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Pirates Buster 製品価格一覧

Pirates Buster for WebDocument 製品構成／希望小売価格（※本価格は1CPUに対する価格です）

区分 商品コード 製品名 内容 補足
希望小売価格

（税抜）

PBPA270101 WebDoc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 別途ユーザライセンスが必要です。 *1 *7 ¥1,500,000

PBPA270201 WebDoc （30～99）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥10,000

PBPA270202 WebDoc （100～499）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥9,000

PBPA270203 WebDoc （500～999）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥8,000

PBPA270204 WebDoc （1,000～1,999）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥7,000

PBPA270205 WebDoc （2,000～4,999）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥6,000

PBPA270206 WebDoc （5,000～）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥5,000

PBPA270301 WebDoc (Model 100) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 100人利用まで *2 *7 ¥800,000

PBPA270302 WebDoc (Model 1000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 1,000人利用まで *2 *7 ¥1,600,000

PBPA270303 WebDoc (Model 3000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 3,000人利用まで *2 *7 ¥2,400,000

PBPA270304 WebDoc (Model 10000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 10,000人利用まで *2 *7 ¥3,200,000

PBPA270305 WebDoc (Unlimited) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 利用者数無制限 *2 *7 ¥4,800,000

PBPA270402 WebDoc Web認証ｵﾌﾟｼｮﾝ 製品オプション *3 *7 ¥1,200,000

PBPA270406 一太郎ｵﾌﾟｼｮﾝ 製品オプション *4 ¥1,500,000

PBPA270407 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ 製品オプション *5 *7 ¥1,200,000

PBPA270408 暗号化ﾓｼﾞｭｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ 製品オプション *6 ¥1,200,000

PBPA270111 WebDoc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥1,500,000

PBPA270311 WebDoc (Model 100) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥800,000

PBPA270312 WebDoc (Model 1000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥1,600,000

PBPA270313 WebDoc (Model 3000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥2,400,000

PBPA270314 WebDoc (Model 10000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥3,200,000

PBPA270315 WebDoc (Unlimited) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥4,800,000

PBPA270412 WebDoc Web認証ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥1,200,000

PBPA270417 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥1,200,000

PBMA270101 WebDoc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ年間保守 基本パッケージ年間保守 *7 *8 ¥225,000

PBMA270201 WebDoc （30～99）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守  /User ユーザライセンス年間保守 *8 ¥1,500

PBMA270202 WebDoc （100～499）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守 *8 ¥1,350

PBMA270203 WebDoc （500～999）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守 *8 ¥1,200

PBMA270204 WebDoc （1,000～1,999）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守 *8 ¥1,050

PBMA270205 WebDoc （2,000～4,999）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守 *8 ¥900

PBMA270206 WebDoc （5,000～）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守 *8 ¥750

PBMA270301 WebDoc (Model 100) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *7 *8 ¥120,000

PBMA270302 WebDoc (Model 1000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *7 *8 ¥240,000

PBMA270303 WebDoc (Model 3000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *7 *8 ¥360,000

PBMA270304 WebDoc (Model 10000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *7 *8 ¥480,000

PBMA270305 WebDoc (Unlimited) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *7 *8 ¥720,000

PBMA270402 WebDoc Web認証ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *7 *8 ¥180,000

PBMA270406 一太郎ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *8 ¥225,000

PBMA270407 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *7 *8 ¥180,000

PBMA270408 暗号化ﾓｼﾞｭｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守 *8 ¥180,000

PBMA270111 WebDoc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥225,000

PBMA270311 WebDoc (Model 100) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥120,000

PBMA270312 WebDoc (Model 1000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥240,000

PBMA270313 WebDoc (Model 3000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥360,000

PBMA270314 WebDoc (Model 10000) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥480,000

PBMA270315 WebDoc (Unlimited) Webﾍﾟｰｼﾞ保護ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥720,000

PBMA270412 WebDoc Web認証ｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥180,000

PBMA270417 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守 *8 ¥180,000

PBIKU User Manager iKey　1本
「User Manager」でiKey認証を行う場合
に使用します。

¥30,000

PBIKM ﾏｽﾀｰｺﾋﾟｰｷｰ用　iKey　1本
レスキューで利用する
マスターコピーキー作成用iKey（空）
を購入できます。

¥10,000

PBMD07 WebDoc ｲﾝｽﾄｰﾙ用ﾒﾃﾞｨｱ *9 ¥3,000
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　WebDocumentについて

　Webシステム上のファイルを保護するためのセキュリティソフトです。

　利用者がWebシステムからファイルを閲覧/ダウンロードするときに、自動的に、印刷やコピー、編集などの利用権限が付与されて暗号化されます。

　また、オプションを追加することにより、Webシステム上のページ（html）の保護など、セキュリティ機能を追加することができます。

　基本パッケージ/ユーザライセンスについて (*1)

