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SIPOND ご利用案内 
2021 年 07 月 01 日以降 

SIPOND 管理センター 

 

SIPOND のご利用をご検討いただきありがとうございます。本資料では SIPOND の価格とサポート契約

についてご案内いたします。なお、価格は通知なしに変更になる場合がございます。 

 

1．用語について 

用語 説明 

STD 版 Standard 版の略称 

PRO 版 Professional 版の略称 

試用版 
STD 版の機能を制限したもので、どなたでも SIPOND ポータルサイトからダウンロードしてご使用いただけ

ます。 

USB ドングル 
試用版の機能制限を解除する USB 機器です。STD 版、もしくは PRO 版をご契約いただくと USB ドン

グルを送付いたします。1 ライセンスにつき 1 つの USB トングルとなります。 

事業所 

「事業所、事務所、営業所、支店など、一定の場所で事業を行う拠点」のことを指します。 

原則として、同じ敷地にあるものは一つの事業所とし、場所的に分散しているものは別個の事業所として

おります。 

 

2．価格について 

SIPOND の価格設定は、 A）基本パック と B）都道府県パック・市区町村パック がございます。

対象ユーザは以下のとおりです。 

 

 

対象ユーザ 

行政機関 
行政機関に準ずる 

組織（土連など） 

その他の組織 

（民間企業など） 

A）基本パック 
STD 版 ○ ○ ○ 

PRO 版 ○ ○ ○ 

B）都道府県パック・ 

市区町村パック 

STD 版 ○ ○ × 

PRO 版 ○ ○ ○ 
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2.1．A）基本パック 

 解析を行うため池をため池単位でご契約いただきます。ご契約いただいたため池周辺に破堤点（ため池

が破堤する位置）を設定することができます。 

 価格は ①ライセンス価格／レンタル価格、②ため池設定費用 から算出し、解析を行うため池の数によっ

て価格が変動します。ご契約中のライセンスにため池を追加する場合の費用は ②ため池設定費用 のみと

なります。 

PRO 版では、買取とレンタルを選択することができます。 

 

導入費 ＝ ①ライセンス価格／レンタル価格 ＋ ②ため池設定費用 

 

①ライセンス価格／レンタル価格 

 
価格 

（サポート 1 年込） 備考 

ライセンス価格 

（買取） 

STD 版 
16.5 万円 

（税抜 15 万円） 
 

PRO 版 
52.8 万円 

（税抜 48 万円） 
 

レンタル価格 

（12 ヶ月契

約） 

PRO 版 
39.6 万円 

（税抜 36 万円） 

レンタル期間内であれば、買取への変更と、レンタル期間の更新

（12 ヶ月）が可能です。 

⚫ 買取への変更料：レンタル価格を踏まえた割引価格 

⚫ レンタル更新料：レンタル価格から 3 万円値引きした価格 

 

②ため池設定費用 

各ため池の周辺に破堤点が配置できるように設定いたします。ため池諸元の設定は含まれません。 

 価格 備考 

ため池設定費用 
4.4 万円／ため池※1 

（税抜 4 万円／ため池） 
 

※1 5 ため池以上については「3.3 万円／ため池」（税抜 3 万円／ため池）で算出します。 
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2.2．B）都道府県パック・市区町村パック 

解析を行うため池を都道府県、もしくは市区町村単位でご契約いただきます。ご契約いただいた都道府

県、もしくは市区町村内に破堤点を設定することができます。 

価格は ①ライセンス価格／レンタル価格 から算出します。PRO 版の都道府県パックでは、買取とレンタ

ルを選択することができます。 

 

導入費＝ ①ライセンス価格／レンタル価格 

 

