
弥生20シリーズ（ネットワーク製品）オリコンタービレ特別価格価格表
※表示価格は全て税抜です、別途消費税を申し受けます。
【新規購入】弥生ネットワーク製品

標準価格（税抜） ご提供価格（税抜）
for SQL ¥240,000 ¥180,000
with SQL ¥301,000 ¥225,750
for SQL ¥360,000 ¥270,000
with SQL ¥460,000 ¥345,000
for SQL ¥480,000 ¥360,000
with SQL ¥636,000 ¥477,000
for SQL ¥600,000 ¥450,000
with SQL ¥795,000 ¥596,250
for SQL ¥700,000 ¥525,000
with SQL ¥990,000 ¥742,500
for SQL ¥800,000 ¥600,000
with SQL ¥1,190,000 ¥892,500

■あんしん保守同時加入 標準価格（税抜） ご提供価格（税抜）
for SQL ¥320,000 ¥248,000
with SQL ¥381,000 ¥290,700
for SQL ¥460,000 ¥352,000
with SQL ¥560,000 ¥422,000
for SQL ¥600,000 ¥456,000
with SQL ¥756,000 ¥565,200
for SQL ¥750,000 ¥570,000
with SQL ¥945,000 ¥706,500
for SQL ¥880,000 ¥670,000
with SQL ¥1,170,000 ¥873,000
for SQL ¥1,000,000 ¥760,000
with SQL ¥1,390,000 ¥1,033,000

お問い合わせ　株式会社オリコンタービレ　受注センタ―
2019.11 電話:06-6261-3178　FAX:06-6261-3177

弥生20ネットワーク
（会計・販売）

あんしん保守サポート
同時加入

3ライセンス

5ライセンス

8ライセンス

10ライセンス

15ライセンス

20ライセンス

弥生20ネットワーク
（会計・販売）

3ライセンス

5ライセンス

8ライセンス

10ライセンス

15ライセンス

20ライセンス



〒

➢「※」箇所は必須情報となりますので全てご記入ください（ハンコの押印はご遠慮ください）
➢ユーザー登録済みの製品が発送されます。製品到着前に「ユーザー登録完了のお知らせ｣メール（またはFAX）が送信されます
➢ユーザー登録がお済みでない方⇒下記内容にて登録させていただきます（製品シリアル番号の記入必須）
➢弊社登録情報と申請書内容に相違がある場合、下記内容に登録変更いたします。なお、登録ご名義の変更には別途申込書が必要です

新規購入

アップグレード( サポート加入必須）

ライセンスアップ

 「■お客様登録情報記入欄」にご記入いただいた情報は、個人情報が含まれています。 ◆出荷予定日◆

  次ページ以降のプライバシーポリシー 弥生( 株) 及びhttp:/ /www.occ21 .co.jp/privacy.html
  ( 株) オリ コ ンタ ービ レ プラ イ バシーポリ シーを エンド ユーザー様ご自身でご確認いただき
 　同意いただける場合は 以下の署名欄にチェック、及びご署名いただけるようご案内ください。

●with SQL製品をご購入のお客様
 Microsoft SQL Serverに関するユーザー情報の登録は、 日本マイクロソフト社へ登録されます。
 日本マイクロソフト社への登録作業は弊社にて代行いたします。

◆代金支払い・出荷サイクル：弊社指定口座へのご入金確認後の商品手配となります（当日出荷はできません）

 お客様署名欄（※製品をご利用いただくお客様にてお願いいたします）

ご購入・納期・お支払いに関するお問合わせ: 株式会社オリコンタービレ受注センター　電話: 06-6261-3178

その他のお問合わせ電話　関東営業所: 03-5759-6730　関西営業所: 06-6261-3166　九州営業所: 092-413-3630

◆既に弥生製品をお使いの方は、下記製品種別「アップグレード」「ライセンスアップ」のいずれかにチェックしてください
( 注1) あんしん保守サポートに加入中の元製品が複数ある場合、お客様番号または製品シリアル番号を全てご記入ください。
　　　　ご記入いただいた元製品のあんしん保守サポート料金のみ残月期間に応じ返金させていただきます。
◆ネットワーク製品のあんしん保守サポートのみをご注文の場合は、下記製品種別の「サポート加入（トータル）」にチェックしてください

