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データベースサブネット

運用環境 アプリケーションサブネット

【専用アプリ】
○Webサーバ
○PriBizアプリ

Edition PriBiz クラウド・サービスのシステム構成

データベースサブネット

【共用Flex/CMS】
○Webサーバ
○Flex/CMSアプリ

【専用アプリ】
○Webサーバ
○PriBizアプリ

【File】
○ファイル共有 ローカル

ネットワーク

アベイラビリティ・ゾーンA アベイラビリティ・ゾーンB

【RDS】
○PostgreSQL
（暗号化なし）

【ELB】
〇SSL証明書

【RDS】
○PostgreSQL
（暗号化なし）

Internet

多重化
AZ間の遅延は1～2ミリ秒

Amazon VPC

【Mail】
○SMTPサーバ

【ELB】
〇SSL証明書

【ELB】
〇SSL証明書※
（オプションあり）

【共用電子ｶﾀﾛｸﾞ】
○Webサーバ
○ebookアプリ

【ELB】
〇SSL証明書

TCP 443ポート ※共用サーバーではアクセス元IP制限なし TCP 443ポート ※専用サーバーはアクセス元IP制限可能

TCP 5432ポート
VPC内ローカルIP
からのみ接続可

メンテナンス
TCP 3389ポート
レゾロジック社からのみ接続許可

TCP 25ポート TCP 137ポート
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Edition PriBiz クラウド・サービスのセキュリティ

• ELB経由でアクセスするため、インターネットから直接アクセスされることはありません
• お客様専用サーバーでの利用ですので、アクセス元IP制限の設定が可能です（無料）
• SSL通信（https接続）です。SSL証明書は、Amazon社発行のDV認証です（タイプ１．標準仕様）
• 有料でジオトラスト社の「クイックSSLプレミアム」に変更可能です（タイプ２．DV認証）
• 有料でジオトラスト社の「トルゥービジネスID」に変更可能です（タイプ３．OV認証）
• 標準で独自ドメイン名での運用（標準仕様はAWSのRoute53でドメイン管理）に対応します
※お手持ちのドメインを自社DNSで運用するケースにも対応します

Webからのアクセスについて

ファイルセキュリティ（ESET File Security）を導入しています。

ファイルセキュリティ

以下の例外を除き、すべて同一VPC内のローカルネットワーク内の通信に限定されており、インターネット側からサーバー群
へのアクセスは制限されています。
【例外ポート】
TCP25ポート：メール送信用（アウトバウンド）
TCP3389ポート：メンテナンス用（インバウンド）
※ただしアクセス元IPアドレス制限でレゾロジック社外からのアクセスは不可

VPC内ローカルネットワークについて
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バックアップサービスとウイルス対策

Edition PriBiz クラウド・サービスは、世代バックアップ、逐次バックアップそしてウイルス対策が標準構成に含まれております。

ソフトウェアは毎日、 Amazon マシンイメージ（AMI）を作成し、7世代分が保存されます。

カスタマイズや更新に伴うトラブルが発生した場合でも、迅速に1日前の状態で復旧することが可能です。

AMI による世代バックアップ

高いウイルス検出率を誇る ESET File Security を採用しております。

ウイルス対策

データベースは逐次複製され、障害発生時には複製データの範囲でリストアサービスを受けられます。

*100%のデータリカバリを保証するものではありません。

データベースの多重化



5

Flex オプション｜Edition Flex 概要

Edition Flexは、多くのWeb to Printシステムの構築実績を元に開発した、Webアプリケーション専用
のブラウザパブリッシングモジュールです。

DTP 専用のソフトウェアの導入無しに、印刷データを作成する環境を提
供するアプリケーションです。

印刷用の高品位なフォントは、フォントサーバーが提供しますので、ク
ライアント PC にインストールする必要はありません。

Webブラウザで印刷データの作成・編集

デザインや CI 等が損なわれないように、編集可能箇所や編集項目など、
アレンジの自由度を素材や文字単位で、テンプレートに設定できます。

利用ユーザーは、テンプレートを選択し、素材の入替えや文字の編集を
行なって、レイアウトを崩すこと無く使用目的に沿った印刷データにア
レンジすることができます。

テンプレートをベースに高品位な印刷データを作成

Edition PriBiz のオンデマンド資材から Edition Flex 編集画面を呼び出
すことができます。

テンプレートを編集し、発注された原稿は、Edition PriBiz の発送拠点
ユーザーが PDF 原稿としてダウンロードすることができます。

Edition PriBiz と連携し、オンデマンド資材を編
集可能なシステムを構築
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Flex オプション｜DM 機能概要

