インフォシェア 株式会社
インフォシェアはマイクロソフト株式会社で SharePoint や Excel, InfoPath の日本マーケティング責任者と SharePoint Server 開発者とで 2010 年に創業した会社で
す。Office 365、Dynamics 365 をより快適にご利用いただくため、お客様の課題に寄り添い、現実的な解決方法の提案を行うほか、現場の声をダイレクトに反映した課
題解決のための製品の独自開発、日本語化を行っています

現場の生産性向上を第一に考え、
Office 365/Dynamics
365/PowerApps をベースとした
業務効率化のためのソフトウェアを
開発・提供いたします

お客様の課題に素早く対応できる適
切なアドオンを幅広く提案し、より早
く、より使いやすいシステム構築を実
現します

プロフィール
社名

インフォシェア 株式会社 （Infoshare Inc.)

所在地

本社： 〒206-0011
東京都多摩市関戸 2-24-27 三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル３F-B/D

TEL/FAX

042-319-6123 / 042-319-6124

URL

http://www.infoshare.co.jp

現場部門
の生産性
向上支援

最適な
アドオン
活用による
課題解決

豊富な開発
経験による
ソリューション
提案

1300を超える案件の対応実績を生かし
業務課題に対応した適切なシステム提案や
サービス、トレーニングを提供します
パートナーシップ

インフォシェア 株式会社 PowerApps/Flow サービス

お問い合わせ
info@Infoshare.co.jp

PowerApps/Flow トレーニング

PowerAppsアプリケーション作成

PoC（概念実証） 実施支援

個社向け集合形式（※10名様まで）24万円から～
ハンズオンで、実際にアプリケーションを作成しながら

キャンバスアプリケーション、CDSアプリケーショ
ンともに作成をご支援いたします。

学ぶことができます。エンドユーザーによるアプリ作成

・キャンバスアプリ （期間：2週間から～）

に必要な基礎的なスキルが身につきます。

・SharePointフォーム（期間：2週間から～）

対象となる業務を精査し、PowerApps/Flowを利用
した短期間でのアプリケーション構築の業務適用効
果を実感いただくための各種ご支援を行うサービス
です。

・CDSアプリ (Plan2) （期間：4週間から～）

・キャンバスアプリ （期間：1ヶ月/app から～）

・キャンバスアプリ作成（3h）
・SharePointフォーム作成（3h）

※費用は別途お見積もりさせていただきます。

・CDSアプリ作成（4h）

「お問い合わせ」までご連絡ください。

※参加人数は調整可能です。
「お問い合わせ」までご連絡ください。

・CDSアプリ (Plan2) （期間：2ヶ月/appから～）
※期間、費用は別途お見積もりさせていただきます。
「お問い合わせ」までご連絡ください。

キャンバスアプリ 個社向けトレーニング
ご用意いただく環境

前提条件

トレーニング内容と特徴
PowerApps キャンバスアプリケーションを作成するためのトレーニングです。
カバーする内容は下記の通りです。

•

1. PowerApps概要 (20min)
2. Microsoft Flow概要 (15min)
3. キャンバスアプリ設計手法 (15min)

※PowerApps利用経験は必要ありません。

4. ハンズオンでキャンバスアプリを一から作成する

(110min)

5. Q&A -自分たちの業務にPowerAppsをどのように適用できるか？(20min)
6. まとめ
作成するアプリは「社内FAQ参照（タブレット向け）」「日報（タブレット向け）」「安
否確認（スマートフォン向け）」から一つを事前打ち合わせ時に決定しトレーニング内
で作成します。
トレーニングの特徴
空白の状態から、PowerAppsキャンバスアプリを作成します。テンプレートなどを
使用することなく、無の状態から一つのアプリケーションを完成させることにより、
業務に必要なアプリケーションを自分たちで作成できるようになることを目標とし
ます。
アプリケーションの作成を通して；
・データソースの参照
・データソースへの書き込み
・関数
・変数
・画面デザイン
・データの絞り込み
を理解することができるようになります。

Word、Excel、PowerPointなど
Microsoft Office製品を日常使用してい
る方

1) ワークショップ開催場所
2) インターネット回線
3) スクリーン/プロジェクター
4) 参加者様用 PC
5) 必要なPowerAppsライセンス
※インターネット環境は必須です

料金

開催場所：
お客様オフィス、ご指定場所

• 最大10名様まで
※10名様以上はご相談ください

実施時間：
180分（3時間）

一開催（3時間+準備30分）

240,000円
（※税抜き）

お問い合わせ：
info@Infoshare.co.jp
開催までのスケジュール
(1)ご相談

(3) 会場確保
開催日確定

(2) 事前打合せ

(5) 開催

(4) 社内への
参加案内

<お申込から最短2週間で実施 >

ご希望に応じて
参加者の予定を考慮し、
同日の午前と午後など
2回実施も可能です。
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モデル駆動型アプリ（Plan2） 個社向けトレーニング

