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SIPOND ご利用案内 
2019年 01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、価格は全て税抜表示としています。 

 

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。 

新規ライセンス

追加ライセンス 

同一事業所において、ご契約内容が同一のライセンスを

使用する場合の 1 ライセンス目を新規ライセンス、2 ライ

センス目以降を追加ライセンスといいます。 

 

 

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初期費用、②ライセンス価格／レンタル価格、③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 ③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。 

 

新規ライセンス 

（初期導入費） 
 ＝   ①初期費用  ＋     ② 

ライセンス価格 

レンタル価格 
 ＋  ③ため池設定費用 

 

①初期費用 

各事業所で新規ライセンスを契約される場合に必要となります。 

 定価 備考 

初期費用 6 万円 ※1 

※1 初期費用には下記の内容が含まれます。 

・USB ドングル設定費用（1 本）・ユーザ ID発行および事務手続き費用 ・マニュアル冊子（1 冊） 

・梱包、配送費等 

 

②ライセンス価格／レンタル価格 

 定価 
キャンペーン価格※2 

（サポート 1 年込） 
備考 

ライセンス価格 
STD版 0 円 ―  

PRO版 27 万円 42 万円  

レンタル価格 

（12 ヶ月契約） 
PRO版 18 万円 30 万円 

レンタル期間終了後は、必要手続きをしていた

だくと、STD版としてお使いいただけます。 

また、レンタル期間終了後2ヶ月以内であれば、

PRO版ライセンス価格からレンタル価格を踏まえ

た割引価格にてご提供します。 

※2 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月末まで実施します。キャンペーン価格には 1 年間のサポート契約を含みます。 

 

③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。 

 定価 備考 

ため池設定費用 2.5万円／ため池※3 ※4 

※3 5 ため池以上については「2万円／ため池」で算出します。 

※4 ユーザ ID発行から 1年間、メールによる操作方法のお問い合わせに対応いたします。ため池を追加した場合は、

ため池追加時から 1 年間、期間を延長いたします。  
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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初期費用、②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。 

 

新規ライセンス（初期導入費）＝ ①初期費用 ＋ ②ライセンス価格／レンタル価格 

 

①初期費用 

各事業所で新規ライセンスを契約される場合に必要となります。 

 定価 備考 

初期費用 12 万円 ※5 

※5 初期費用には下記の内容が含まれます。 

・USB ドングル設定費用（1 本）・ユーザ ID発行および事務手続き費用 ・マニュアル冊子（1 冊） 

・梱包、配送費等 ・メールによる操作方法のお問い合わせ対応（ユーザ ID発行より 1 年間） 

 

②ライセンス価格／レンタル価格 

【都道府県パック】 定価 
キャンペーン価格※7 

（サポート 1 年込） 
備考 

ライセンス価格※6 

STD版 0 円 ― 行政機関、またはそれに準ずる組織が対象となります。 

PRO版 120 万円 118 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 50％

の割引価格でご提供します。 

レンタル価格※6 

（12 ヶ月契約） 
PRO版 60 万円 72 万円 

レンタル期間終了後は、必要手続きをしていただくと、

STD版としてお使いいただけます。 

また、レンタル期間終了後 2 ヶ月以内であれば、PRO

版ライセンス価格からレンタル価格を踏まえた割引価格

にてご提供します。 

※6 1 都道府県単位の契約価格です。  

※7 平成 31年 1 月～平成 31 年 3 月末まで実施します。キャンペーン価格には 1 年間のサポート契約を含みます。 

 

【市区町村パック】 定価 
キャンペーン価格※7 

（サポート 1年込） 
備考 

ライセンス価格※8 
STD版 0 円 ― 行政機関、またはそれに準ずる組織が対象となります。 

PRO版 36 万円 50 万円  

※8 1 市区町村単位の契約価格です。  
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2.3．追加ライセンスの価格 

 1つの新規ライセンスにUSB ドングルを 1本提供いたしますが、追加ライセンスとしてUSB ドングルを追加

することができます※9。追加ライセンスの価格は下の表の 追加費用 と ライセンス価格 から算出します。 

※9 USB ドングルが 2 本あると、同時に 2 つの PC で SIPOND を使用することができます。 

 

 追加費用※10 ライセンス価格 

基本パック 
STD版 4 万円 0 円 

PRO版 ― ライセンス価格／レンタル価格の定価※11 

都道府県パック 
STD版 6 万円 0 円 

PRO版 ― ライセンス価格／レンタル価格の定価※11 

市区町村パック 
STD版 6 万円 0 円 

PRO版 ― ライセンス価格の定価※11 

※10 追加費用には以下の内容が含まれます。PRO版はライセンス価格に追加費用が含まれます。 

・USB ドングル設定費用（1 本） ・事務手続き費用 ・梱包、配送費用等 

※11 サポートを契約している場合は、ライセンス価格が定価の 40％引きとなる場合がございます。詳しくは 「4．サポ

ート契約について」 をご覧ください。 

 

2.4．操作マニュアルの追加について 

1つの新規ライセンスにつき操作マニュアルを 1冊提供いたします。2冊目以降は 1冊 5,000円で提供

いたします。新規ライセンスをご契約する際に事前に追加冊数をお知らせください。ご契約後の操作マニュア

ルのみのご注文はお受けいたしかねますので、ご注意ください。 

 

3．メールによる操作方法のお問い合わせ対応について 

1つの新規ライセンスにつきユーザ ID発行から1年間、メールによる操作方法のお問い合わせをご利用い

ただけます。 

メールによるお問い合わせについて、ご登録いただいたお問い合わせの担当者様を通じて承ります。そのた

め、窓口となる担当者様（メールお問い合わせ担当者）を申請していただく必要があります。メールお問い

合わせ担当者は 1 つの新規ライセンスにつき 1 名とし、新規ライセンスのご契約時に注文書にて申請してい

ただきます。必要があれば、メールお問い合わせ担当者は同一事業所内に限り変更することができます。 
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4．サポート契約（推奨）について 

「3．メールによる操作方法のお問い合わせ対応について」の内容に加えて、ご希望の方にはサポート契

約を結ばせていただきます。 

 

4.1．サポート契約の内容 

メールによる操作方法のお問い合わせとは別に、以下の内容をサポートいたします。 

 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 

 PRO版追加ライセンスの割引 

– PRO版をご契約中の事業所において PRO版の追加ライセンスをご契約される場合に、追加ライセ

ンスの提供価格をライセンス価格の定価から 40%引きいたします。（レンタル契約のライセンスは対

象外） 

 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 3万円に割引 

– 参考：サポート未契約の場合の USB ドングル交換費用 

USB ドングル費用（3万）＋ 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 

 

4.2．サポート料 

 定価 

サポート料 

STD版 
1 年契約 9 万円 

2 年契約 14 万円 

PRO版 
1 年契約 18 万円 

2 年契約 27 万円 

  

4.3．サポート対応について 

 サポートへのお問い合わせは、ご登録いただいたサポートの担当者様を通じて承ります。そのため、窓口とな

る担当者様（サポート担当者）を申請していただく必要があります。サポート担当者は 1つのサポート契約

につき 1 名とし、サポート契約時に「サポート担当者 申請書」にて申請していただきます。サポート担当者

は同一事業所内に限り変更することができます。 

 

5．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。 
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6．見積り依頼の際のご検討内容 

 見積り依頼の際には、以下のフロー図を参考にご検討ください。 

 

 

 

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/ 


