Yubin7 for Java クライアント再配布ライセンスのご案内
アドバンスソフトウェア株式会社 営業窓口
〒918-8239 福井県福井市成和 1 丁目 2816 番地
TEL 0776-21-9008 FAX 0776-21-9022
http://www.adv.co.jp/
■ クライアント再配布ライセンスの商品内容
クライアント再配布ライセンス数が記載された「クライアント再配布ライセンス契約書」、および、「ユーザー登録カー
ド」をお送り致します。このため、Yubin7 for Java の JAR ファイルを使ったプログラム開発時は、別途、製品基本パッ
ク（36,720 円・税込み）をお求めください。また、JAR ファイルを実際に配布する際も、製品基本パックのインストール
先 PC 上にある JAR ファイルを配布して頂きます。

■ クライアント再配布ライセンスについて
✓

✓

Yubin7 for Java の JAR ファイルと郵便番号辞書ファイルをシステムに組み込んで再配布する場合には、配布す
る環境数分の「Yubin7 for Java クライアント再配布ライセンス」の取得が必要です。ライセンス金額は、１ライセン
スにつき 21，600 円（税込み）(税抜き価格：20,000 円)ですが、本数によっても異なります。
Hyper-V、Virtual Server、VMware などを使用した仮想 OS 環境に配布する場合にも、クライアント再配布ライ
センスが必要です。複数の仮想マシンや物理マシンで使用する場合のクライアント再配布ライセンスの購入本
数につきましては、弊社サポート窓口(TEL：0776-21-9008、E-mail：info@adv.co.jp)までお問い合わせの上、
ご確認ください。
クライアント再配布ライセンス価格一覧
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1 ライセンスあたりの価格
※（）内は税抜き価格
21,600 円 (20,000 円)
19,440 円 (18,000 円)
17,280 円 (16,000 円)
12,960 円 (12,000 円)
8,640 円 (8,000 円)
5,400 円 (5,000 円)
3,240 円 (3,000 円)
1,944 円 (1,800 円)
1,188 円 (1,100 円)
810 円 (750 円)
648 円 (600 円)
540 円 (500 円)
378 円 (350 円)

お見積例 (1)
9 台のクライアントマシンに JAR ファイルを再配布する場合。
9 ライセンス× @ 21,600 = 194,400 円（税抜き 180,000 円）
お見積例 (2)
15 台のクライアントマシンに JAR ファイルを再配布する場合。
15 ライセンス× @ 19,440 = 291,600 円（税抜き 270,000 円）

✓

クライアント再配布ライセンスのお客様は、最新の郵便番号辞書を弊社ホームページのダウンロードコー
ナー（http://www.adv.co.jp/download/download.htm）より、無償ダウンロードして頂くことができます。
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■ 再配布可能ファイル
1.
2.
3.
4.
5.
6.

yubin7-1.0.0.XXXX.jar
yubin7-barcode-1.0.0.XXXX.jar
yubin7-util-1.0.0.XXXX.jar
AdvZip.dic
AdvCmp.dic
AdvDiff.dic

Yubin7 for Java JAR ファイル
Yubin7 for Java バーコードイメージ生成 JAR ファイル
Yubin7 for Java 辞書更新ツール JAR ファイル
郵便番号辞書ファイル
大口事業所辞書ファイル
差分辞書ファイル

※Yubin7 for Java バーコードイメージ生成 JAR ファイルについては、Yubin7 for Java JAR ファイルとあわせた
配布のみ可能となり、単体での配布はできません。
■ 再配布のお申し込み方法
3 枚目の注文書をご利用ください。

■ 再配布ライセンス数と Yubin7 for Java 製品基本パック購入数について
製品基本パックは再配布ライセンス数分、お求め頂く必要はございません。例えば製品基本パックをお持ちのお客
様が、複数の環境に再配布可能なファイルを配布する場合でも、製品基本パックは 1 本のみで結構です。また、製
品基本パックをお持ちのお客様が、再配布可能なファイルを異なるプログラム運用者（例：A 社、B 社...）に配布する
場合も、別途製品基本パックをご購入頂く必要はございません。

■ 配布した JAR ファイルの技術サポートについて
配布した JAR ファイルの技術サポートは、製品基本パックを所有のお客様のみ弊社サポート窓口にて承ります。但
し、製品基本パックをプログラム配布先のプログラム運用者様がお持ちの場合は、サポート代理として、プログラム
開発者様が弊社サポート窓口をご利用ください。（お問い合わせ時に、サポート代理であることをご提示ください。）
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「Yubin7 for Java」 クライアント再配布ライセンス 注文書
アドバンスソフトウェア株式会社 SP（エスピー）課
〒918-8239 福井県福井市成和 1 丁目 2816 番地
TEL 0776-21-9008 FAX 0776-21-9022
■ クライアント再配布ライセンス契約のお申込み方法
このお申込み用紙の以下の各項目をご記入の上、アドバンスソフトウェア（株）まで、FAX（0776-21-9022）または、
郵送（〒918-8239 福井県福井市成和 1 丁目 2816 番地）にて、お送りください。お申込み用紙が届き次第、クライ
アント再配布ライセンス契約書をお送りさせて頂きます。

お申込み再配布ライセンス数 （必須）

ライセンス契約書発送先
会社名 （必須） ※個人でお申込み頂く場合は、ご記入頂く必要はありません。

部署名

お名前 （必須）

TEL（必須）

FAX

ご住所 （必須） 〒

お支払い条件 ※ご指定のない場合、ライセンス契約書到着後、２週間以内のお振込みとなります。

請求書送付先 （契約書と請求書送付先が異なる場合のみご記入ください）

備考
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