
プランをお選びください。
さまざまな規模のお客様のニーズに合うプランをご用意しています。

ユーザ数でライセンス購入するプラン
クラウド オンプレミス

契 約 Claris FileMaker Cloud
Claris FileMaker

年間ユーザライセンス

プラン Essentials Standard ユーザライセンス

価格
（税抜、 1 ユーザあたり）

※ 5 ユーザから契約可能
※ 契約期間は年単位

月額 ¥2,150
（ 年額 ¥25,800 ）

月額 ¥4,400 
（ 年額 ¥52,800 ）

月額 ¥1,760
（ 年額 ¥21,120 ）

App 数 ～ 3 ~ 125 ～ 125

ユーザ数 5 ～ 10 5 ～ 100
※ 100 ユーザを超える場合は、 法人営業窓口までお問い合わせください。

5 ～

含まれる製品
（ホスト）

FileMaker Cloud FileMaker Server

含まれる製品
（クライアント）

FileMaker Pro
FileMaker Go

FileMaker WebDirect

FileMaker Pro
FileMaker Go

FileMaker WebDirect

ストレージ 年間 2GB x ユーザ数 年間 6GB x ユーザ数 ハードウェアに依存

API 使用量 月間 2GB ｘ ユーザ数 年間 24GB ｘ ユーザ数

SSL 証明書 標準で付属
別途購入が必要

（テスト用のみ付属）

サポート
24 時間サポート （日本語対応 ： 平日 10:00 ～ 17:30

時間外は海外サポート窓口での英語対応となります）
平日 10:00 ～ 17:30

* 上記は税別価格です。 別途消費税を申し受けます。
* 教育機関および NPO 法人向けライセンスもございます。
* ユーザライセンス以外のオンプレミスライセンスについては、 2 ページ目をご覧ください。

詳しくは法人営業窓口までお問い合わせください。



お問い合わせ
Claris 法人営業窓口

電話 ： 0120-983-878
受付時間 : 10:00～17:30（当社指定休日・祝日を除く月曜日から金曜日）

お問い合わせフォーム
https://www.claris.com/ja/asksales/

© 2022 Claris International Inc. All rights reserved. Claris、 クラリス、 Claris Connect、 Claris ロゴ、 FileMaker、 ファイルメー カー、 FileMaker Cloud、 FileMaker Go、 FileMaker Pro、 FileMaker 
Server、FileMaker WebDirect およびファイルフォルダロゴは、Claris International Inc. の米国および／またはその他の国における登録商標です。その他のすべての商標は該当する所有者の財産です。

オンプレミスでライセンス契約するプラン
シングル 

ライセンス ボリュームライセンス

契 約
シングル 

ライセンス
ユーザライセンス 同時接続ライセンス サイトライセンス

価格 *1

（税抜、 1 ライセンスあたり）
※ 最小契約数は下記契約
ライセンス数の項目を参照
※ 年間ライセンスは年単位

で契約、 年払い

永続
ライセンス

年間
ライセンス

永続
ライセンス

年間
ライセンス

永続
ライセンス

年間
ライセンス

永続
ライセンス

¥63,360
月額

¥1,760
( 年額 ¥21,120 )

¥63,360
月額

¥5,390
( 年額 ¥64,680 )

¥194,040
月額

¥880
（ 年額 ¥10,560 ）

¥31,680

対象 個人 / 法人
部署 / 組織内の 

特定ユーザ
部署 / 組織の 

不特定多数のユーザ
法人 / 団体 （事業所） 一括

必要ライセンス数
インストール

（端末） ごとに 
1 ライセンス

FileMaker を利用する特定 
されたユーザごとに 1 ライセンス

FileMaker クライアントから
FileMaker Server への 

同時接続数 *2
法人 / 団体の全従業員数

契約ライセンス数 1 ライセンス～
1 ユーザ単位

（最小 5 ユーザ～）
1 同時接続単位

（最小 5 同時接続～）
1 シート単位

（最小 25 シート～）

含まれる製品
（ホスト）

無し FileMaker Server

含まれる製品
（クライアント）

FileMaker 
Pro

FileMaker Pro
FileMaker Go

FileMaker WebDirect

API 使用量 無し 年間 24GB ｘ ユーザ数

保守
（無償アップグレード）

無し

年間ライセンス ：
新規 / 更新ライセンスに無償で保守が付属します。

永続ライセンス ：
新規ライセンスには無償で 1 年間有効な保守が付属します。 2 年目以降も保守の更新をおすすめします （有
償）。 保守が失効した場合は、 以後ライセンス追加ができないため、 保守失効後に追加が必要な場合は改
めて新規購入が必要となります。

*1  上記ボリュームライセンス価格は価格レベル T1 の価格です。 ご注文数に応じてさらにボリュームディスカウントを適応した価格レベルでご購入いただけます。
*2 同時接続ライセンスにおいて、 FileMaker クライアントが FileMaker Pro の場合は、 FileMaker Server に接続していないオフラインでの起動もライセンス

数としてカウントします。

* 上記は税別価格です。  別途消費税を申し受けます。

* 教育機関および NPO 法人向けライセンスもございます。

*  ボリュームライセンスの価格レベルごとの価格詳細や保守について詳しくは、 ボリュームライセンスご案内 PDF をご覧ください。

カタログ No. 22315A

https://downloads.claris.com/kk/downloads/pdf/FSLP_A4.pdf

