
アカデミックライセンス SAL
SSpecial Academic License  

サ　ル

●TNTmips の大学・教育機関向けライセンスです。

●フローティングライセンス

　

Windows XP/Vista/7/8, MacOS X

の混在環境で使用可能

 

● 「買取」と「レンタル」があります。

　　授業の計画やご予算に合わせてお選びできます。　

 

 

TNTmips は各パソコンに

インストールします。

教育用ライセンスです。

教育に使用していない時は、 研究に使用することができます。

実際の授業で使用することを証明する書類を申告していただきます。

 

 

同時３ﾕｰｻﾞが最小単位
１ﾕｰｻﾞ単位で追加できます。

⇒申告書類 http://www.opengis.co.jp/htm/info/SALdocuments.htm

通常の１本分のお値段で３ユーザが使用できます。

ネットワークでつながれた環境で使用します。

ライセンスを管理する USB

キー ( ドングル ) は 1個です。



1) TNTmips SAL 価格表 for 買取り

同時ユーザ数
本体価格＋初年度
バージョンアップ

年間テクニカル
サポート★2

送料
年間バージョンアップ

★1
年間テクニカ

ルサポート★2

平成26年9月19日

次年度以降初年度

3 (最小単位) ¥975,000 ¥12,000 ¥195,000

4 ¥1,274,000 ¥234,000

5 ¥1,443,000 ¥273,000

6 ¥1,625,000 ¥325,000

¥108,000¥108,000

6 ¥1,625,000 ¥325,000

7 ¥1,794,000 ¥377,000

8 ¥1,937,000 ¥416,000

9 ¥2,067,000 ¥455,000

10 ¥2,145,000 ¥162,000 ¥455,000 ¥162,000

15 ¥2 600 000 ¥189 000 ¥520 000 ¥189 000

¥135,000 ¥135,000
別途見積

15 ¥2,600,000 ¥189,000 ¥520,000 ¥189,000

25 ¥3,250,000 ¥243,000 ¥650,000 ¥243,000

50 ¥4,875,000 ¥378,000 ¥975,000 ¥378,000

※表示金額に消費税は含まれておりません

ご提供するUSBキーは１個です。記載のないユーザ数についてはお問い合せください。

★1 「年間バージョンアップ」内容…購入から１年間にリリースされたバージョン(最低年１回)を提供します。

★2 「年間テクニカルサポート」内容…オプション①操作に関する技術的質問対応

◎ユーザ数を後日追加することも可能です。金額についてはお問い合わせください。

　　　(年間バージョンアップ、年間テクニカルサポートは差額分)

2) IDC (講師用追加ライセンス)

　購入の条件：(1)SALと同一バージョンで保守加入、(2)授業・教育目的であること 

授業を担当する講師・アシスタント様向けにシングルライセンスキー(IDC; Instructor
Desk Copy; USBキー)を１個 特別価格で購入できます。

講師用追加ライセンス（ＩＤＣ）料金表［買い取り]

同時ユーザ数
講師用追加ライセン

ス（ＩＤＣ）
年間バージョン

アップ

3 (最小単位)～ 5 ¥390,000 ¥65,000

6 ～ 9 ¥260,000 ¥52,000

10 ～ 14 ¥130,000 ¥45,500

15 ～ 24 ¥65,000 ¥32,500

25 以上 ¥0 ¥26,000 ※表示金額に消費税は含まれておりません



3) TNTview SAL 価格表 for 買取り

同時ユーザ数
本体価格＋初年度
バージョンアップ

年間テクニカル
サポート

送料 年間バージョンアップ
年間テクニカ
ルサポート

初年度 次年度以降

10 ¥325,000 ¥81,000 ¥65,000 ¥81,000

15 ¥448,500 ¥97,500

20 ¥546,000 ¥130,000

25 ¥630,500 ¥162,500

¥94,500 ¥94,500
別途見積

25 ¥630,500 ¥162,500

30 ¥715,000 ¥195,000

50 ¥910,000 ¥189,000 ¥260,000 ¥189,000

※表示金額に消費税は含まれておりません

¥121,500 ¥121,500

4) TNTmips SAL 価格表 for レンタル
同時ユーザ数 レンタル料☆1

年間テクニカル
サポート☆2

送料（初回のみ)
講師用追加ライセン

ス(IDC)

3 (最小単位) ¥390 000 ¥12 0003 (最小単位) ¥390,000 ¥12,000

4 ¥468,000

5 ¥546,000

6 ¥608,400

7 ¥655 200

¥108,000
¥130,000

7 ¥655,200

8 ¥707,200

9 ¥748,800

10 ¥780,000 ¥162,000 ¥91,000

15 ¥975 000 ¥189 000 ¥65 000

¥135,000
¥104,000

別途見積

15 ¥975,000 ¥189,000 ¥65,000

25 ¥1,300,000 ¥243,000

50 ¥1,950,000 ¥378,000

※表示金額に消費税は含まれておりません

ご提供するUSBキーは１個です。

¥52,000

レンタル期間終了後、継続されない場合はライセンスキーを返却願います。

☆1) レンタル料には、購入から１年間にリリースされるバージョンアップ(最低年１回)の提供を含みます。

☆2) 「年間テクニカルサポート」内容…オプション①操作に関する技術的質問対応



 【参考】買取とレンタルの累積コストの比較（３ユーザの場合)
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上記価格は予告なく変更されることがあります。

お支払い方法に関しましては、納品30日以内銀行振込でお願いしております。

（株）オープン・ジー・アイ・エス
担当 　　輪座（わざ）　

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-19-14

TEL:(03)3623-2851 / FAX:(03)3623-3025

年数

e-mail: sales@opengis.co.jp


