
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品 製品概要 エディション 

────── 

ライセンス 

価格（税別） 

for 

SharePoint2007 

for 

SharePoint2010 

未既読機能 

 

Outlookや Notesのように、アイテム・

ドキュメントの未読／既読をリスト 

ビューに表示します。 

また、アイテムやドキュメントの「アク

セスランキング」や「自分が最近見たア

イテム」の Web パーツも含まれます。

※1 

※1： Web パーツは Pro 版のみ 

Std 版 

WFE サーバー 

95,000 円 120,000 円 

Std 版 

ファーム 

295,000 円 370,000 円 

Pro 版 

WFE サーバー 

145,000 円 180,000 円 

Pro 版 

ファーム 

495,000 円 620,000 円 

閲覧記録機能 アイテムの閲覧、ドキュメントのダウ

ンロードをしたユーザーを記録する機

能です。アイテムを閲覧済みのユーザ

ーや、まだ見ていないユーザーの一覧

を表示することができます。 

まだ見ていないすべてのユーザーに、

メールの一斉送信が可能です。※2 

※2：メール一斉送信機能は Pro 版のみ

です。 

Std 版 

WFE サーバー 

70,000 円 90,000 円 

Std 版 

ファーム 

240,000 円 300,000 円 

Pro 版 

WFE サーバー 

95,000 円 120,000 円 

Pro 版 

ファーム 

295,000 円 370,000 円 

フォーム列制御

機能 

フォーム上で、「同じアイテム内の他の

列の値」や、「アクセスしたユーザー／

グループ※3」によって、列の状態を非

表示や編集不可にします。 

※3：Pro 版のみ 

Std 版 

WFE サーバー 

95,000 円 120,000 円 

Std 版 

ファーム 

295,000 円 370,000 円 

Pro 版 

WFE サーバー 

145,000 円 180,000 円 

Pro 版 

ファーム 

495,000 円 620,000 円 

ビュー制御機能 アクセスしたユーザー／グループによ

って個別のビューやデータシートビュ

ーの表示・非表示を制御する機能です。 

WFE サーバー 70,000 円 

 

90,000 円 

ファーム 240,000 円 

 

300,000 円 

一括編集機能 リスト ビュー上で、複数のリスト ア

イテムを選択し、一括して操作できる

ツールです。「編集」「削除」「承認／却

下」「発行／発行停止」「チェックイン／

チェックアウト／チェックアウトの破

棄※4」「権限の継承解除／権限の継承

復活／個別の権限の編集※2」の各操作

を一括で行うことができます。 

※4：Pro 版のみ 

Std 版 

WFE サーバー 

45,000 円 ― 

Std 版 

ファーム 

145,000 円 ― 

Pro 版 

WFE サーバー 

75,000 円 ― 

Pro 版 

ファーム 

245,000 円 ― 

 

  

アンクでは、多彩な SharePoint ソリューションの企画・開発・販売を行っております。 

アンクの SharePoint ソリューション 

SP 改 シリーズは、SharePoint を改造してさらに使いやすくした、SharePoint ソリューションのラインアップで

す。 

試用版ダウンロードはこちら 
http://www.ank.co.jp/works/products/spsolution/download/ 

SP 改シリーズ / SP 改 for 2010 シリーズ 

http://www.ank.co.jp/works/products/spsolution/download/


 

 

 

製品名 製品概要 価格（税別） 

for SharePoint2010 

WFE サーバー 

ライセンス 

サーバーファーム 

ライセンス 

ふわふわタグクラウ

ド Web パーツ 

ユーザーが登録したタグやメモ、ユーザープロファイル

情報、プレゼンス情報をチームサイトや個人サイト上に

表示する Silverlight Web パーツです。タグ付けされた

ページの一覧表示や、プレゼンス情報入りのグループメ

ンバー一覧を表示などに利用できます。 

45,000 円 160,000 円 

イージー・アンケー

ト Web パーツ 

一問一答形式のアンケートを簡単に作成し、ワンクリッ

ク回答ができる Silverlight Web パーツです。 アンケ

ートの集計結果は、円グラフ・棒グラフ・帯グラフでグ

ラフィカルに表示されます。 

45,000 円 160,000 円 

スプラッシュ・アラ

ート Web パーツ 

アラート（お知らせ）をダイナミックにパネル表示する

Silverlight Web パーツです。 アラートが複数ある場合

は、一定の間隔でパネルがスライドします。重要度の指

定によるパネル色の切り替えや、要確認の指定による強

調動作機能付きです。 

45,000 円 

※3 点セットのみ 

160,000 円 

※3 点セットのみ 

ライブ・アクセスカ

ウンター Web パー

ツ 

サイトへのアクセス数をリアルタイムに表示する

Silverlight Web パーツです。この Web パーツを配置し

たサイト配下のサブサイトを含めた全体のアクセス数

がカウントされます。 

リアルタイム・カウ

ントダウン Web パ

ーツ 

指定した日時までのカウントダウンをダイナミックに

表示する Silverlight Web パーツです。 一定の間隔で

イベントのタイトルが Web パーツでダイナミックなス

ライドオープンアクションで表示されます。 

5 点セット 上記 5 点の Web パーツのお得なセットです。 100,000 円 360,000 円 

SharePoint 私書箱 SharePoint for Internet Sites（FIS）上などで、

SharePoint ユーザーと外部の非 SharePoint ユーザー

間で、外部のファイル転送サービスを使うことなくファ

イル受け渡しができ、匿名ユーザーに対してのみファイ

ルの受け渡しを許可することも可能です。 

無償 

CodePlex（http://sppob.codeplex.com/）

よりダウンロード可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■SharePoint ソリューションの保守メニューとして、「アップデート権」と「技術サポート」があります。 
 

アップデート権 パッチやアップデートモジュールの提供が受けられる権利です。製品の新規購入時には 1 年間分のアッ

プデート権が含まれ、2 年目以降は有償（ご購入された製品価格の 20%／年間）でご提供いたしま

す。 

技術サポート メールや電話でのお問い合わせ、現地調査等の技術サポートです。サポート開始月より 1 年の間、移動

時間・調査時間を含め 40 時間まで 200,000 円（税別）で対応いたします。 

※出張に関わる経費が発生した場合は、別途ご請求となります。 
 

アンクの SharePointソリューション 

■動作させる SharePoint2010 の推奨環境に準じ、日本語版、全エディション、販売時点での最新のバージョンでの動作を保証いたします。 
■他社製ソリューション等や、ウイルス対策ソフト、パッチ適用状況などによっては、正しく動作しない場合があります。 
必ず、試用版にて動作確認を行ってください。（正しく動作しない場合はご相談ください。） 

お問合わせ先   製品 URL：http://www.ank.co.jp/works/products/spsolution/ 
●記載されている内容は、2015 年 3 月現在のものです。 
●記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 

Copyright © 2015 ANK Co.,Ltd. All rights reserved. 

  株式会社アンク 

〒171-0022 
東京都豊島区南池袋 1-1-11 カドラービル 502 
TEL: 03-5396-7520 FAX: 03-5396-7521 
MAIL:  
http://www.ank.co.jp/ 
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