1. PowerApps概要
2. モデル駆動型アプリ作成手順
3. モデル駆動型アプリ設計手法

4. ハンズオンでモデル駆動型アプリを作成する(180min)
A) エンティティとフィールドの設計
B) リレーションシップと特殊なフィールド
C) フォームとビューの設計
D) インタラクティブダッシュボードの設計
5. Q&A –データや作成されたアプリをどのように管理できるか？
6. まとめ
作成するアプリは「営業案件管理アプリ」です。取引先企業、担当者、案件を相互
に連携するアプリケーションです。
（※Plan 1のコネクタについては概要のみの取り扱いです）

トレーニングの特徴
モデル駆動型アプリはデータを「CDS（Common Data Service）」に格納するこ
とができます。本トレーニングでは、CDSにデータを格納するスキーマを作成する
ところから始めます。標準的なフィールドだけではなく、計算やロールアップと
言った特別なフィールドも取り上げています。
CDSはユーザーインターフェースとして、「統一UI」とキャンバスアプリが選択で
きますが、本トレーニングでは「統一UI」のみを取り扱います。（※キャンバスアプ
リトレーニングを+1時間追加で組み合わせることも可能です。ご相談ください）

情報管理システム部など、ある程度データを取り扱う経験やスキルのある方向けの
トレーニングです。

ご用意いただく環境

前提条件

トレーニング内容と特徴
PowerApps キャンバスアプリケーションを作成するためのトレーニングです。
カバーする内容は下記の通りです。
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Microsoft Word、Excel、PowerPoint
などクライアント製品を日々利用され
ている方
• データベースの概念を理解されている
方
※PowerApps利用経験は必要ありません。
•

1) ワークショップ開催場所
2) インターネット回線
3) スクリーン/プロジェクター
4) ご参加者様用 パソコン
※インターネット環境は必須です

料金

開催場所：
お客様オフィス、ご指定場所

• 最大10名様まで
※10名様以上はご相談ください

実施時間：
240分（4時間）

一開催（4時間+準備30分）

350,000円
（※税抜き）

お問い合わせ：
info@Infoshare.co.jp
開催までのスケジュール
(1)ご相談

(3) 会場確保
開催日確定

(2) 事前打合せ

(5) 開催

(4) 社内への
参加案内

<お申込から最短3週間で実施 >

ご希望に応じて
キャンバスアプリ作成
トレーニングと組み合わせて
ご提供も可能です。
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PowerApps 時間制アドバイザリー サービス
■アドバイザリー サービス詳細
PowerAppsを運用していてわからない所をちょっと質問したい、ロジック作成の一部分を助けてほしいけど人月契
約はちょっと敷居が高いという場合にご利用いただけるスポット支援サービスです。月毎に５時間単位でコンサル
ティング時間を購入いただき、時間を消費しながら対応を行います。
（※月の最小購入単位は10時間で、5時間単位の追加が可能です）

■時間制コンサルティングメニュー
・５時間単位でお買い上げいただける短期間コンサルティング プログラム（10時間/月から80時間/月まで）
・コンサルティング内容は、PowerApps キャンバスアプリ、モデル駆動型アプリについて（除くPlan 1）
・メールベースでの QA は対応、調査にかかった実稼働時間消費
・現地へお伺いしての問題調査にも対応可能（移動時間も実時間での課金になります）
・１時間 15,000円（税抜）（5時間 75,000円（税抜）
※PowerAppsは「外部アカウント共有」に対応しないため、コンサルティングに必要な「アカウント」のご提供がいただけない場合は、
メールベースでのみの問い合わせ対応となります。
※PowerApps Plan1またはPlan2における「コネクタ」はコンサルティングサポート対象外です。
※内容により調査や作成がご購入時間を超えそうな場合は事前承認をいただいた後の着手となります。
※精算は５時間単位で消費した月の月末締めとします。時間にあまりが出た場合であっても、有効期限を過ぎた場合は消費された
ものとし該当月月末に精算させていただきます。
※購入に際しては発注当初にその月に使用予定の時間の購入をできるだけお願いしております。途中での追加も可能ですが、担当
者の稼働状況によりお受けできない場合がございますのでご注意ください。
※納品物はご希望により月毎に対応した内容をまとめレポートとして提出いたします。
※コード作成が発生する場合、提供するコードはすべてサンプルコードとさせていただきます。
※マイクロソフトのNDAに抵触する内容に関しては書面での回答はできかねますので何卒ご了承下さい。

2か月繰り越しサービス
（３か月以上のご契約が必要）
3 か月以上連続してご契約いただく場合、その月
に余ったコンサルティング時間を、翌々月末まで繰
り越せるサービスです。
1月目

2月目

3月目

当該月での契約

4月目

5月目

6月目

余剰時間の有効期間

契約期間内で２か月余剰時間を繰り越して対応できる
ため、より無駄なくコンサルティング時間を活用することが
できます。