①ライセンス価格／レンタル価格 

【都道府県パック】 
価格 

（サポート 1 年込） 
備考 

ライセンス価格※2 

（買取） 

STD 版 

23.1 万円 

（税抜 21 万円） 
行政機関が対象となります。 

38.5 万円 

（税抜 35 万円） 
行政機関に準ずる組織が対象となります。 

PRO 版 
148.5 万円 

（税抜 135 万円） 

同じ都道府県の複数のライセンスを一括でご契約される場合、

2 本目以降のライセンス価格を定価の 30％を割り引いた価格

でご提供します。 

レンタル価格※2 

（12 ヶ月契約） 
PRO 版 

92.4 万円 

（税抜 84 万円） 

レンタル期間内であれば、買取への変更と、レンタル期間の更新

（12 ヶ月）が可能です。 

⚫ 買取への変更料：レンタル価格を踏まえた割引価格 

⚫ レンタル更新料：レンタル価格から 3 万円値引きした価格 

※2 1 都道府県単位の契約価格です。 

 

【市区町村パック】 

価格 

（サポート 1 年

込） 

備考 

ライセンス価格※3 

（買取） 

STD 版 

23.1 万円 

（税抜 21 万円） 
行政機関が対象となります。 

27.5 万円 

（税抜 25 万円） 
行政機関に準ずる組織が対象となります。 

PRO 版 
68.2 万円 

（税抜 62 万円） 
 

レンタル価格※3 

（12 ヶ月契約） 
PRO 版 

60.5 万円 

（税抜 55 万円） 

レンタル期間内であれば、買取への変更と、レンタル期間の更新

（12 ヶ月）が可能です。 

⚫ 買取への変更料：レンタル価格を踏まえた割引価格 

⚫ レンタル更新料：レンタル価格から 3 万円値引きした価格 

※3 1 市区町村単位の契約価格です。  
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3．サポート契約の更新について 

SIPOND をご契約されてから 1 年間は下記の内容のサポートをご提供させていただきます。2 年目以降

もサポートを希望される方は、サポート契約の更新をお願いいたします。 

 

3.1．サポート契約の内容 

⚫ サポート契約者限定機能の使用 

– メッシュ設定の入力・出力機能（PRO） 

– 家屋被害の算出機能（STD・PRO） 

– 下池の洪水吐と破堤点の個別設定機能（STD・PRO） 

– 解析パラメータ一覧の出力機能（STD・PRO） 

– 数値標高モデルのファイル名一覧の出力機能（STD・PRO） 

⚫ メールと電話による操作方法、および各パラメータ設定の考え方についてのお問い合わせ対応 

⚫ PDF 形式のマニュアルの提供 

⚫ マニュアル参考資料「解析モデル」の Microsoft Word 形式での提供 

⚫ USB ドングルを破損した場合（初期不良除く）の USB ドングル交換費用を 3.3 万円（税込）に割引 

– 参考：サポート未契約の場合の USB ドングル交換費用（税抜） 

USB ドングル費用（3 万円）＋ ライセンス価格／レンタル価格の定価の 30％ 

⚫ 受託解析の割引 

 

3.2．サポート契約の価格 

 2 年目以降のサポート契約を希望される方は下記をご確認ください。（ライセンス契約時は 1 年間のサポ

ートを含めたライセンス価格となっております。）サポート契約は事業所ごとの契約となります。事業所でご契

約中のライセンス数に関係なく、1 事業所につき、下記の価格となります。 

 更新 新規 

STD 版（1 年契約） 99,000 円（税抜 90,000 円） 148,500 円（税抜 135,000 円） 

PRO 版（1 年契約） 198,000 円（税抜 180,000 円） 297,000 円（税抜 270,000 円） 

※サポート契約中のお客様は「更新」、それ以外のお客様は「新規」となります。サポート契約期間が終了

すると「新規」となりますのでご注意下さい。 

 

 

4．ライセンス（USB ドングル）の第三者利用について 

ライセンス（USB ドングル）のご使用は原則として、同一事業所内のみとさせていただきます。あらかじめご

了承ください。詳しくは、「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みください。SIPOND ポータルサイトからご確

認いただけます。 

 

 
SIPOND 管理センター  TEL : 088-635-7642  E-mail : sipond@flood-soft.jp 

SIPOND ポータルサイト  https://flood-soft.jp/ 

サポート契約の価格について 

2021 年 6 月 30 日以前にお見積りをご依頼いた

だいた場合、サポートの契約状態に関係なく、「更

新」の価格を適用いたします。 


