管理、IPアドレス管理
にも対応出来ます。

データベースの構築に費用や時間をかけられない。
Oracle等の高機能データベースの導入には、構築を外注したり専任の担当者を必要とするなど、費用と時間、手間がかかります。desknet ’sDBは、インス
トールから運用までわずか20分のスピード導入。誰でも簡単に設定できるので、構築から運用まで、余計なコストは必要ありません。

desknet’sDBはこんなお客様に最適です　

desknet’sDBで出来ること

顧客情報の一元管理と活用に
顧客マスタで一元管理すれば、売上管理や
問い合せ管理、案件管理などと関連付ける
事で、ひとつのデータを幅広く活用できる
と同時に、多角的な分析が可能です。

効率的なナレッジベースに
拠点が離れた本部への報告や拠点間の情
報共有を効率化できます。報告内容は蓄
積されるので、ナレッジベースとしても
活用できます。

売上情報の自動集計に
売上情報を管理すれば、個人・グループ・
全体のそれぞれの売上を、商品などのカテ
ゴリ毎にクロス集計を行い、ワンクリック
確認することができます。

営業マネジメントに
進行中の案件とその進捗状況を共有でき
ます。部下や他のメンバーの活動状況を
把握できるので、個人ではなく全体で戦
略的な活動を行えます。

プロジェクトのタスク管理に
様々なプロジェクトで発生するタスクや
課題の進捗状況、また個人のToDoなどを 
メンバー間で共有できます。進捗状況の 
把握や遅れの検出にも役立ちます。 

詳細画面・編集画面
のレイアウトやデザ
インを自由にカスタ
マイズ

分析結果をガジェット
化して簡単貼り付け

ドラッグ & ドロップ
でレイアウト

セルをクリックする
だけの簡単設定

詳細な操作ログを
検索可能

１クリックで絞り込み

一覧からデータを
直接編集

編
集
画
面
が
ス
ラ
イ
ド
イ
ン
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desknet’sユーザー優待価格通 常 価 格

Speedy 豊富なテンプレート無償提供。今すぐはじめられます。

圧倒的低価格で、データベースをいくつでも。desknet 'sNEOユーザーは80％OFF。ライセンス価格

クラウド版ライセンス価格

動作環境

※desknet'sユーザー優待価格の適用には、以下いずれかの条件が必要となります。 
 ・既にdesknet's NEOまたはdesknet'sスタンダード版/ミドル版/エンタープライズ版いずれかの本体
ライセンスをお持ち頂いていること（ライセンス購入証書ナンバーがお判りになること） 
 ・desknet's NEOまたはdesknet'sスタンダード版/ミドル版/エンタープライズ版いずれかの本体ライ
センスと同時にdesknet'sDBをご購入頂けること
※価格はすべて税抜です。別途消費税がかかります。

※desknet'sDBの最低契約数は５ユーザーからとなります。
※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。 

Windows Server / Red Hat Enterprise Linux / CentOS
IIS / Apache HTTP Server
PostgreSQL

OS
Webサーバ
DB

：
：
：

Windows / Mac OS
Internet Explorer / Firefox / Chrome / Safari / 
Microsoft Edge

OS
ブラウザ 

：
：

 https://www.desknets.com/db/

開発元／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2-2-1
横浜ランドマークタワー10F

※記載されている各社の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
※記載されている内容については予告なしに変更することがあります。

60日間無償で試用できます。desknet’sDBの使いやすさをお試しください。

在庫管理
備品管理

問合せ管理
案件管理

取引先一覧

様々な業態・業務にマッチしたテンプレートを用意。既存の管理台帳も簡単に取り込めます。
desknet'sDBを始めるのは非常に簡単。多数のテンプレートにより、導入してすぐ様々な業務改善にお役立て頂けます。また、これまで業務で作成・
運用してきた既存の管理台帳なども、CSVファイルからそのままデータベースに変換して取り込むことができます。

※動作環境は常に更新されています。最新の情報は、desknet's DBの製品サイトをご確認ください。

サーバー動作環境 クライアント動作環境

E-mail ： dnsales@desknets.com
T E L   ： 045-640-5910

￥7,960

￥12,860

￥19,600

￥27,520

￥39,600

￥75,600

￥109,600

￥39,800

￥64,300

￥98,000

￥137,600

￥198,000

￥378,000

￥548,000

5ユーザー

10ユーザー

20ユーザー

30ユーザー

50ユーザー

100ユーザー

150ユーザー

社内のあらゆるデータをW e bでかんたん共有

W e b デ ー タ ベ ー ス 　 デ ス ク ネ ッ ツ  デ ー ビ ー

圧倒的低価格
５ユーザー￥39,800～

HTML5 による圧倒的な

ユーザビリティ

どんな職種・業務にも合う

柔軟な設定項目

大切なデータを守る

安心のセキュリティ

データ管理を効率化する

マルチリレーション

運用までわずか２０分の

簡単導入

専門知識＆教育＆構築

コスト不要

15 B 1

年　額（12ヶ月）月 　 額初 期 費 用

￥4,800￥400￥0 1ユーザーあたり 1ユーザーあたり

（税抜）

（税抜）

desknet’sユーザー優待価格通 常 価 格

￥139,600

￥169,600

￥199,600

￥30,000

￥698,000

￥848,000

￥998,000

￥150,000

200ユーザー

250ユーザー

無制限ユーザー

250→無制限


