1 ユーザ月額 800 円 * で始める
ワークプレイス · イノベーション · プラットフォーム

スタートアップ企業応援プログラム
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設立から3 年以内の企業を応援！
今だけお得なボリュームライセンス プログラム
通常の年間ライセンスを

最長 3 年間 50％ オフで提供

FileMaker Cloud for AWS 利用で
リモート構築サポート

激変の時代を生きぬくために…
システムも究極まで磨き上げたもので競争する
https://content.claris.com/ja_startup-promo

つの
なぜスタートアップ企業に FileMaker が選ばれるのか？ 3理由
FileMaker プラットフォームでは、Windows、macOS で構築した自社専用のカスタムアプリケーションを、Windows、Mac、iOS、Web ブ
ラウザからアクセスできるように自動的にコーディングしてくれます。
REST API、cURL オプションおよび JSON 関数を使用すると、他
の Web サービスやアプリケーションと簡単にデータを交換できます。SQL、ODBC/JDBC、XML などの既存のデータソースと接続する
こともできます。
業務をまたがった複数のシステムにわたるプロセスを管理し、
情報のビューを作成できます。
FileMaker Cloud for AWS
を利用すれば、
自分で作成した App に外出先からアクセスすることができるようになります。
誰かが汎用的に作ったアプリケーションを
自社に導入してアプリに合わせて働くのではなく、
自社専用のアプリで働き方を変えませんか？激変の時代を生きぬくために...システム
も究極まで磨き上げたもので競争する...是非 最新のテクノロジーと連携可能な FileMaker プラットフォームをご選択ください。

❶ 小さく始めて大きく育てる開発

ビジネスシーンに応用可能な 16 種類の App
を利用して、すぐに使い始めることができます。

無料コンテンツの入手方法はこちら

www.filemaker.com/jp/startup

❷ イノベーションが必要なときに
現場でChange

直感的に操作しやすい柔軟な画面デザインツー
ルや日本語スクリプトを使用し、変化するニー
ズに合わせて App をカスタマイズすることが
できます。

❸ 社内開発でも、外部委託でも、ハイ
ブリッドでも開発
ファイルメーカー社の認定パートナーによるサ
ポートを受けることができます。無料のテンプ
レートでスタートし、ビジネスの成長に合わせ
て新たなコンテンツが必要 になったら、新規
App 開発委託・既存 App のカスタマイズ・自社
App 開発のためのトレーニング提供も可能です。

FileMaker 18 にて標準提供される様々な用途に応じた App
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* 通常 1 ユーザ月額換算 1,600 円 ( 税別 ) のところ、本割引が適用される組織に対して、最長 3 年間まで月額換算 800 円 ( 税別 ) にてご利用いただけます（最低 5 ユーザ以上、新規年間一括契約が必要、更新時は適用外）
本プログラムは 2019 年 5 月 23 日から 2020 年 9 月 25 日までの期間中に日本国内で締結された契約が対象です。また、その他すべてのご利用条件に従う場合のみ有効です。
本割引が適用される法人・団体は、資本金 1 億円未満、かつ従業員数 100 名未満で、設立から 3 年以内の法人に限定されます。
ご契約の際は、履歴事項全部証明書の提出（コピー、メール・ FAX 可）が必要です。法人登記簿にて設立日が確認できない場合は、本割引は適用されません。
本割引は、 FileMaker ユーザライセンスの年間契約にのみ適用され、同時接続ライセンスおよびサイトライセンスには適用されません。また、年間契約を途中解約された場合でも、返金することはできません。
FileMaker ユーザライセンスでは、FileMaker Pro Advanced、FileMaker Go および FileMaker WebDirect を含む、すべての FileMaker クライアントの使用が許可されます。
FileMaker ユーザライセンスには、FileMaker Server 3 台までのインストールが含まれます。 FileMaker Cloud for AWS を利用する場合、3 台のうち 1 台のみを BYOL (Bring Your Own License: ライセンスを持ち込みす
ること) ができます。 FileMaker Cloud for AWS を利用する場合、 AWS インスタンス費用等はお客様にて直接AWS へお支払いください。
• 本プログラムには、通常のテクニカルサポートの他にリモート構築サービス 15 分 x 5 回が含まれます。テクニカルサポートサービスには、 FileMaker 製品のインストールやソフトウェアの起動のサポートが含まれますが、カスタム
App の作成・カスタマイズは含まれません。
• 詳しくはプロモーション Web ページをご覧ください: www.filemaker.com/jp/startup
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Claris 法人営業本部

0120-983-878（受付時間：1 0:00-17:30、祝日を除く月曜日から金曜日） japan-sales@claris.com
本文中に記載されている内容は断りのない限り2019年12月現在のものです。
© 2019 Claris International Inc. FileMaker、ファイルメーカーおよびファイルフォルダロゴは、米国および／またはその他の国々におけるClaris International Inc.の商標です。 Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、 Mac、Mac ロゴ、OS X は米国および他の
国々で登録された Apple Inc. の商標です。 iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国
における登録商標です。 Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。製品の仕様、価格、発売時期は、予告なく変更される
場合があります。FileMaker のソフトウェアは、同ソフトウェアのライセンス契約の条件に従って使用許諾されるものです。料に記載された内容は情報提供のみを目的としています。本資料の内容は、ライセンス製品の許可された使用について説明したものであり、
お客様との契約ではありません。 ボリューム本ライセンス契約に基づいてライセンス許諾された製品の使用は、契約の条項および条件に従う必要があります。 本資料の情報と契約の内容に矛盾がある場合は、契約の条項と条件が優先されます。 Claris
International Inc. 代理店を通じて取得されるライセンス価格はFileMaker, Inc. 代理店によって決められるものです。 明示または黙示に関わらず、これらの情報についてClaris International Inc.およびクラリス・ジャパン株式会社はいかなる責任も負わない
ものとします。
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