お客様番号
もしくは

製品シリアル番号

※( 注1) をご確認ください

※必ずご記入ください

↑　（株）オリコンタービレ　受注センター行　FAX:06-6261-3177　↑ ご注文日　    　　年 　　  月 　  　日

弥生ネットワーク製品 専用申請書

■PAP会員情報　記入欄（必須）

PAP会員番号 発注番号
特にない場合は記入不要です

事務所名 御中　
担当者 様　　

▼  納期回答が必要な方はFAX番号をご記入ください  ▼

【 製品送付先 】  ▼ 送付先「その他」を選択された場合、下記情報をご記入ください ▼

FAXTEL

■お客様登録情報 記入欄

□ 貴事務所　（PAP会員登録ご住所へ送付) 送付先名 担当者

□ お客様　( 製品ご利用のお客様)

住所
TEL 

□ その他　( 右記に送付先情報をご記入ください)

※住　　所
〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号・建物名・部屋番号・様方等は必ずご記入ください

担当
者名

 フリガナ

※登録ご名義

※フリガナ

代表
者名

 フリガナ

メールアドレス
（携帯アドレス不可）

FAX-※TEL - --

■ご注文情報 記入欄

製品種別

＠

保有製品

□

□

□

□ あんしん保守サポート加入
  （ﾄータルプラン）

※必ずご記入ください

 ▼必ずどちらかにチェックを入れてください。チェック漏れ、ご署名漏れ、またはプライバシーポリシーに同意いただけない場合、本注文はお受けできません。

 □ プライバシーポリシーについて
　　 同意します

  ⇒ご署名をお願いします

 □ プライバシーポリシーについて
　　　同意しません

  ⇒ご注文をお受けできません

製品名 　 　　弥生会計     　 ・　      弥生販売
金額
（税抜）

SQL 　　　 for SQL　　   　 ・　　    with SQL

ライセンス数 3L   ・  5L   ・  8L   ・   10 L   ・   15L   ・   20L
備考欄

あんしん保守
サポート 　  　加入する （トータルプラン）　　　・   　　加入しない



当社はプライバシーマークの使用許諾事業者の認定を受けております。 

プライバシーマークは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者に対して付与

されるものです。 

個人情報保護方針 

弥生株式会社（以下、当社といいます。）は、中小企業、個人事業主、起業家の皆さまが事業を立ち上げ、進め、広げる上でのあらゆるニーズ

にお応えする 事業コンシェルジュになることを企業使命として業務ソフトウェアの開発・提供・サポート、各種業務サービスの提供を行っており、
お客さまとより密に関係を構築するため、 個人情報（個人情報の保護に関する法律 2 条 1 項に定義される意味を有するものとし、以下同様とし

ます。）をお預かりしています。 

これらの事業活動においてお預かりするすべての個人情報を適切に取り扱うため、当社の全従業者が遵守すべき行動基準として、以下の個人

情報保護方針を定め、その遵守の徹底を図ります。 

 

１． 法令・指針・規範の遵守 

    当社は個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するため、日本工業規格（個人情報保護マネジメントシス

テム－要求事項）（JIS Q 15001:2006）に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを策定し、適切に運用します。 

２． 個人情報の取得・利用・提供 

    個人情報の取得に際しては、その利用目的を特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いを行わないものとしま

す。 また、取得した個人情報の適切な利用・提供のための措置を講じます。 
３． 個人情報の外部提供 

    当社は、個人情報の取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合には、十分な保護水準を満たした者を選定し、契約等により適切な

措置を講じます。 また、本人の同意がある場合または下記「個人情報の取り扱いについて」に記載する場合を除き、個人情報を第三者に

提供することはありません。 

４． 個人情報に対する安全管理措置 

    当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止と是正のための措置を講じます。 

５． 個人情報に関するお問い合わせ 

    当社は、個人情報の取り扱いに関する苦情および相談への適切かつ迅速な対応に努めます。 また、当社が保有する開示対象個人情報

の開示等の請求を受け付けます。開示等の請求の手続きについては、以下の「個人情報相談窓口」が行います。 

    「個人情報相談窓口」は最終ページをご参照ください。  

６． 継続的改善 

    当社は個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善を行います。 

７． 方針の公開 

    本方針は当社のホームページに掲載し、どなたでも閲覧可能な状態を維持します。 

    制定：2005 年 3 月 31 日 

    最終改定：2018 年 6 月 1 日 

    弥生株式会社 

    代表取締役社長 岡本浩一郎 

 

