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価格表                                    （価格は全て税抜き） 
1. 基本ライセンス 

 メニュー 価格 年間保守料金 備考 

スタンダード・エディション 【許諾されるライセンス】 

  ・ワークフローサーバ：1 サーバライセンス（運用環境と開発環境を含む） 

  ・Web Plant アダプタ：1 サーバライセンス（運用環境と開発環境を含む） 

  ・管理サーバ：1 サーバライセンス 

  ・Web Plant 開発ツール：1 端末ライセンス 

  ・登録ユーザ：左記メニューに記載のユーザライセンス数 

 

ユーザ数を追加する際は、追加後の合計ユーザ数パックへのアップグレードとなります。

アップグレード価格は差額となります。 

【例】100 ユーザパックから 300 ユーザパックへのアップグレード： 

\1,710,000 - \1,200,000 = \510,000 

 

※エンタープライズ・エディションは、5000 登録ユーザかつ 1000 部門までとなります。 

それを超える規模でのご利用をお考えの際は、別途ご相談ください。 

 100 ユーザパック \1,200,000  \180,000 

 200 ユーザパック \1,460,000 \219,000

 300 ユーザパック \1,710,000 \256,500

 400 ユーザパック \1,950,000 \292,500

 500 ユーザパック \2,180,000 \327,000

 600 ユーザパック \2,400,000 \360,000

エンタープライズ・エディション \3,500,000 \525,000

2. 追加ライセンス 
メニュー 価格 年間保守料金 備考 

追加 Web Plant サーバ 
基本ライセンス 

標準価格の 60% 

左記で算出された

標準価格の 15%

アクティブなワークフローサーバを複数利用（負荷分散、ホットスタンバイ構成）する際

に、2 つ目以降 1 サーバ毎に必要なライセンスです。 

仮想化された環境では OS のインスタンス毎に追加のライセンスが必要となります。 

 

【許諾されるライセンス】 

  ・ワークフローサーバ：1 サーバライセンス（運用環境のみ） 

  ・Web Plant アダプタ：1 サーバライセンス（運用環境のみ） 

  ・登録ユーザ：基本ライセンスに準じる 

追加 Web Plant 開発ツール \200,000 \30,000
Web Plant 開発ツールを追加する際に必要なライセンスです。 

フォーム開発、経路設定、運用管理する端末 1 台毎に必要となります。 

3. スターターパック 
登録ユーザ 50 ユーザを含んだスモールスタート用のライセンスです。 

メニュー 価格 年間保守料金 備考 

スターターパック \800,000 \120,000

【許諾されるライセンス】 

登録ユーザ以外は、基本ライセンスと同じライセンスを含みます。 

  ・登録ユーザ：50 ユーザライセンス 

 

ユーザ数を追加する際は、基本ライセンスへのアップグレードとなります。 

アップグレード価格は、差額（[基本ライセンス]-[スターターパック]）となります。 

4. Web Plant ワークフローシリーズ ラインナップ製品 
Web サービス経由または Web Performer 経由でワークフローサーバに接続して、ワークフローを実行する際に必要なライセンスです。導入・設定等は別途ご確認ください。 

Web Plant のスターターパックをご利用中の際は、基本ライセンスへのアップグレードが必要です。 

メニュー 価格 年間保守料金 備考 

Web サービス・アダプタ \1,700,000 \255,000

【許諾されるライセンス】 

  ・Web サービス・アダプタ：1 サーバライセンス（運用環境と開発環境を含む） 

  ・管理・開発ツール：1 端末ライセンス 

 

Web サービス・アダプタの購入により、Web Plant でご利用中の全ての Web Plant 開発ツ

ールからも Web Plant SDK の管理・開発が可能になります。 

追加 Web サービス・アダプタ \1,020,000 \153,000

アクティブなワークフローサーバと Web サービス・アダプタを複数利用（負荷分散、ホット

スタンバイ構成）する際に、2 つ目以降 1 サーバ毎に必要なライセンスです。 

仮想環境でも物理環境と同等のライセンスが必要となります。 

 

【許諾されるライセンス】 

  ・Web サービス・アダプタ：1 サーバライセンス（運用環境のみ） 

Web Performer アダプタ \200,000 \30,000

【許諾されるライセンス】 

  ・Web Performer アダプタ：1 サーバライセンス（運用環境と開発環境を含む） 

  ・管理・開発ツール：1 端末ライセンス 

 

Web Performer アダプタの購入により、Web Plant でご利用中の全ての Web Plant 開発

ツールからも Web Performer ワークフローオプションの管理・開発が可能になります。 

追加 Web Performer アダプタ \120,000 \18,000

アクティブなワークフローサーバと Web サービス・アダプタを複数利用（負荷分散、ホット

スタンバイ構成）する際に、2 つ目以降 1 サーバ毎に必要なライセンスです。 

仮想環境でも物理環境と同等のライセンスが必要となります。 

 

【許諾されるライセンス】 

  ・Web Performer アダプタ：1 サーバライセンス（運用環境のみ） 

5. 検証サーバ（ステージング環境）ライセンス 
システムを実際に本番運用する前に、稼働の最終確認を実施するための環境（一般的に運用サーバと近い環境で確認）に必要なライセンスです。 