DM対象資材として登録された資材のデザインや宛名レイアウトを編集し、宛名差込用のデータをアップロードして、原稿データを作成す
る機能をEdition PriBiz に追加するオプションサービスです。

ステップ バイ ステップで簡単にブラウザでデザイン編集できます。

デザイン固定、支社や代理店で背景データをアップロード可能など、用
途に応じて編集箇所をコントロールできます。

媒体の種類やサイズ、ページ数に制限はありません。

DM編集ウィザードで簡単デザイン編集

宛名レイアウトを編集したり、固定文言などを記載することも可能です。

差込用のデータは、選択した宛名レイアウトに対応したエクセルテンプ
レートを取得できます。

アップロードした差込データ全件のプレビューが可能です。

宛名レイアウトは用意された複数パタンから選択

差込用個人情報データは、暗号化通信によりアップロードされ、データ
ベースに暗号化して格納後、即時廃棄またはセキュアにアーカイブする
ことで、ファイルとして存在する時間を最小限に抑えます。

また、生成される印刷用原稿データはパスワード保護されます。文字は
アウトライン化され、文字データとして抽出できなくなります。

セキュリティ対策

差込プレビュー

宛名レイアウト
編集

デザイン編集

宛名差込データ
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専用サービス
（ミディアム）

専用サービス
（ラージ）

① サーバー初期設定費用
※サーバー１台ごと ¥250,000 ¥250,000

① アプリケーション初期設定費用
※アプリケーション１本ごと ¥84,000 ¥84,000

① Flex オプション初期設定費用
※アプリケーション１本ごと ¥56,000 ¥56,000

② サーバー利用料（月額） ¥120,000 ¥170,000
③ アプリケーション利用料（月額）
※アプリケーション１本あたり ¥44,000 ¥44,000

④ ID 単価（月額）
※登録 ID 1本あたり ¥0 ¥0

⑤ Flex オプション利用料（月額）
※連携する PriBiz アプリケーション
１本あたり

¥20,000 ¥20,000

⑥ Flex オプション ID 単価（月額）
※連携する PriBiz の登録 ID数あたり

別表：ID数別月額スライド価格 ①
参照

別表：ID数別月額スライド価格 ①
参照

サービス価格表 ①

月額費用 ＝ ②×サーバー台数 ＋ ③×アプリケーション数 ＋ ④×ID数 ＋ ⑤×アプリケーション数 ＋ ⑥×ID数

 専用サービス（ミディアム）では、アプリケーションは３本まで、登録ＩＤ数は合計５００ＩＤまでです
 専用サービス（ラージ）では、アプリケーションは６本まで、登録ＩＤ数は合計１０００ＩＤまでです

Edition PriBiz クラウド・サービスに、Flex オプションを追加した場合の価格構成です。

Flex のみご利用の場合は、 サービス価格表 ② をご覧ください。
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オプション費用

※出張講習の場合、現地までの交通費(実費) 別途

その他のオプションの価格です。

製品名 価格 単位 備考

SSL証明書（タイプ２）取得・設定 ¥22,000 年単位 SSL証明書のタイプをジオトラスト社のDV認証タイプに変更します。
（デフォルトのSSL証明書は、Amazon発行のDV認証タイプです）

SSL証明書（タイプ３）取得・設定 ¥33,000 年単位 SSL証明書のタイプをジオトラスト社のOV認証タイプに変更します。
（デフォルトのSSL証明書は、Amazon発行のDV認証タイプです）