個人情報の取り扱いについて 

お客様のプライバシー 

当社では、プライバシーの保護を重視しています。 

以下に、当社のサービスのご利用の際に、お客様から提供される個人情報（個人情報の保護に関する法律 2 条 1 項に定義される意味を有する
ものとし、以下同様とします。）の保護に関するガイドラインを記載いたします。 

 

個人情報の取得 

当社では、製品のユーザー登録をしていただく場合を始めとして、お客様よりご用命のありました情報を詳しくご提供するためなどに、お客様に

対して必要な個人情報の提供をお願いすることがあります。但し、情報提供の是非は、お客様ご自身に選択していただくものです。 

たとえば、以下のような場合に情報提供をお願いしていますので、ご理解をお願いいたします。 

 

    ・製品のユーザー登録をしていただく場合 

    ・各種サービスのユーザー登録やお申込みをしていただく場合 
    ・「サポート問合せ票」によりお問合せをしていただく場合 

    ・各種資料請求をしていただく場合 

    ・オンラインショッピングにて製品やサプライ用品等をご購入される場合 

    ・オンライン上のアンケート調査等においてご意見をお寄せいただく場合 

    ・メールマガジンの購読をお申し込みいただく場合 

 

 

クレジットカード情報の取り扱い 

当社がお客様からクレジットカード情報を取得する目的、クレジットカード情報の取得者名、提供先名、保存期間は次のとおりです。 

 
１． 利用目的 

    弥生製品・サービスの代金として請求させていただいた金額をお支払いただくため 

２． 取得者名 



    弥生株式会社 

３． 提供先 

    お客様が代金決済時に選択された決済方法に対応する各種決済事業者及び決済代行業者 

４． 保存期間 

    当社はクレジットカード情報の非保持化に対応しています。 

「3.提供先」へ提供した後は、当社ではお客様のクレジットカード情報を一切保持いたしません。 

 

個人情報の利用目的 

お客様にご提供いただいた個人情報は機密扱いとなり、お客様と当社との顧客関係に役立てるため、または当社および当社の関連会社の業

務もしくはサービスの向上のために利用されます。 

お客様の個人情報ならびにお客様のご注文および購入製品に関する情報は、当社および当社の関連会社と何ら関わりのない外部組織にお

けるマーケティングまたは勧誘に使用することを目的として、外部組織に提供されたり、売却されることは一切ありません。 

お客様の個人情報は、以下の目的で利用されます。 

 

ご購入・ご登録いただいた商品やサービスのお申し込みの確認やお届けをする場合 

    ・各種商品・サービスなどのご購入の確認やお届けをする場合 

    ・イベント/セミナーのお申し込みの確認や入場券等をお届けする場合 

    ・電子メール配信サービスのお申し込みの確認やメールを配信する場合 

    ・各種商品・サービスへの登録の確認やサービスを提供する場合 

    ・ご協力いただいた調査に対して謝礼などをお送りする場合 

    ・ご応募いただいた懸賞などに対する景品等をお送りする場合 

    ・各種資料などのお申し込みの確認やお送りする場合 

 

ご利用いただいている商品、サービスの提供・改良や、新たなサービスを開発する場合 

    ・商品、サービス、ウェブサイトなどの内容を皆さまがよりご満足いただけるよう改良する場合 

    ・商品、サービス、ウェブサイトなどの内容を個々の利用者に合わせてカスタマイズする場合 

    ・お客様が注文された情報や商品・サービスなどに関する満足度を調査する場合 

    ・個人情報を統計的に処理した情報を集約し調査結果として公表する場合 

    ・皆さまの利用状況を把握し、サービスの改善に役立てる場合 

    ・当社によるオンライン関連サービスまたは事業者向けの業務支援サービスの提供、開発、改善に役立て、またはそれに関連して統計デ

ータとして利用する場合 

 

