
FormBuilder（フォームビルダー）を使ってみてください。
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画面上の操作で簡単に作成・編集できるので、
専門的な知識・技術は全く必要ありません。
使いたい時にすぐ導入できるサービスです。

SSL通信を使ってデータのやりとりを行いま
す。個人情報などの機密情報も暗号化されるの
で安心してご利用いただけます。

取得した情報は全てデータベースで一元管理が
できます。情報が煩雑になることなく管理でき
るので、集計時などが格段に楽になります。

使い方いろいろ。こんなシーンで活用いただけます。

誰でもノーマニュアルで使える
メールフォーム作成ツール。

HTMLやCGI、PHPなどの知識がなくてもノーマニュアルで使
えるクラウド型メール フォーム作成サービスです。カンタンステ
ップに沿って登録を進めるだけでスマートフォンやタブレットに
も対応したメールフォームをご利用いただけ ます。難しいコード
やスクリプトとは、もうお別れです。
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FormBuilder

今までメールやお電話で受付けていた方にピッタリ。
お問い合わせ内容の区分も選択することができるの
で、その後のお客様への対応も円滑にできます。

キャンペーンの応募フォームとしてご利用いただけます。
短期間での利用も気軽に行うことができるので、キャン
ペーンごとにフォームを作成したい方にピッタリ。

Web上の採用情報にエントリーフォームとして設置
することができます。新卒採用、中途採用など別々
にフォームを設置することも可能です。

今までメールやお電話で受付けていた方にピッタリ。
申込みフォームを併用する事で管理が容易になりま
す。個人利用と団体利用とで別々にフォームを設ける
ことも可能です。

商品サンプルにアンケートのURLを添付したり、オー
プンキャンパスなどのアンケートとしてご利用いただ
けます。他メディアと連携することで用途が広がりま
す。

商品の人気ランキングの投票フォームとしてご利用
いただけます。回答数の制限を設けたり、その後の
集計も簡単なのでラクラク運用できます。

施設予約・イベント申込み
フォーム

スマートフォン対応、QRコードを読み取
りページヘアクセスしてご覧ください。

デモページを見てみる
お申込いただいた月内（最大30日間）は
完全無料。公式ウェブサイトからお申込
みください。（https://formbuilder.jp/）

トライアル利用を始める
公
開
画
面

管
理
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面

専門知識は必要ありません データは暗号化されて安全 データベースで一元管理

https://formbuilder.jp/app/public/form/view/demo/MQ

最大30日間
無料お試し



作成したフォームは HTTPS 環境に構築され、HTTP でアクセス
してもHTTPSに自動転送します。

共用SSL

フォームのテンプレートはヘッダー・フッター付きの1テンプレー
トとします。管理画面からのテンプレート編集は不可とします。

レポート画面から FromTo で期間を選択して CSV 形式でデータ
の抽出が行えます。

表示順は回答日時順をデフォルトとして、項目ごとにソートで並び
替えが行えます。

レポート画面には、回答データを回答順に一覧表示します。一覧画
面からの編集は行えません。

一覧表示は 1 ページあたり 30 件を表示し、ページング機能を一
覧の上下に設けます。

レポート

レポートは回答ごとに詳細画面で閲覧することができます。レポート詳細

自動返信メールの件名・本文はHTML（ウィジウィグ）で編集する
ことができます。

自動返信メールを使用する / しないはフォームごとに選択すること
ができます。

公開 / 非公開 / 期間限定公開の設定が行えます。

期間限定公開は、FromToで設定でき、自動で公開 / 非公開制御を
実行します。

区　分 機　能 概　要

管理 ログイン ログイン ID・パスワードによるログイン認証とします。

区　分 機　能 概　要

管理 (レポート画面 )

一覧には 1 ページあたり 30 件のフォームを表示し、非公開の
フォームはグレーアウトします。またページング機能を一覧上下に
設けます。

公開状態でのソートに対応します。

表示項目は、フォームタイトル / 公開状態 / 操作ボタンとします。

一覧からフォームの複製が行えます。

一覧管理 (一覧画面 )