　基本パッケージには、ポリシーサーバおよびフィルターサーバ（AWPサーバ）それぞれ各1CPUライセンスが含まれています。

　ユーザライセンスは、暗号化文書ファイルを利用される方の人数分購入が必要です。

　ユーザライセンスは、最低30ユーザライセンスより1ユーザ単位で購入できます。

　基本パッケージには、以下の機能が含まれています。

　1)自動暗号化フォルダ機能を含んでいます。

　2)ユーザ連携機能を含んでいます。

　3)レスキュー機能を含んでいます。（レスキュー用iKeyが2本付属しています）

　オプションについて　（*2）～（*6）

*2 「Webページ保護オプション」では、Webシステム上のページ（html）を閲覧/印刷/コピーなど制御して保護します。

　利用人数（保護したページを閲覧される方の人数）に応じたModelタイプでのお申込みが必要です。

*3「Web認証オプション」では、Webシステム（html）の保護を、ユーザ/グループ単位でも閲覧/印刷/コピーなど制御して保護します。

　「Webページ保護オプション」が別途必要です。

*4「一太郎オプション」では、一太郎ファイル（.jtd）を暗号化して利用制御できます。

*5「自動復号サービスオプション」では、「復号化フォルダ」を監視し、フォルダ内に暗号化されたファイルが存在すれば、そのファイルを復号します。

*6「暗号化モジュールオプション」は、既存システムへ暗号化処理を組み込むためのJavaアプリケーションです。

　CPUライセンスについて （*7）

　本ソフトウェアのサーバを複数CPUでご利用の場合には、CPU数に応じてCPUライセンスの購入が必要です。

　CPU数は、コア単位ではなく、物理プロセッサ単位でカウントします。DualCore、QuadCoreは1CPUとしてカウントします。

　稼働系サーバのみカウントし、待機（予備）系サーバについてはカウントしません。

　CPUライセンスの有無が不明な場合は、お問い合わせください。

　年間保守について　（*8）

　基本パッケージ／ユーザライセンス／各オプション／各CPUライセンスは、それぞれで保守契約します。

　保守期間は、製品出荷翌月1日より1年間です。保守費用は、それぞれの製品価格の15%です。

　インストール用メディアについて （*9）

　インストール用メディアが複数必要な場合や、紛失した場合などに購入する製品です。

　価格は1枚あたりの単価です。必要なメディア（CD-ROM）を必要な枚数分ご購入ください。

　略記号/部材について

USBキーです。iKey認証を行う場合/レスキュー用の鍵を作成する場合に使用します。

　ポリシーサーバ アプリケーションサーバとユーザ/グループ情報、権限ファイルを管理するデータベースで構成されています。

コピーや移動するだけでファイルを暗号化する「自動暗号化フォルダ」を作成できます。

Active Directoryとのユーザ連携や認証を実現します。

災害などによりポリシサーバが復旧不可能な場合にも、暗号化ファイルを元のファイルに復号する仕組みをご提供します。

コンテンツサーバからの情報をクライアントに中継するリバースプロキシーサーバです。

　レスキュー機能

　フィルターサーバ
　（AWPサーバ）

　iKey

　自動暗号化フォルダ機能

　ユーザ連携機能
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Pirates Buster for Document 製品構成／希望小売価格（※本価格は1CPUに対する価格です）

区分 商品コード 製品名 内容 補足
希望小売価格

（税抜）

PBPA02501100 Doc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 別途ユーザライセンスが必要です。 *1 *5 ¥500,000

PBPA02501200 Doc （30～99）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥10,000

PBPA02501300 Doc （100～499）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥9,000

PBPA02501400 Doc （500～999）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥8,000

PBPA02501500 Doc （1,000～1,999）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥7,000

PBPA02501600 Doc （2,000～4,999）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥6,000

PBPA02501700 Doc （5,000～）ﾗｲｾﾝｽ　/User 1ユーザ当たりの価格です。 *1 ¥5,000

PBPA02301000 暗号化ﾓｼﾞｭｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ 製品オプション *2 ¥1,200,000

PBPA02303000 一太郎ｵﾌﾟｼｮﾝ 製品オプション *3 ¥1,500,000

PBPA02302000 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ　 製品オプション *4 *5 ¥1,200,000

PBPA02501800 Doc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥500,000

PBPA02302800 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ CPUライセンス ¥1,200,000

PBMA02501100 Doc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ年間保守 基本パッケージ年間保守　 *5 *6 ¥75,000

PBMA02501200 Doc （30～99）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守　 *6 ¥1,500

PBMA02501300 Doc （100～499）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守　 *6 ¥1,350

PBMA02501400 Doc （500～999）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守　 *6 ¥1,200

PBMA02501500 Doc （1,000～1,999）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守　 *6 ¥1,050

PBMA02501600 Doc （2,000～4,999）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守　 *6 ¥900

PBMA02501700 Doc （5,000～）ﾗｲｾﾝｽ 年間保守　/User ユーザライセンス年間保守　 *6 ¥750

PBMA02301000 暗号化ﾓｼﾞｭｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守　 *6 ¥180,000