電子カタログオプション ¥5,000 月単位 電子カタログオプション利用料です。

貸出品オプション ¥5,000 月単位 貸出品オプション利用料です。

DeepSecurityオプション ¥70,000 月単位 DeepSecurityオプション利用料です。

※以下のオプションはEdition Flexの契約が必須です。

DM宛名オプション ¥5,000 月単位 DM宛名オプション利用料です。

カスタムカタログオプション ¥10,000 月単位 カスタムカタログオプション利用料です。
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別表：ID数別月額スライド価格①

専用サービスでの Flex オプション価格は、下表のとおり数量で変化します。

ID数 金額

100 ID まで ¥29,900

200 ID まで ¥56,800

300 ID まで ¥80,400

400 ID まで ¥100,800

500 ID まで ¥118,000

600 ID まで ¥132,600

700 ID まで ¥143,500

800 ID まで ¥151,200

900 ID まで ¥155,700

1,000 ID まで ¥158,000

 Flex オプション ID数は Edition PriBiz ID数でカウントされます。
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サービス価格表 ②

B to B 向け Edition Flex/CMS 単独のクラウドサービス（共用サーバ）の価格構成です。

Flex 単独クラウドサービス

① サーバー初期設定費用
※サーバー１台ごと ¥0

① Edition Flex 初期設定費用
※アプリケーション１本ごと ¥56,000

② サーバー利用料（月額） ¥0
③ Edition Flex 利用料（月額）
※アプリケーション１本あたり ¥44,000

④ Edition Flex ID 単価（月額）
※ID数あたり

別表：ID数別月額スライド価格 ②
参照

月額費用 ＝ ③×アプリケーション数 ＋ ②ID数別月額

ID数 金額

100 ID まで ¥59,850

200 ID まで ¥113,400

300 ID まで ¥160,650

400 ID まで ¥201,600

500 ID まで ¥236,250

600 ID まで ¥264,600

700 ID まで ¥286,650

800 ID まで ¥302,400

900 ID まで ¥311,850

1,000 ID まで ¥315,000

別表：ID数別月額スライド価格 ②

PriBiz以外のストアフロントWebアプリからのご利用が可能です。
公開しているFlex/CMSの連携APIを使ってご利用ください。
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サービス価格表 ③

B to B 向け Edition Flex/CMS 単独のクラウドサービス（専用サーバ）の価格構成です。

Flex 単独クラウドサービス

① サーバー初期設定費用★
※サーバー１台ごと
※都度見積り

¥250,000

① Edition Flex 初期設定費用★
※アプリケーション１本ごと
※都度見積り

¥56,000

① PDFlib＋PDI
※初年度保守つき ¥387,000

② サーバー利用料（月額） ¥220,000
③ Edition Flex 利用料（月額）
※アプリケーション１本あたり ¥44,000

④ Edition Flex ID 単価（月額）
※ID数による料金設定はなし ¥0

⑤PDFlib＋PDI（年額）
※次年度以降保守 ¥77,400

オプション 金額

SSL証明書（タイプ２）
※GeoTrust社クイックSSL（毎年） ¥40,000
SSL証明書（タイプ３）
※GeoTrust社トゥルービジネスID（毎年） ¥53,000

LETSフォント(物理サーバー) ¥567,000

LETSフォント(クラウドサーバー) ¥830,000

モリサワフォント(全書体) ¥450,000

ダイナフォント(全書体) ¥600,000

オプション（年額）

★「サーバー初期設定費用」、「Edition Flex 初期設定費用」はAWS環境に
共用Flexと同等のFlex/CMSを構築した時の参考価格を表示しています。

※専用サーバーサービス（ミディアム・ラージ）の場合のみ利用可能。
SSL証明書のタイプをGeoTrust社発行の証明書に変更します。
（デフォルトのSSL証明書は、Amazon発行のDV認証タイプです）

月額費用 ＝ ②×サーバー台数 ＋ ③×アプリケーション数 ＋ ④×ID単価
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モリサワ社フォント利用について

