
ワークスタイルがこれで変わる！ 
 

システムの動作環境 部品体系 

個別ソリューションメニュー 

販売価格（税別） 

サーバー 

クライアント 

対応OS ： Windows 2000 Server、Windows 2003 Server  (Lotus Dominoがサポートするバージョンに準拠) 

Lotus Domino ： 6.x、7.0、8.x対応 

対応OS ： Windows 2000、Windows XP、Windows Vista  (Lotus Notesがサポートするバージョンに準拠)

Lotus Notes ： 6.x、7.0、8.x対応 

ブラウザ ： Internet Explorer6.0以降 

まいきゃびWorkflowエンジン 

まいきゃびWorkflowアプリケーション 
（1製品） 

1サーバーライセンス　 

50ユーザーライセンス 

100ユーザーライセンス 

200ユーザーライセンス 

500ユーザーライセンス 

1,000ユーザーライセンス 

EIPコンサルティングサービス 

Lotus Notes/Domino マイグレーションサービス 

Lotus Notes/Domino 性能改善サービス 

Lotus Notes/Domino 機能性／使用性改善サービス 

Lotus Notes/Domino 運用サポート／維持管理サービス  
 

¥700,000

¥400,000 

¥600,000 

¥800,000 

¥1,400,000 

¥2,000,000

まいきゃびAdministrator 1カンパニーライセンス　 ¥250,000

まいきゃびVoIP 1サーバーライセンス　 ¥600,000

まいきゃびSales 2 1サーバーライセンス　 ¥2,400,000

まいきゃびISO 2 1サーバーライセンス　 ¥500,000

まいきゃびStation for ノーツ インストールキット + 10PCライセンス ¥36,800

まいきゃびWorkflowアプリケーションを同時に複数購入される場合は別途ご相談ください。 

まいきゃびシリーズに関する資料請求はE-Mailでも承っております。　E-Mail : mycabi@keyware.co.jpサービスメニュー 内　容 

ワークフローソリューション 

まいきゃび Travel（出張管理システム） まいきゃび ISO 2（ISO文書システム） 

まいきゃび Ringi（稟議申請システム） 
まいきゃび Tatekae（仮払申請システム） 
まいきゃび Supply（物品申請システム） 
まいきゃび Traffic（交通費請求システム） 
まいきゃび Jinji（人事申請システム） 
まいきゃび Kinmu（勤務管理システム） 

ISO文書管理をノーツで実現する下記の製品が 

組み込まれています。 

1. 文書管理 

2. 記録管理 

　・障害管理 

　・クレーム管理 

　・レビュー管理 

用途別に申請書を検索できる「ナビゲー 
ションメニュー」を作成するためのツール 

まいきゃび Navigation

●電話発信機能 
●音声メール受信・読み上げ機能 
●在席確認機能 

まいきゃび VoIP

まいきゃび Station for ノーツ 

CSVファイルとのデータ交換を行うツー 
ルや拡張アドレス帳等を含んだツール 

まいきゃび Administrator

ユーザー独自の申請書 

業務用アプリケーション ドキュメント管理 オプション製品 

ユーザー環境切替 
ツール 

VoIP-Notes 
連携ソリューション 

営業業務に関わる申請書を 
管理・申請する 
●引合情報 
●見積申請 
●受注申請 
●顧客折衝 
●信用調査 

まいきゃび Sales 2 

営業業務ワークフロー 
アプリケーション 

まいきゃびWorkflow

Workflowエンジン 
申請・承認・管理者などのワーク 
フロー設定に必要なきめ細かい 
機能を提供します。 
 

カスタマイズフリーの 
サンプルデータベース 

連携による 
機能強化 

カスタマイズ 

連　携 

連　携 

連　携 

連　携 

機能 
強化 

 

情報ポータル、アプリケーションポータル、ナレッジポータル等の、企業情
報ポータル導入コンサルティング  
 
Dominoサーバー（メール／DB）移行、アプリケーション（テンプレート／
データ）移行、サーバー統合、eメール統合、ドメイン統合等のマイグレー
ションサービスの提供 

性能診断、Dominoサーバー性能、アプリケーション性能、ネットワーク性
能等の性能改善サービスの提供 

メッセージング、ワークフロー、文書管理、検索、ディレクトリサービス等の
機能性／使用性改善サービスの提供  
基幹システム連携、モバイル／VoIP連携の提供 

運用設計、ヘルプデスクサポート、アプリケーション維持管理等の運用サ
ポート／維持管理サービスの提供 

ハウジング／ホスティングサービスの提供（シェアードホスティングサービス） 

※上記以外のLotus Notes/Dominoのサポートするその他のOSについては個別対応 Workflow

Lotus Notes/Domino ハウジング／ホスティングサービス 

※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 
※本カタログに掲載されている内容は予告無く変更される場合があります。 

キーウェアソリューションズ株式会社 

キーウェア北海道株式会社 

キーウェア九州株式会社 

キーウェア西日本株式会社 本社 

本社 

中部ITセンタ 

八幡山事業所 

キーウェアグループ 
〒160-8422　東京都新宿区新宿3-1-13（京王新宿追分ビル） 
TEL 03-5369-1111    FAX 03-5369-1119

〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18 
TEL 03-3290-1111　 FAX 03-3290-6819

キーウェアサービス株式会社 〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18 
TEL 03-3290-2501　 FAX 03-3290-2509

〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-10（損保ジャパン道修町ビル8F） 
TEL 06-6202-3711    FAX 06-6202-3770

