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インフラジスティックス開発ツール
のライセンス・サービスのご紹介
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Ken Azuma

Speaker : Ken Azuma（東 賢）

f
Microsoft MVP

Windows Experience

Blog

 インフラジスティックス・ジャパン株式会社

 代表取締役／シニアUXアーキテクト

 「全ての状況における生産性の向上」と

「優れた UI / UX をお届けすること」の

２つをコアバリューとして、様々な形で

アプリケーションにかかわる皆様が、

優れたユーザーインターフェイスを通じ、

満足度の高いサービスを展開されるための

様々なお手伝いをさせていただいております。
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2006 年設立、本社所在地: 東京都渋谷区

会社概要

Copyright 2015 Infragistics Japan Co., 
Ltd.

社名 Infragistics Japan Co., Ltd.
インフラジスティックス・ジャパン株式会社

設立 2006 年 8 月

代表取締役 東 賢

所在地 東京都渋谷区神宮前 1-20-1 井門美竹ビル
2F

電話番号 03-6892-8034

米国本社 Infragistics, Inc.
1989 年創業、2000 年 ProtoView
Development Corporation、Sheridan 
Software Systems, Inc. の合併により設立
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Territories of Infragistics Japan

4
APAC Regions include Japanese market



要件定義 基本設計 詳細設計 実装
単体

テスト

結合

テスト

システム

テスト

実装段階で初めてUIコントロールの検討をするのでは遅い。ボタンやチェックボックスといった標準のUIコントロールを
前提として検討するように、サードパーティUIコントロールをもっと早期の工程で選択肢として検討するべきである。

要件定義 基本設計 詳細設計 実装
単体

テスト

結合

テスト

システム

テスト

要件定義段階などでUIコントロールの機能を把握し、安全な見積もり範囲や積極的に提案をできる範囲を知った
うえで要件を決定する。これにより実装・テスト段階での問題を最小限に抑制していくことが可能になる。

このような効率化の達成にベンダーの積極的なサポートが不可欠である



差別化要因となるような、個別の開発が必要なユニークなUIコントロール1

事実上スクラッチ開発が困難な大型のUIコントロール
（ガントチャートやスケジュールなど）

2

よくあるUI要件だが、思った以上に複雑な要件を持つもの
（データグリッドやチャートなど）

3

OS標準のUIコントロールで十分な要件4

点線部分が弊社製品の範囲。レベル4で十分と思った仕様がユーザーにとってはレベル３である場合が多く、多機能なコントロールがなければ追
加開発となる。この場合サードパーティUIコントロールの活用によって大きく生産性を高めることができる。レベルと使いどころの把握においても、ベ
ンダーのサポートの活用で最大限の効果を発揮できる。レベル２に該当する場合さらに効果が高い。
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INFRAGISTICS 製品群

ASP.NET
Windows Forms

WPF
Ignite UI (HTML5)

NUCLiOS (iOS)
Xamarin.form

SharePlus
ReportPlus

ICON

価格 : 198,000円 (1ライセンス, 税抜)

ASP.NET
Windows Forms

WPF
Ignite UI (HTML5)

NUCLiOS (iOS)
Xamarin.form

SharePlus
ReportPlus

ICON

Indigo Studio

価格 : 168,000円 (1ライセンス, 税抜)

Infragistics Ultimate Infragistics Professional



製品ライセンスと
サブスクリプションについて
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ご購入製品に含まれるもの

Infragistics Ultimate/Professional

製品ライセンス

UIコントロール群 サンプル・ヘルプ

サブスクリプション

最新版のご取得
開発サポート

サービスのご利用

製品ソースコードの

ご提供
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製品ライセンス

項目 Infragistics UI 開発コンポーネント

ライセンスが提供するもの
サブスクリプション期間内に取得した
バージョンの永続的な使用権

ライセンス形態
開発者ライセンス（開発者様の人数分)
サーバー ライセンス、
ランタイム ライセンス不要

インストール PC 数の制限
ライセンスを保持しているユーザーが利用する
限りにおいて無制限

ライセンス使用者 (開発者) 変更 弊社にて無償で対応
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サンプル・ヘルプ

