
はじめてのドキュメント管理導⼊にお悩みの⽅に救世主登場︕

DocuPack

全⽅位型ドキュメント管理システム

【製品概要】
「ドキュメント管理の基本となるセキュリティ、版管理、検索等の機能に加え、業務運⽤を考慮した「業務メ

ニュー」を実装し、使いやすさを追求したシステムとなっています。またモバイル利⽤や地図連携表⽰、名刺ス
キャナソフトとの連携等々のオプションも豊富に取り揃え、企業のドキュメント管理を強化します。」

リバーシブル
フォルダ表示

ステータス
管理 詳細検索 バージョン管

理

セキュリティ サムネイル
表示 操作ログ データ⼊出⼒

導⼊コンサル
ティング
「JIIMA認定 文書情報管
理⼠」による導⼊コンサル
ティング

※オプション
モバイル対応

※オプション
地図自動表示
株式会社ゼンリン社製地図
との連携

※オプション
名刺スキャナ
連携
株式会社 エヌジェーケー社
製やさしく名刺ファイリン
グ ＰＲＯとの連携

便利な機能と多彩なオプション︕

http://www.primebp.co.jp/seihininfo/seihininfo.htmlDownLoad 製品説明はこちら

第二版 2021年 12月1⽇発⾏



原本文書／添付文書の保存

原本文書は、⼀覧画⾯や検索結果
から直接文書を利⽤したり、サムネ
イル表⽰（⼀部制限あり）をするこ
とが可能です。

添付文書は、原本文書に対して関
連する文書を添付保存することが可
能です。
（利⽤ON、OFFも可能）

保持する属性情
報により、範囲指
定なと、速やかに
文書を探し出すこ
とが可能です。

詳細検索

保持する属性情
報をEXCEL出⼒す
ることが可能です。

検索により出⼒
する情報をセレク
トすることが可能
です。

文書を探すメイン画⾯は、フォルダ⼀覧から
でも、業務メニューからでもご利⽤になる内容
により文書種類毎に選択が可能です。

リバーシブルフォルダ表⽰

全⽅位型ドキュメント管理システム
DocuPack

文書管理に、業務に役⽴つ機能満載︕

フォルダ一覧表示

業務メニュー表示 EXCEL出⼒

文書一覧表示画面

ステータス管理（ワークフロー）

版管理

何時、誰、コメ
ントを保持しなが
ら、色々なステー
タス（承認、回覧、
差戻し）を設定し
て、ワークフロー
を利⽤することが
可能です。

各情報について、
何時、誰、理由を
残して、版管理を
することが可能で
す。

過去バージョンの一覧画面



全⽅位型ドキュメント管理システム
DocuPack

便利な機能と多彩なオプション︕

導入コンサルティング モバイル対応 ※オプション

地図自動表⽰ ※オプション 名刺スキャナ連携 ※オプション

株式会社ゼンリン社製地図との連携により、
DocuPackの住所情報を自動で地図表⽰す
ることができます。

株式会社エヌジェーケー社製「やさしく名刺
ファイリングPRO」との連携により、名刺ス
キャン情報をDocuPackに取得できます。

「⽇本文書情報マネイジメント協会
認定 文書情報管理⼠」による
文書管理の導入コンサルティングを

⾏うことができます。
インターネット経由にて、モバイルによる

DocuPac情報の「検索」、「参照」が可能です。
※モバイル対応のご利⽤には、別途専⽤Web環
境が必要です。（システム要件（推奨））

DocuPack

人、グループ、
情報、項目（フォ
ルダ毎）にセキュ
リティを設定し、
利⽤することが可
能です。

セキュリティ

操作履歴
情報の取り扱い

について、操作ロ
グを取得していま
す、管理者は操作
ログを検索、活⽤
することが可能で
す。

セキュリティ設定画面

操作履歴画面

その他便利な機能が満載︕︕

ログイン（メニュー切替）
リンク機能
⼀括削除
サムネイル
（ファイル種別に制限あり）
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■システム要件（推奨）

※１．SQL Server Express Edition （SQL Server 2014 Express以降）の無償DBを
利⽤時の制限は10GBです。

はじめてのドキュメント管理導⼊にお悩みの⽅に救世主登場︕

※．本仕様は2017年4月現在のものです。バージョンアップのため本仕様を予告なく変更す
ることがあります。

※．Microsoft,Windows, SQL Server, Windows7, Microsoft Corporationの米国及びその他
の国における商標または登録商標です。
※．Intel, Pentium, Coｒeは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
※．その他、会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