テンプレート公開画面

※ オープン / クローズド等の公開制限機能は設けておりません。
※ フォームごとの回答数制限などの制限は設けておりません。
※ サービス内容および提供条件、機能性は、改善等のため予告なく変更する場合があります。
（2013年 9月18日現在）

設問の設定およびフォームタイプの選択が行えます。

設問ごとに必須 / 任意の選択が行えます。

設問ごとに必須 / 任意の選択が行えます。

文字数入力制限を任意で行えます。

チェックボックスを選択した際に「その他」を使用するか設定が行
えます。また、「その他」を使用する場合は、フリー入力のテキス
トボックスを表示します。

管理（権限管理） 管理者権限 ユーザー権限の登録・編集・削除が行えます。登録情報は、ログイ
ン ID・パスワード・所属・担当者名・メールアドレス・状態とします。

機能性・性能

料金プラン

導入ステップ

ご利用ニーズに合わせて、3つの選べるプラン

フォームテンプレート
様々なタイプのフォームテンプレートを用
意しているので、用途に応じた設問項目を
カンタンにセットアップすることができま
す。

デザインテンプレート
公開ページはカラー設定ができ、自社のイ
メージに合わせたページにカスタマイズする
ことができます。オリジナルデザインテンプ
レートの適用も可能です。

マルチデバイス対応
作成されたメールフォームはパソコン・ス
マートフォン・タブレットなど、端末ごとに
最適に表示されます。端末ごとに作成する必
要はありません。

管理者権限
担当者ごとにログインアカウントを付与する
ことができ、メールフォームの編集や回答
データへのアクセスに制限を設けることがで
きます。

データエクスポート
回収期間や条件を指定して CSV形式でエク
スポートすることができます。設定した条件
は記憶しておくことができ、同条件での抽出
が容易です。

共用SSL標準装備
128 ビットの SSL 暗号化通信に対応 ( 共用
SSL) しているため、個人情報や機密情報を
扱うメールフォームでも安心してご利用でき
ます。

設問設定

ページ上部のコンテンツエリアをHTML（ウィジウィグ）で編集
することができます。

コンテンツ管理は、入力画面 / 確認画面 / 完了画面 / 期間外画面
ごとに行えます。

コンテンツ設定

通知先メールアドレスに設定されたメールアドレスに通知メールを
送信します。メールアドレスは、カンマ区切りで複数登録ができます。

通知設定

自動返信

フォーム名は任意で設定が行えます。フォーム名設定

公開制御

管理 (編集画面 ) 

フォーム数 : 無制限
エントリー数 : 200件 / 月

※月間200カウント以上のご利用の場合は、200カウ
　ントあたり5,000円の従量課金制になります。
※年間契約となります。

基本パッケージプラン

初期費用 50,000 円
月額費用 5,000 円～

アカウント発行 正式お申込み ご利用開始
最短翌日にアカウントを発行し、
ID・パスワードをご案内いたします。

専用のお申込みフォームより必要情
報を入力いただき、お申込みくださ
い。

正式にご利用開始になります。導入
後のサポートもご安心ください。

フォーム数 : 無制限
エントリー数 : 1,000件 / 月

※月間1,000カウント以上のご利用の場合は、1,000
　カウントあたり25,000円の従量課金制になります。
※単月でのご利用が可能です。

短期利用プラン

初期費用 50,000 円
月額費用 25,000 円～

※収容するアカウント数やご利用状況により、サーバプラ
　ンが変更になる場合がございます。またサーバプランの
　変更により基本料金も変動します。
※超過課金形態はASPの基本パッケージプランと同じです。
※自社ブランドでお取り扱いいただくことも可能です。

※価格はすべて消費税別表示です。

エンタープライズ（OEM）プラン

ご利用用途に合わせ、最適なサービ
スプランをご提案いたします。お気
軽にお問い合わせくださいませ。

インクレイブは、JIS Q ISO15001:2006
準拠のプライバシーマークによるプライバ
シーコンプライアンスに従い、適切な情報
保護管理を徹底しています。

最大1ヶ月間無料トライアル
無料トライアルフォームからお申込
みください。お申込みいただいた月
末まで無料でお試しいただけます。

ht tps : / / fo rmbui lder . jp /無料トライアルは右のURLへ
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TEL 022-796-6100　　　 FAX 022-796-6115