 各種サンプルをご用意

 開発者ガイド、API ヘルプなどドキュメント類が充実
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 年間 2 回、最新版をリリース

 機能追加、最新のOS・ブラウザーへの対応

2016/12/31
サブスクリプション

満了／更新

2016/1/1
サブスクリプション

取得

2017/12/31
サブスクリプション

満了／更新

2015
Vol.2

2016 Vol.1
リリース

2016
Vol.1

2016 Vol.2
リリース

2016
Vol.2

2018
Vol.1

2018 Vol.1
リリース

購入より1年間有効な
サブスクリプション

2017 Vol.1
リリース

2017
Vol.1

2017 Vol.2
リリース

2017
Vol.2

2年目以降は
ご利用製品価格の半額で更新

サブスクリプション有効期間内は
最新バージョンを無償で取得可能

サブスクリプション:最新版の取得



13

サブスクリプション:開発サポート サービス

サポート サービス レベル
プライオリティ

（優先）
通常 トライアル

製品に関する技術的な Q & A ● ● ●

製品の障害対応 ● ● ●

製品ソース コードのご提供 (C#) ● ●

サポート エンジニアによる電話サポート
(9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00)

●

1 次回答までの所要時間 1 営業日以内 3 営業日以内 設定なし

Infragistics コントロールで提供されない機
能を追加する際の技術的アドバイス

●

費用 (1 ライセンスあたり)
¥50,000 / 年

(税抜き)
サブスクリプション

に付属
無償

(30日間のみ)



柔軟なライセンス形態・
サービスのご提案
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ご利用に合わせたライセンス形態をご準備

目的 ライセンス

• まずは小規模な導入を行いたい
• まずは効果測定を行いたい

通常ライセンス:
プライオリティ サポート、
複数年契約もご選択可能

• プロジェクト単位、あるいは部署単位での
導入を行いたい

• 製品キーの管理を簡略化させたい

コーポレート ライセンス:
まとまった本数をコーポレート ライセンスとして
ご購入いただくことでキーの管理を簡略化

• 組織内、企業内で UI 部品を共通化させたい
• 製品活用において専任の
技術サポート担当をつけたい

• 製品のサポート期間を延長したい
• 製品のメンテナンス期間を延長したい

特別契約ライセンス:
ご要望に応じたご契約内容のカスタマイズ
(担当営業までお問い合わせください)
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サブスクリプション : サポートレベル

Email
サポート

電話
サポート

サービスリリース
のご利用

一次回答までの
時間

プライオリティ・サポート
(￥50,000円/年 – 税抜き) ● ● ● 1営業日以内

通常サポート ● - ● 3営業日以内

トライアルサポート ● - ● 設定なし
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サブスクリプション複数年一括更新パッケージ

 更新手続きの簡略化

 運用コストの削減

単年更新 複数年更新
(2年)

複数年更新
(3年)

単年更新時と比較したコストメリット (イメージ)

1ライセンスあたりの
更新コスト比較
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プロフェッショナル サービス
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プロフェッショナル サービス ご提供事例

 大手ポータル サービス提供企業 様

 社内システムでのユーザビリティ向上に向けた画面開発の為のUX トレーニング

 大手メーカー情報システム会社 様

 社内システムの Silverlight から WPF への移行に伴う技術トレーニング

 サービス プロバイダー 様

 新サービス構築に向けた HTML5/jQuery 製品技術トレーニング

 ソフトウェア 開発ベンダー 様

 パッケージソフトウェアの新規バージョン開発に伴うデザイン コンサルティング
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まとめ
インフラジスティックス・ジャパン株式会社では、お客様での開発プロジェクトに

合せて、効果的且つ柔軟な運用が可能なライセンス体系をご提案をさせていただき

ます。

豊富な機能、高パフォーマンス、及びデザイン性に富んだUIコントロール群により

高い開発生産性を実現する「Infragistics Ultimate」の活用を是非、ご検討下さい。

製品のご導入に関するご質問、ご相談は、下記までお問い合わせください。

インフラジスティックス・ジャパン株式会社 営業部

03-6892-8034 / JapanSalesGroup@Infragistics.com

mailto:JapanSalesGroup@Infragistics.com
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