
まいきゃび

KEYWARE Front Solution Service ‘Mycabi’ Series

あらゆるビジネスシーンに対応する、

簡単・高機能ワークフローソリューション。

HCL Notes/Domino® 対応
ワークフローシステム

内部統制の整備、環境対策を含め、あなたのワークスタイルを
完全にサポートします

完全独立型のワークフローエンジン
ワークフローエンジン（申請･承認や経路設定）と申請書アプ
リケーションが独立分離しているため、ワークフロー制御に
影響することなく迅速・簡易に業務にあわせて申請書をカス
タマイズすることができます。
変革する業務要件への対応も簡易なため、一般のワークフ
ロー製品と比較して運用・維持管理コストを大幅に軽減する
ことができます。

ブラウザー・モバイルに完全対応
NotesクライアントだけでなくWebブラウザーやスマート
フォン・タブレットにも対応。ブラウザーの画面ではXPages
の使用により洗練された直感的な操作性を実現。
スマートフォン専用の見やすいレイアウトも用意しているの
で外出先からでも手軽に参照・承認ができます。

サンプル申請書を同梱
製品にはすぐに使えるサンプル申請書アプリケーションを同
梱しています。購入・セットアップするだけで、すぐにワー
クフローをご利用いただけます。
もちろん、お客様のお好みの申請書にカスタマイズしていた
だけます。

申請書のカスタマイズで本格的な業務にも対応
当社が持つ豊富なワークフロー開発／導入経験を活かして、
お客様の複雑な申請業務をワークフロー化するサービスもご
提供いたします。
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まいきゃびWorkflowの主な機能

■詳細かつ柔軟な経路設定

・最大100（10ボックス×10レベル）の承認者を設定可能
・ルート単位に多彩な承認方法（順次・合議[or/and]）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
・承認者単位でメール通知のON/OFF指定が可能
・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
・決済番号の自動採番機能

サーバー

対応OS ： Windows Server 2008、2012、2016、2019
（HCL Dominoがサポートするバージョンに準拠）

HCL Domino ： 8.5.3 (Upgrade Pack 1)、9.0.x、10、11

クライアント

対応OS ： Windows 7、Windows 8.1、Windows 10
（HCL Notes と Internet Explorerがサポートするバージョンに準拠）

HCL Notes ： 8.5、9.0.x、10、11

ブラウザー ： Internet Explorer 11以降

（HCL Dominoがサポートするブラウザーのバージョンに準拠）

モバイル端末 ： iPad、iPhone、Android

（HCL DominoがサポートするOS、ブラウザーのバージョンに準拠）

■全申請書のステータスをみる「未決箱」

■承認経路の動的な変更

■承認者不在時の代理・代行

■一括承認（Notes クライアントのみ）

■承認者の絞り込み選択

■役職者の階層調整

アプリケーション構成

動作環境

販売価格（税別）

まいきゃびWorkflowエンジン 1サーバーライセンス ¥1,000,000＿

その他費用（参考価格）
お客様の環境・ご要望により変動いたします。

導入・構築費用 ¥200,000～

まいきゃびサポート（5インシデント） ¥150,000＿

■専用ユーザーマスタ（同梱）によるワークフロー制御

お問合せ先

〒156-8588 東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL 03-3290-6734 FAX 03-3290-2509

https://www.keyware.co.jp/keywareservice

mycabi@keyware.co.jp

Support Service Cycle は、お客様のITライフサイ

クル全般にわたり一貫したサービスを提供する、

キーウェアサービスのオリジナル・コンセプトです
本カタログに掲載されている内容は予告なく変更される場合があります。

掲載されている会社名、製品名、製品ロゴはそれぞれ各社の商標または登録商標です。
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システムアプリケーション(nsf)

・・・

申請書アプリケーション(nsf)

まいきゃびWorkflow は、4つのシステ
ムアプリケーション(nsf)と、申請書ア
プリケーション(nsf)で構成されます。

製品には、サンプル申請書 (nsf)が同
梱されています。



Customization

Approval process

Mobility Workflow Engine
安心のマルチプラットフォーム

Notesクライアントが持つ強力なユーザーインターフェース。

一般的な入力・選択はもちろん、従来から持つ独自のリッチ
テキストなど、専用クライアントならではの複雑で豊かなイ
ンターフェースが専用業務アプリケーションに匹敵する機能
実装を実現します。