〒460-0008　名古屋市中区栄2-9-3（伏見第一ビル5F） 
TEL 052-220-5677    FAX 052-220-5680

〒060-0807　札幌市北区北七条西1-1-5（丸増ビルNo.18） 
TEL 011-757-8551    FAX 011-757-2322

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル） 
TEL 092-452-0950    FAX 092-452-0953

株式会社クレヴァシステムズ 〒105-0014　東京都港区芝3-24-21（三和ビル） 
TEL 03-5443-3511    FAX 03-5443-3561

0909KNT2000

再生紙を使用しています 
インクは環境に配慮した 
大豆インクを使用しております。 



まいきゃびWofkflowシリーズの構成 

まいきゃびWorkflowの主な特徴 

経理・購買 

経理・購買 

経理・購買 

経理・購買 

人事関連 

●ISO文書システム　 
　まいきゃびISO2  
　・文書申請書 

　・クレーム記録文書  

　・障害処理票 

　・レビュー記録文書 　 

文章管理 

勤　務 

●稟議書　 
　まいきゃびRingi  
　・稟議書  

稟　議 

■詳細かつ柔軟な経路設定機能 

　・最大５０承認者（１ルート１０承認者で最大５ルートまで）の設定が可能。 

　・ルート単位に様々な承認方法（順次、合議［ａｎｄ／ｏｒ／優先］）の設定が可能。 

　・承認期限の設定と期限切れ時の対応（承認／否認）の設定が可能。 

　・承認者単位でノーツメール通知ＯＮ／ＯＦＦの設定が可能。 

　・コメント入力／表示の設定が可能。   

　・承認／否認文書のアーカイブ機能。   

　・決裁番号の自動採番機能。  

今までとは違う 
あなたのワークスタイルを 
完全にサポート！ 
 
 
まいきゃびＷｏｒｋｆｌｏｗは、グループウェアのデファクトスタンダードであるＬｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ/Ｄｏｍｉｎｏ
対応のワークフローアプリケーションです。 
ワークフローによって社内プロセスを明確にし、承認・決裁手続きの厳格化、意志決定スピードのアッ
プ、重複業務削減による作業効率の向上を実現します。 
又、電子申請によるペーパーレス化によって、紛失／改ざん防止、申請書（紙）ならびに保管スペース
の削減を実現します。 
まいきゃびＷｏｒｋｆｌｏｗは、内部統制（日本版ＳＯＸ法）の整備、環境対策（ＥＭＳ：環境マネジメントシス
テム）を含め、ビジネスフローを変革したワークスタイルを完全にサポートします。 
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  ワークフローイメージ 

最大5ルート10レベル迄設定が可能 

【経路選択の組み合わせ例】 

まいきゃびSales2（営業業務ワークフローシステム） 

複数の申請ワークフロー業務の 
一括管理機能 
ワークフローエンジン機能により、1つのワ
ークフローデータベースから複数の申請書
の申請／承認が可能です。       
申請／承認を行う際、申請書ごとのデータ
ベースを探す必要がなく、スムーズに申請
／承認業務を行うことができます。     

●出張管理 
　まいきゃびTravel  
　・出張申請書 

　・出張清算書 

　・事後申請書 

 

●仮払申請 
　まいきゃびTatekae  
　・仮払申請書 

　・精算申請書 

　・事後清算書 

 

●交通費請求 
　まいきゃびTraffic 
　・交通費請求書 

●物品申請 
　まいきゃびSupply  
　・物品申請書 

　・注文書※  

　・検収書※  

●人事申請 
　まいきゃびJinji 
　・住所変更届 

　・家族異動届 

　・休日振替申請書 

　・時間外計画書 

　・時間外実績書 

　・休暇申請書 

　・名刺作成申請書 

　・教育・研修申請書 

　・永年勤続休暇申請書 

　・見舞金申請書 

　・社員バッチ申請書 

●勤務管理 
　まいきゃびKinmu 
　・勤務表 

　・日報情報※　 

※Workflow申請書ではない帳票 

■ダイアログ画面を用いた文書表示機能    

■承認経路の動的な変更機能    

■承認者不在時の代理・代行機能※１    

■一括承認機能   

■承認者の絞り込み選択機能※１    

■メール機能を用いた情報伝達機能 

■役職者の階層調整機能※１ 

■ＶｏＩＰ連携機能（在席確認・電話発信機能）※2 
　※１ 本機能を利用するには、別売の「まいきゃびＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ」が必要です。 
　※2 本機能を利用するには、別途VoIP製品が必要です。 

 

1レベル 

3レベル 3レベル 2レベル 3レベル 

3レベル 2レベル 2レベル 3レベル 

権限、職責及び職務に基づく 
適切なアクセス権限設定により 
データの正当性を確保 

権限、職責に応じた 
査閲・決裁・承認の業務プロセスを 
ワークフローとして 
システムに組み込むことにより 
データの正当性を確保 

営業部門 

営業部門 

審査部門 

申請者 

承認者 

まいきゃび 
Workflow
まいきゃび 
Workflow

まいきゃび 
Sales2

受注伝票 
作成 

受注伝票 
確認・承認 

 申請 

管理部門  

審査 参照 

与信残高 
確認 

受注登録 

申請書の現在の状態確認 

査閲 

査閲 承認 

引き合い→見積申請→受注申請　営業申請プロセスを一元管理　※オプションで信用調査、顧客折衝記録機能を組込み可能。 
申請・承認プロセスの履歴情報の保存による監査機能の強化 