DocuPackアプリケーション 528,000円 サーバーライセンス
※1

環境構築 110,000円〜 ※2 ※3

初期導入指導 55,000円〜 標準指導4時間
※2 ※4

初期マスタ作成支援 110,000円〜 標準マスタ1業務
※2 ※4

導入コンサルティング 330,000円〜 ※2 ※4

※オプション
モバイルアプリケーション 528,000円 別途専⽤Web環境が必要

です。

※オプション
モバイルアプリケーション
環境構築

165,000円〜 ※2
※3

※オプション
地図連携オプション 308,000円

別途弊社と「地図表⽰
サービス」の契約が必要
です。※5

※オプション
地図連携オプション
環境構築

55,000円〜
お客様の環境により、追
加費⽤が必要となる場合
があります。※2 ※3

※オプション
名刺スキャナ連携オプション 198,000円

別途株式会社エヌジェー
ケー社製やさしく名刺
ファイリングPROと対応
スキャナーが必要です。

※オプション
名刺スキャナ連携オプション
環境構築

110,000円〜
お客様の環境により、追
加費⽤が必要となる場合
があります。※2 ※3

■DocuPackの特徴

■簡単な操作性
・ファイルサーバーとしての利⽤の場合は、フォルダ⼀覧画⾯から。
・業務に特化した情報を扱う場合は、業務メニューから運⽤形態に応じて、使
い勝⼿のよい画⾯を自由に選択し、簡単な操作でドキュメント管理を運⽤でき
ます。

■小規模（部署単位）から大規模（会社単位）運用まで対応
小規模の無償データベース（SQL Server Express Edition）のご利⽤から、

有償データベース（SQL Server ）による大規模な導入まで、導入規模に合わ
せた運⽤が可能です。

社内ネットワーク内だけでのセキュアな情報管理から、モバイル（オプショ
ン）を利⽤した社外での情報活⽤まで対応しています。

■カスタマイズが安価に可能
弊社オリジナルのデータ管理フレームワークを利⽤していますので、お客様

のご要望に応じたカスタマイズにも安価に対応いたします。

■DocuPack機能一覧（ユーザー機能）
■ログイン
■メイン画⾯（メニュー／フォルダ⼀覧）
■データ管理

・情報検索／詳細検索
・情報登録、変更、削除（原本文書、添付文書）
・リンク機能
・⼀括削除機能
・ステータス変更／ワークフロー編集
・ステータス履歴
・改訂履歴（版管理）
・情報入⼒／情報出⼒

■名刺情報連携 ※オプション
■地図表⽰ ※オプション
■モバイル機能 ※オプション

クライアント

OS︓Windows7,10以上
CPU︓1.0GHz以上
メモリ︓2GB以上
ディスプレイ解像度︓1024×768以上

データベースサーバー

DB︓SQL Server ※1
OS︓Windows Server 2008以降
CPU︓2.0GHz以上
メモリ︓6GB以上
HDD︓6GB以上の空き容量

※オプション
モバイルアプリケーション
WEBサーバー

OS︓CentOS Linux 7 (Core) 
Kernel: Linux 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64
WEBサーバー:Apache 2.0
APサーバー︓JBoss 6.1.0.Final

※オプション
モバイルアプリケーション
対応ブラウザ

ブラウザ︓Safari

■価格体系（税込）

フォルダ⼀覧表⽰画⾯

※1.購入後6ヶ月間無償です、以降年間保守料15%を頂きます。
※2.弊社規定の旅費交通費を精算させて頂きます、東京都内の場合は交通費は掛かりません。
※3.お客様の環境により、追加費⽤が必要となる場合があります。
※4.お客様のご要望により、別途お⾒積りをさせて頂きます。
※5.初期設定費⽤440,000円、月額費⽤（11,000PVまで）66,000円／月が必要です。

11,000PV以上のご利⽤は別途追加費⽤が発⽣します。

■DocuPack機能一覧（管理機能）
■グループ管理
■ユーザー管理
■メニュー管理／ワークスペース管理
■属性設定
■操作履歴

文書登録画⾯