いつでも、どこでも、快適に

複雑な承認経路にフィット

どんどん増やせる 既存の資産も活用

さらに使いやすく

申

請

者

条

件

比

較

承
認
者

ボックス1（順次）

3レベル

承
認
者

承
認
者

ボックス2（合議 or）

2レベル

承
認
者

ボックス3（順次）

2レベル

承
認
者

ボックス4（合議 and）

3レベル

ボックス5（順次）

1レベル

承認者

承認者

承認者

承認者

承認者

承認者

承
認
者

ボックス2（順次）

3レベル

承
認
者

承
認
者

承
認
者

ボックス3（順次）

2レベル

承
認
者

ボックス1（合議 and）

3レベル

承認者

承認者

承認者
承
認
者

ボックス4（順次）

3レベル

承
認
者

承
認
者

最大10ボックス×10レベルまで設定可能

企業のモビリティを100%活用できます

まいきゃびWorkflow なら、利用者のケースに
よってデバイスを使い分けることができます。

■HCL Notes クライアント

ブラウザーでは、シンプルかつ直感的に操作できる洗練され
たインターフェースを実現。

Notesクライアントがない環境でも、まいきゃびWorkflow 
が持つ多彩な機能をご利用いただけます。

■Webブラウザー

外出先からスマートフォンで見るときは、スマートフォン用
の専用レイアウトを表示。

いつでも・どこからでも、手軽に・迅速な対応を実現します。

■スマートフォン・タブレット

• 頻繁に承認業務が発生する管理職はスマート
フォン

• 外出が多く、モバイルPCで素早くアクセスした
い営業職はWebブラウザー

• 社内で利用する一般社員は Notesクライアント

企業のモビリティ活用状況に合わせて導入でき、ま
た、これから変化していく環境にも柔軟に対応でき
ます。

承認方法の組み合わせで複雑な承認経路に対応します

ひとりの承認者が順番に承認していく「順次」。

複数承認者の全員合意または最初のひとりの決定を採用する「合議」。

グループを使用することで組織を承認者に設定することもできます。

これらを組み合わせることで、複雑な承認経路が実現できます。

承認者の指定も多彩に

組織の承認ルールによって最適な承認者指定方法をお選びい
ただけます。

• 申請者が承認者を選ぶ
• 承認者が次の承認者を選ぶ
• 経路設定であらかじめ決めておく
• 直上司を自動的に選ぶ

承認経路の組み合わせ例

独立したワークフローエンジン

用途に合わせて申請書アプリケーションが複数に分かれても、独
立したワークフローエンジンが統合管理します。

小規模からはじめて、徐々に無理なく申請書を増やしていく、そ
んな使い方も、まいきゃびWorkflow なら簡単に実現できます。

お客様の Notesアプリケーションを活用

お客様がお持ちの Notesアプリケーションも、ワークフローエ
ンジンの部品を組み込めば、まいきゃびWorkflow の申請書とし
て使えます。

使い慣れた画面をそのままワークフロー化できるため、利用者の
負担を最小限に抑えながらの業務改革を、まいきゃびWorkflow
がお手伝いします。
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ニーズに合わせて、キーウェアがカスタマイズいたします

お客様のルール・要望に合わせてカスタマイズできることが HCL Notes/Domino 最大の特徴です。

業種・業態を選ばず多くのお客様のニーズに応えてきたキーウェアが、まいきゃびWorkflow をお
客様専用のワークフローにカスタマイズいたします。

まずは気軽にキーウェアにご相談ください

• 既存の掲示板アプリケーションをワークフローとして作り替えて利用したい

• Notesクライアント用のフォームを、スマートフォン・タブレットでも使えるようにしたい

• 仮申請で一度承認された申請書を元に、確定申請をするような業務をワークフロー化したい

• 外部システムとの連携用にデータを出力したい

• 外部システムから受け取った情報を元に、申請書を自動起票したい

アプリケーションのカスタマイズ・開発費用は、製品の販売価格に含まれておりません。

お客様のご要望を伺い、個別にお見積もりをさせていただきます。