提供している商品、サービスに関連した情報などをお届けする場合 

    ・各種商品・サービスなど（当社及び当社提携先の商品・サービスなどを含みます。）のご案内をお届けする場合 

    ・調査のご協力や各種イベントへのご参加をお願いしたり、その結果などをご報告する場合 

    ・商品、サービス、ウェブサイトなどの利用状況を把握し、当社をはじめ皆さまに有益と思われる企業・団体の情報や調査などをお届けする

場合 

 

第三者提供について 

お客様にご提供いただいた個人情報は、お客様の同意がある場合または下記の場合に第三者に開示・提供することがございます。それ以外の

場合に、第三者に開示・提供することはありません。 

１． 上記「個人情報の利用目的」記載の目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を他社に委託する場合 

２． 商品等をご購入いただいた際のお支払いについて、銀行など金融機関に、必要な情報を提供する場合 

３． お客様が、当社に損害を生じさせ、あるいはその虞があると当社が判断した場合 

４． 裁判所、弁護士会、警察、消費者センターなど公的機関から照会を受けた場合 

５． その他、法令の定めのある場合 
また、協力企業、広告主、その他の第三者に当社の製品・サービスを説明する際、またその他の合法的な目的のために、お客様の統計

情報を開示する場合があります。 

但し、統計情報には、特定の個人との対応関係をもつ情報は含まれないものとします。 

 

個人情報の共同利用について 

当社は、下記に規定する範囲で、お客様にご提供いただいた個人情報を、当社の関連会社との間で共同利用することがございます。 
 

１． 共同利用する者の範囲 

当社の子会社および関連会社（当社の親会社であるオリックス株式会社および当社と同一の親会社を持つオリックスグループ各社を含み

ます。） 

※オリックスグループ各社 

（法令等に基づくオリックス株式会社の連結決算および持分法適用の対象会社。） 

対象会社には、社名に「オリックス」を含む会社と含まない会社があります。後者に該当する対象会社の詳細については「共同利用者一覧

（http://www.orix.co.jp/grp/privacy_policy_list.html）」をご確認ください。 

なお、対象会社は、変動します。 



２． 共同利用する個人情報の項目 

氏名、住所、メールアドレス等、当社のサービスのご利用の際に当社がお客様に関して取得する全ての個人情報 

３． 共同利用の目的 

上記「個人情報の利用目的」記載の利用目的に準ずる 

４． 共同利用の管理責任者 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 21F 

弥生株式会社 

 

個人情報の開示・訂正 

当社では、皆さまの個人情報をできるだけ正確かつ最新の内容で管理します。お客様自身からの請求があったときは、登録情報の開示を行い

ます。 

また、内容が正確でないなどの請求があったときは、その内容を確認し必要に応じて登録情報の訂正等、または利用停止等を行います。 

ただし、利用停止等を行うと提供できない商品・サービスが発生する場合があります。 

ご登録内容の開示・訂正等に関しては、メンバー専用のホームページで受け付けております。 
 

・ご登録情報の確認・訂正はこちら（https://www.yayoi-kk.co.jp/icare/regist/update.do） 

・ご登録情報の確認・訂正はこちら（オンライン製品をご利用のお客さま）（https://myportal.yayoi-kk.co.jp/） 

・個人情報に関するお問い合わせは最終ページをご参照ください。 

 

録音について 

当社では、お客様からのお申し出やご要望に関する当社の対応の確認、及び今後のサービス向上に役立てることを目的として、お電話による
お問合わせ等の通話の録音をさせていただきます。 

 

個人情報のセキュリティ 

当社では、お客様の個人情報の安全管理を確実にし、個人情報が漏えい、滅失、き損若しくは改ざんすることがないよう、また、本来の目的外

に使用されることがないよう万全の策を期しています。 

当社が他社にサービス及び調査等を委託する場合は、必要な情報のみを提供し、委託業務遂行以外の目的での使用を禁じています。 

特に、当社のウェブサイトでは、利用者の個人情報を保護するために、原則的に Secure Socket Layer(SSL)暗号を使用して情報を伝えます。 

 