メニュー 価格 年間保守料金 備考 

Web Plant 検証サーバ \800,000 \120,000

【許諾されるライセンス】 

  ・ワークフローサーバ：1 サーバライセンス（検証環境と開発環境を含む） 

  ・Web Plant アダプタ：1 サーバライセンス（検証環境と開発環境を含む） 

  ・管理サーバ：1 サーバライセンス 

  ・登録ユーザ：基本ライセンスに準じる 

検証用 Web サービス・アダプタ \600,000 \90,000
【許諾されるライセンス】 

  ・Web サービス・アダプタ：1 サーバライセンス（検証環境と開発環境を含む） 

検証用 Web Performer アダプタ \200,000 \30,000
【許諾されるライセンス】 

  ・Web Performer アダプタ：1 サーバライセンス（検証環境と開発環境を含む） 



■ ≪トレーニング≫ 
フォーム作成、ユニット作成、経路設計の基本操作を実機での演習形式で実施。カテゴリ管理、組織管理、外部ＤＢ接続等システムの運用・管理に必要な情報を解説します。 

メニュー 価格 備  考 

Web Plant 基本コース（定期開催） \100,000/1 人 

チケット制の集合トレーニングです。チケットをご購入後、Web からの受講予約となります。 

・ 開催場所／期間：キヤノンＩＴソリューションズ（東京）／3 日間 

・ 定員：10 名（最小催行人数 3 名） 

・ 有効期間： 6 ヵ月 

※会社様毎の個別開催トレーニングについては、別途お見積りさせていただきます。詳細については担当の営業にお問い合わせください。 
 

■ ≪導入・設定≫ 
メニュー 価格 備  考 

Web Plant 基本導入・設定 \200,000～ 

・ ワークフローサーバモジュールの導入 

・ 管理サーバモジュールの導入 

・ Web Plant 開発ツールの導入（※1 クライアント） 

・ RDB テーブルの作成 

・ Apache、Tomcat の設定変更 

※ 導入設定内容により料金は変動します。 

ワークフローサーバ 

追加導入・設定 
\150,000～ 

・ ワークフローサーバモジュールの追加導入 

※初期構成時の追加料金です。 

※追加構成の場合は別見積もりとなります。 

・ RDB テーブルの作成 

・ Apache、Tomcat の設定変更 

※ 導入設定内容により料金は変動します。 

Web Plant 開発ツール 

追加導入・設定 
\30,000～ 

・ Web Plant 開発ツール 2 台目以降の追加導入 

※ 1 クライアント、1 拠点の料金です。 

ＲDBMS 導入・設定 \150,000～ 

・ Oracle、SQL Server のいずれかの導入、初期設定 

※導入設定内容により料金は変動します。 

※チューンアップ作業は含みません。 

※１サーバ当りの料金です。 

WebSphere Application Server 

導入・設定 
\150,000～ 

・ WebSphere Application Server の導入、初期設定 

※導入設定内容により料金は変動します。 

※1 サーバ当りの料金です。 

 
■ ≪サポートサービス≫ 

メニュー 価格 備  考 

e-Mail テクニカルサポート(月) 

（最大 8 インシデント） 
\200,000 

開発フェーズにおける定義内容や関数・API の利用に際して、具体的な実装方法または利用手順をご

提示するサービスです。 
 

以下の問合せに e-Mail にて Q&A を実施します。 

・Web Plant を使用して開発する個々のアプリケーションへの実装方法の提示 

・サンプルプログラムの解説 

・Web アプリケーション画面の JSP のカスタマイズ 
 

※インシデントは、e-Mail による問合せ受付け後、当社 SE が最大 4 時間の範囲で応対できる範囲で

「1 インシデント」を消費するものとします。 

※本サービスの購入により、Web Plant ワークフローシリーズに加えて Web Performer および 

Web Performer ワークフローオプションのご支援も承ります。 

e-Mail テクニカルサポート(年) 

（最大 12 インシデント） 
\360,000 

追加インシデント 

（1 インシデント分の追加料金） 
\30,000 

 
■ ≪コンサルティングサービス≫ 

メニュー 価格 内  容 

オンサイトサービス 

\600,000 

～ 

\3,600,000 

電話、メールによるＱ＆Ａ及びＳＥ訪問サービスを提供します。 

【コンサルティングの内容】 

ワークフロー分析、要件定義、作成、実現の過程、運用管理等をサポートします。 

  ・現行組織をどのように定義するか 

  ・経路設定の考え方 

  ・伝票の設計方法 

  ・既存システムとの連携方法 

  ・システム管理者向けの情報提供 

  （障害対応方法、バックアップ・リストア、組織変更・人事異動時の対応等） 

※訪問は次の期間、回数で行います。 

期間：最長 3 ヶ月、訪問：週 2 回以内、訪問時間：1 回４時間以内を限度といたします。 

【例】週 2 回訪問 4h×2×4=32h/月（120 万円） 

週 1 回訪問 4h×1×4=16h/月（ 60 万円） 

 
※ ここに記載された内容は発行日現在のものです。製品・サービス改良のため予告無く、価格・仕様を変更することがあります。 
※ 年間保守料金はライセンス価格の 15%です。 

※ ライセンスの他、トレーニングおよび Web Plant 基本導入・設定の費用が必須です。 

※ 導入サポート費用は、お客様の会社所在地、導入環境によって別途お見積させていただく場合があります。 
※ フォーム開発等は別途承ります。その他、詳細については担当の営業へお問合せ下さい。 
※ 弊社営業時間外の作業料金は通常料金に対し、弊社休業日、祝祭日の 9：00～17：30 は 1.5 倍、17：30～翌 9：00 は営業日、休業日にかかわらず 2 倍の料金となります。 
※ 作業場所が弊社営業拠点から 100Km または 2 時間を超える場合、別途交通費等の実費がかかります。 
※ 表記の製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

 

 
〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti TEL：03-6741-9527 
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2-2-4 土佐堀ダイビル TEL：06-7635-3025 
E-mail：plt_info@canon-its.co.jp URL：http://cs.canon-its.co.jp/product/ 

 


