
Datumワークステーション (旧TNTmips)価格表 令和5年2月1日

(株)オープンGIS

(1)年間サブスクリプション

製品番号 OS ドル価格 国内価格(税別) テクニカルサポート
（税別） ※1

消費税 合計

DW Windows 10/11,
MacOS $1,500 ¥255,000 無し ¥25,500 ¥280,500

DW+TS1 Windows 10/11,
MacOS $1,500 ¥255,000 ¥90,000 ¥34,500 ¥379,500

DWEX Windows 10/11,
MacOS $1,000 ¥170,000 無し ¥17,000 ¥187,000

DWEX+TS1 Windows 10/11,
MacOS $1,000 ¥170,000 ¥90,000 ¥26,000 ¥286,000

DWM Windows 10/11,
MacOS $150 ¥25,500 設定無し ¥2,550 ¥28,050

USBL Windows 10/11,
MacOS $300 ¥51,000 設定無し ¥5,100 ¥56,100

DGV Windows 10/11,
MacOS 無料 無料 設定無し ¥0 ¥0

※1 テクニカルサポート(TS)はオプションですが、初めてご購入の場合は、できるだけサポートに入られることをお薦めいたします。

★ソフトウェアはダウンロードでの入手となります。

★保有するDatum ワークステーションの現行版ライセンス総合計が6本以上で10%割引、20本以上で20%割引 (テクニカルサポートは対象外) になります。

★旧来のUSBライセンスキーはそのまま使用できます。新規の基本ライセンス形態はEライセンスのみで、USBキーはオプション対応です。

(2)テクニカルサポート
製品番号 OS ドル価格 国内価格(税別) 消費税 合計

TS1 Windows 10/11,
MacOS ¥90,000 ¥9,000 ¥99,000

TS2 Windows 10/11,
MacOS ¥108,000 ¥10,800 ¥118,800

★テクニカルサポートは、弊社による日本語Q&A、メルマガ配信、FTPアカウント、サポート専用WEBサイト等のサービスです。サポート期間はご契約日より1年間になります。

★フローティングライセンスの場合はTS2の価格となります。サブスクリプションと合わせて購入の場合も同様です。

(3)アカデミック版年間サブスクリプション
AD(Academic Discount)はDatumワークステーションの大学・研究機関向けのライセンスです。

合計

AD3 Windows 10/11,
MacOS $1,500 ¥255,000 無し ¥25,500 ¥280,500

AD3+TS2 Windows 10/11,
MacOS $1,500 ¥255,000 ¥108,000 ¥36,300 ¥399,300

AD3EX Windows 10/11,
MacOS $1,000 ¥170,000 無し ¥17,000 ¥187,000

AD3EX+TS2 Windows 10/11,
MacOS $1,000 ¥170,000 ¥108,000 ¥27,800 ¥305,800

※2 テクニカルサポート(TS2)はオプションですが、初めてご購入の場合は、できるだけサポートに入られることをお薦めいたします。

(4)その他のサービス
　a. インストレーション

製品番号 国内価格(税別) 消費税 合計

I-1 ¥90,000 ¥9,000 ¥99,000
I-2 ¥108,000 ¥10,800 ¥118,800

★上記価格は、ハードウエア１台あたりの料金です。

★ハードウエア２台以降は追加料金として (ライセンス数) × (\10,000) をいただいております。

★ほかに旅費、交通費、宿泊費等の実費が必要です。

　b. トレーニング
製品番号 場所 1日あたり(税別) テキスト代(税別) 合計(税別) 合計(税込)

TR-1 オンライン ¥20,000 ¥7,600 ¥47,600 ¥52,360
TR-2 オンライン ¥20,000 ¥7,600 ¥47,600 ¥52,360
TR-3 オンライン ¥35,000 ¥7,600 ¥42,600 ¥46,860

★上記価格は、お一人様あたりの料金です。

★ご希望に応じて随時実施しておりますので、ご希望の日程をご相談ください。  

★コース内容は「トレーニングコースご案内」(https://www.opengis.co.jp/htm/info/training_course.pdf)をご覧ください。

★テキストは"日本語解説セット"を使用します。Datumワークステーションの初回購入時に添付されるものです。別途必要な場合にのみお求めください。

　c. 教育用テキスト

製品番号 国内価格(税別) 消費税 合計

T1JP ¥7,600 ¥760 ¥8,360
※3  日本語解説セットをご注文の際は OSの種類 (Windows/MacOS) をお選びください。

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、基本的に、納品後30日以内銀行振り込みとしてお願いしておりますが、

金額によって多少異なりますのでご相談ください。

（株）オープン・ジー・アイ・エス  　sales@opengis.co.jp
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日本語解説セット※3
別途送料が必要です。TNTmps Free V2022,
サンプルデータ, 投影法ポスター付属

TNTgis(TNTmips)は2023年リリース版より"Datum(データム)ワークステーション"に製品名を変更しました。 
"Datumワークステーション"より、"バージョン"販売から"年間サブスクリプション"方式に販売の仕方が変わりました。年間サブスクリプションは、購入日から１年間の使用

料金です。V2022以前に購入されたTNTmips他のライセンスは永久ライセンスとして使えますが、新規OSへの対応は今後行なわれません。 



TNTgis(TNTmips)は2023年リリース版より
"Datumワークステーション(DW)"に名称が変わりました

販売方式も"年間サブスクリプション"に変わりました

＜サブスクリプション移行のお知らせ＞
https://www.opengis.co.jp/info/v2023/tnt-news00006.html

DW年間サブスクリプションは、購入日から１年間の使用料金です。

新規購入は基本的にEライセンスです。インターネット常時接続環境での使用が前提となります。
御購入後にメールにてライセンス番号をご連絡致します。

新規購入でUSBライセンスキーをご希望の場合は別途料金が必要です。

USBライセンスキーをご利用の既存ユーザーがDW年間サブスクリプションを御購入の場合は、それまでのUSBキー
をライセンスとして使用できます。

V2022以前に購入されたTNTmips他のライセンスは永久ライセンスとして使えます。Datumワークステーションと並存
使用できます。

シングルユーザーとフローティングライセンス(1ライセンスで複数ユーザーに対応) のサブスクリプション単価は同じです

シングルユーザー用のUSBキーをフローティングライセンスに使用することはできません(その逆も)。

TNTmips Basic、TNTmips Free に相当するバージョンはありません。

TNTmips BasicのライセンスキーはDatumワークステーションのサブスクリプションに使用できます。

テスト使用をご希望の場合は弊社までご連絡ください。トライアル用の期限ライセンスを発行致します。

                                                                                              ご質問、お見積り等はこちらまで

（株）オープン・ジー・アイ・エス  

 
〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-19-14 

TEL:(03)3623-2851 / FAX:(03)3623-3025  
e-mail: sales@opengis.co.jp 
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