• Edition Flexクラウドサービスでモリサワフォントを使いたい場合には、モリサワ社との直接ライセンス契約を結ぶことで利用すること
ができます。

• Edition Flexで利用する際にはモリサワ社の「サーバアプリケーション用フォントライセンス インターネット利用A」が適用されます。

• モリサワ社とのライセンス契約内容に従ってEdition Flex側の設定が必要になります。このためライセンス申込みはレゾロジック社にて
お取次ぎをさせていただく必要があります。

※オンプレミスでFlexを運用される場合には別途お問い合わせください。

オプション 金額

1書体パック ¥103,800

2書体パック ¥122,840

3書体パック ¥141,990

4書体パック ¥160,920

5書体パック ¥172,850

10書体パック ¥223,300

18書体パック ¥254,520

28書体パック ¥383,880

全書体パック ¥450,000

モリサワフォントサーバーライセンス（年額）

※最新の価格表はメーカーHPをご参照ください

http://www.morisawa.co.jp/products/fonts/server-font/

【利用開始までの流れ】

1. 【モリサワフォント】サーバ用フォントライセンス申込書をダ
ウンロードします
（ https://www.pribiz.net/pribiz-docs/morisawa.html ）

2. 申込書に必要事項を記入し、support-flex@reso.co.jp にお送
りください

3. レゾロジックにて、Flex利用環境情報を添えてモリサワ社にラ
イセンス契約申請します

4. モリサワ社にて、ライセンス契約の審査を行います
5. ライセンス契約の審査後に、レゾロジックより御見積書とライ

センス申請書をお送りします
6. 貴社にてライセンス申請書に署名捺印の上レゾロジックに郵送

してください
7. レゾロジックにて、お客様ご利用Flex環境に対して申請のあっ

たフォントを追加いたします
8. ご利用開始月の月末にライセンス利用料（年額）をご請求させ

ていただきます

Edition Flexの利用申し込みと同時にお申込み頂いても、Flexの利
用開始とモリサワフォントの利用開始時期にはタイムラグが発生
することがありますので予めご注意ください。
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Edition PriBiz のメンテナンス方法と Edition Flex オプションのテンプレートの制作方法の講習費用です。

講習費用

製品名 価格 備考

Edition PriBiz メンテナンス講習 ¥55,000
Edition PriBiz のメンテナンス方法の講習費用です。
Edition PriBiz 立ち上げ時のマスターメンテナンス方法を解説します。
※4時間／2名様まで

Edition Flex テンプレート制作講習 ¥55,000
Edition Flex で使用する素材の作成・登録方法、テンプレート制作方法
およびウィザード編集画面の設定方法を解説します。
※4時間／2名様まで

※出張講習の場合、現地までの交通費(実費) 別途
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オンプレミスでのご購入価格です。

オンプレミス価格

製品名 価格 費用区分 費用単位 備考

Edition PriBiz ¥4,860,000 導入時のみ サーバ毎
6 CPU 迄

Edition Flex ¥2,860,000 導入時のみ サーバ毎
6 CPU 迄 Edition PriBiz 以外のアプリケーションから単独で利用可能です

LETS
フォントライセンス ¥567,000 年額 サーバー毎 Edition Flex利用時のフォントライセンス価格例です

（フォントワークス社 LETS）

LETS
フォントライセンス
（クラウド環境）

￥830,000 年額 サーバー毎 同上。物理サーバーではなくクラウド環境上のサーバーで運用する場合はこちら

PDFlib + PDI ¥387,000 導入時のみ サーバー毎
Edition Flex および DM オプションご利用時に必須の PDF 生成
ライブラリです
初年度保守が含まれます

PDFlib + PDI
次年度以降保守 ¥77,400 年額 サーバー毎 PDF 生成ライブラリ次年度以降保守です

運用時には保守ご加入が条件になります

Edition PriBiz 保守 ¥51,800 月額 サーバー毎 運用時には保守ご加入が条件になります

Edition Flex 保守 ¥30,000 月額 サーバー毎 運用時には保守ご加入が条件になります

本資料の PDF データは、Edition PriBiz ドキュメント公開サイト

https://www.pribiz.net/pribiz-docs/

からダウンロード可能です。

https://www.pribiz.net/pribiz-docs/
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