価格表
2022 年 4 月

■クラウドサービス
SaaS 型 統合 ID 認証サービス SeciossLink
ライセンス種別

基本ライセンス
費用

■Standard ライセンス
・Named サービス×1 or 汎用サービス×3

年額 1,800 円／1 ユーザー

■Enterprise ライセンス
・Named サービス×無制限

年額 6,000 円／1 ユーザー

・汎用サービス×無制限
・統合 ID 管理機能：連携先×3
【Named サービスとは？】

ID 同期機能とシングルサインオンが可能なサービスで、以下のサービスを指します。
Google Workspace / Microsoft 365 / Adobe Creative Cloud / Amazon Web Services /
Box / cybozu.com / Dropbox / Evernote / e セールスマネージャー / Freee /
GitHub Enterprise / ホットプロファイル / LINE WORKS / Questetra BPM Suite /
Salesforce / Slack / VMware Workspace ONE / Zendesk / Zoom / Zscaler
【汎用サービスとは？】
SAML 対応サービスや、OpenID Connect を利用してシングルサインオンが可能なサービ
スを指します。以下の認証プロトコル、認証機能を利用して連携します。
SAML / 代理認証 / OpenID Connect / OAuth / WS Federation / リバースプロキシー

SaaS 型 統合 ID 認証サービス SeciossLink

オプション

連携サービス・機能

追加費用

AD/LDAP 連携（SaaS 型）

年額 180 円／1 ユーザー

統合 ID 管理機能

月額 500 円／1 ユーザー

端末制限機能（SlinkPass）

年額 900 円／1 デバイス

クライアント証明書

年額 600 円／1 デバイス
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SeciossLink for Education（教育機関向け）
ライセンス種別

費用

■Education ライセンス
・Named サービス×無制限

年額 720 円／1 ユーザー

・汎用サービス×無制限
・AD/LDAP 連携（SaaS 型）
統合 ID 管理機能

年額 720 円／1 ユーザー

クライアント証明書

年額 600 円／1 デバイス

■補足事項
・
「AD/LDAP 連携（SaaS 型）
」
SeciossLink から AD に接続、情報を定期的に取得（Pull）する機能です。
・
「統合 ID 管理機能」 ※連携先サーバーに対する制限はありません
SeciossLink から AD や LDAP に情報を同期（Push）する機能です。
※Enterprise ライセンス標準の「統合 ID 管理機能」の連携先は 3 つまでです。
・
「クライアント証明書」
SeciossLink から発行するプライベートな証明書です。
・
「端末制限機能（SlinkPass）
」
スマートデバイスや PC 端末にアプリケーション「SlinkPass」を導入することで、デバ
イスを固定したアクセス制御（端末制限）が可能です。※ブラウザアクセスのみ制御可能。
・
「RADIUS 連携機能」 ※標準でご利用いただけます
RADIUS クライアントからの要求を受けることができる標準提供の機能です。
■購入事例（※Standard ライセンスの場合）
ライセンス数は、連携先サービスの利用 ID 数分が必要となります。
例えば、社員数が 100 名で、Microsoft 365（100 名が利用）と LINE WORKS（60 名が利
用）と連携したい場合には、「Standard ライセンス×160」をご購入ください。ご購入後、
Microsoft 365 を 80 名、LINE WORKS を 80 名と利用数の振り分け変更も可能です。
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■ソフトウェア
統合 ID 管理ソフトウェア
最大利用ユーザー数

Secioss Identity Manager Enterprise

ライセンス費用

500

480,000 円／年間

1,000

600,000 円／年間

3,000

720,000 円／年間

5,000

840,000 円／年間

10,000

960,000 円／年間

30,000

1,260,000 円／年間

50,000

1,500,000 円／年間

※ 5 万ユーザー以上はご相談ください。
※ 冗長化構成の場合でも費用は変わりません。
※ 年間ライセンス費用に保守サポートも含まれています（別途保守費用は必要ありません）。

SSO・アクセス制御ソフトウェア
最大利用ユーザー数

Secioss Access Manager Enterprise

ライセンス費用

教育機関向けライセンス費用

500

720,000 円／年間

576,000 円／年間

1,000

840,000 円／年間

672,000 円／年間

3,000

1,080,000 円／年間

864,000 円／年間

5,000

1,200,000 円／年間

960,000 円／年間

10,000

1,440,000 円／年間

1,200,000 円／年間

30,000

1,800,000 円／年間

50,000

2,100,000 円／年間

1,440,000 円／年間
※ 5 万ユーザー以上はご相談ください。

※ 冗長化構成の場合でも費用は変わりません。
※ 年間ライセンス費用に保守サポートも含まれています（別途保守費用は必要ありません）。
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■オープンソース版
統合 ID 管理ソフトウェア LISM
（LDAP Identity Synchronization Manager）
サーバー台数

サポート費用

1

480,000 円／年間

2

720,000 円／年間

3

960,000 円／年間

以降、1 サーバー追加につき

+240,000 円／年間

※ 「LISM」は弊社が開発、オープンソースとして公開している統合 ID 管理ソフトウェアです。
※ 「LISM」はオープンソースでの提供となり、ライセンス費用はかかりません。
※ 保守サポートが必要な場合にのみ、本サポートサービスをご利用ください。
※ 弊社にてオープンソース版「LISM」の構築サービスは行っておりません。
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