PBMA02303000 一太郎ｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守　 *6 ¥180,000

PBMA02302000 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ 年間保守 オプション年間保守　 *5 *6 ¥180,000

PBMA02501800 Doc 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守　 *6 ¥75,000

PBMA02302800 自動復号ｻｰﾋﾞｽｵﾌﾟｼｮﾝ CPUﾗｲｾﾝｽ 年間保守 CPUライセンス年間保守　 *6 ¥180,000

PBIKU User Manager iKey 1本
「User Manager」でiKey認証を行う場合
に使用します。

¥30,000

PBIKM ﾏｽﾀｰｺﾋﾟｰｷｰ用　iKey　1本
レスキューで利用する
マスターコピーキー作成用iKey（空）
を購入できます。

¥10,000

PBMD02 Doc ｲﾝｽﾄｰﾙ用ﾒﾃﾞｨｱ *7 ¥3,000
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　Documentについて

　社内外の共有ファイル（Microsoft OfficeファイルやPDFファイルなど）を暗号化し、保護するセキュリティソフトです。

　グループ/ユーザ単位でファイルに利用権限を設定することができます。

　暗号化文書を利用するときは、IDとパスワードで認証することで利用できます。

　基本パッケージ/ユーザライセンスについて　（*1）

　基本パッケージには、ポリシーサーバ1CPUライセンスが含まれています。

　ユーザライセンスは、暗号化文書ファイルを利用される方の人数分購入が必要です。

　ユーザライセンスは、最低30ユーザライセンスより1ユーザ単位で購入できます。

　基本パッケージには、以下の機能が含まれています。

　1)自動暗号化フォルダ機能を含んでいます。

　2)ユーザ連携機能を含んでいます。

　3)レスキュー機能を含んでいます。（レスキュー用iKeyが2本付属しています）

　オプションについて　（*2）～ (*4)

*2「暗号化モジュールオプション」は、既存システムへ暗号化処理を組み込むためのJavaアプリケーションです。

*3「一太郎オプション」では、一太郎ファイル（.jtd）を暗号化して利用制御できます。

*4「自動復号サービスオプション」では、「復号化フォルダ」を監視し、フォルダ内に暗号化されたファイルが存在すれば、そのファイルを復号します。

　CPUライセンスについて （*5）

　本ソフトウェアのサーバを複数CPUでご利用の場合には、CPU数に応じてCPUライセンスの購入が必要です。

　CPU数は、コア単位ではなく、物理プロセッサ単位でカウントします。DualCore、QuadCoreは1CPUとしてカウントします。

　稼働系サーバのみカウントし、待機（予備）系サーバについてはカウントしません。

　CPUライセンスの有無が不明な場合は、お問い合わせください。

　年間保守について　（*6）

　基本パッケージ／ユーザライセンス／各オプション／各CPUライセンスは、それぞれで保守契約します。

　保守期間は、製品出荷翌月1日より1年間です。保守費用は、それぞれの製品価格の15%です。

　インストール用メディアについて (*7)

　インストール用メディアが複数必要な場合や、紛失した場合などに購入する製品です。

　価格は1枚あたりの単価です。必要なメディア（CD-ROM）を必要な枚数分ご購入ください。

　略記号/部材について

USBキーです。iKey認証を行う場合/レスキュー用の鍵を作成する場合に使用します。

　ポリシーサーバ アプリケーションサーバとユーザ/グループ情報、権限ファイルを管理するデータベースで構成されています。

コピーや移動するだけでファイルを暗号化する「自動暗号化フォルダ」を作成できます。

Active Directoryとのユーザ連携や認証を実現します。

災害などによりポリシサーバが復旧不可能な場合にも、暗号化ファイルを元のファイルに復号する仕組みをご提供します。

　Pirates Buster シリーズ共通　保守サービス内容

　◆保守サービスをお申込みいただくと、以下のサービスがご利用いただけます。

　　①メジャーバージョンアップ版を含む更新プログラムをご提供します。（機能強化／機能改善／障害対応）

　　②保守契約ユーザ様専用WEBサイトで、技術情報やサポートFAQなどの情報をご提供します。

　　③バージョンアップなどのサポート情報をご提供します。

　　④テクニカルサポート

　　　※運用上のご質問、お問い合わせを弊社サポート要員がメールにて対応します。

　　⑤キャプチャソフトの最新モジュール提供

製品詳細については、Webサイトをご覧ください。

　情報サイト https://www.tsslk.jp/pb/

　お問い合せ pb@tsslk.jp（もしくは各オフィスTELまで）
　本社 〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東3-46　Jビル東館4F

TEL 088-602-0170　FAX 088-602-0172

　東京オフィス TEL 03-6257-3837　FAX 050-3730-0230

　ユーザ連携機能

　iKey

　自動暗号化フォルダ機能

　株式会社　ティエスエスリンク

　レスキュー機能
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