クッキー（Cookie）について 

当社のウェブサイトには、「クッキー（Cookie）」と呼ばれる技術を利用したページがあります。 

クッキーとは、ウェブサーバーからお客様のブラウザーに送信されるテキストデータのことをいい、ウェブサーバーが、クッキーを参照しお客様の

コンピューターを識別することによりお客様は効率的に当社のウェブサイトを利用することができます。クッキーにより当社が取得する情報のうち、

個人を特定できる情報、または他の情報と組み合わせることにより個人を特定できる情報については、上記の個人情報の保護に関するガイドラ

インに沿って取り扱われます。 
 

クッキーは以下の目的で使用されます。 

 

    ・お客様が当社のウェブサイト上のサービスにログインされるとき、保存されているお客様の登録情報を参照して、お客様ごとにカスタマイズ

されたサービスを提供できるようにするため 

    ・お客様が興味を持っている内容や、当社のウェブサイト上での利用状況をもとに、最も適切な広告をお客様が利用する他社ウェブサイト

上で表示するため 

    ・当社のウェブサイトの利用者数やトラフィックを調査するため 

    ・当社のサービスを改善するため 

    ・セキュリティ保持のため、ご利用から一定の時間が経過したお客様に対してパスワードの再入力（再認証）を促すため 

 

なお、当社は、当社の広告の配信を委託する第三者への委託に基づき、当該第三者を経由して、当社のクッキーを保存し参照する場合があり

ます。また、お客様のブラウザーの設定により、クッキーの設定を変更してクッキーの機能を無効にすることができますが、その結果当社のウェ

ブサイト上のサービスの一部がご利用いただけなくなる場合があります 

 

SSL について 

当社のウェブサイトは、お客様の個人情報を保護するために「SSL」に対応しています。業界標準の SSL 技術を使用することにより、お客様が入

力されるお名前、ご住所、電話番号などの個人情報が自動的に暗号化されて送受信されます。但し、SSLに対応していないブラウザーをご利用

の場合は、当社のウェブサイトにアクセスできなかったり、情報の入力ができない場合があります。 

 

お客様のアクセスログについて 

当社のウェブサイトでは、アクセスされた方の情報をアクセスログという形で記録しています。アクセスログには、アクセスされた方のアクセス日時、

ドメイン名や IP アドレス、使用されているブラウザーの種類、などが含まれますが、個人を特定できる情報は含まれません。アクセスログは利用

状況に関する統計分析のために活用され、それ以外の目的で利用されることはありません。 

 



匿名加工情報の取り扱いについて 

1.匿名加工情報の作成・取扱い 

当社は、お客様の個人情報をもとに匿名加工情報（個人情報の保護に関する法律 2 条 9 項に定義される意味を有するものとし、以下同様と

します。）を作成し、又は第三者から匿名加工情報を取得した上で、それを利用することがございます。匿名加工情報の取り扱いに関し、当

社は、以下の各事項を遵守します。 

・匿名加工情報を作成する場合には、匿名加工情報から本人を識別できないよう、適切な範囲で情報を削除するとともに、加工後の情報から個
人情報を復元できるような情報を残存させないようにします。 

・匿名加工情報の取り扱いに関する規程類の整備のほか、匿名加工情報の安全管理のために必要な措置を適切に講じます。 

・匿名加工情報を作成し又は第三者から取得する場合には、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。 

・匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の元となった個人情報に係る本人を識別する目的で、他の情報と照合することを行

いません。 

2.匿名加工情報の提供 

当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合は、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方

法について公表するとともに、当該第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。 

 

プライバシーポリシーの変更について 

当社のプライバシーポリシーを大幅に変更する場合は、今後当社のウェブサイトで告知いたします。 

 

情報セキュリティ管理者（個人情報保護管理者） 

開発本部 本部長 

連絡先：ご連絡は個人情報相談窓口経由で承ります。 

 

個人情報に関するお問い合わせ 

 弥生株式会社 カスタマーセンター 個人情報相談窓口 

 電話番号： 050-3388-1000（IP 電話） 

 受付時間： 9:30～12:00/13:00～17:30 

 (土・日・祝日および、弊社休業日を除きます) 

 ・当社保有個人データの開示等の請求には、ご本人であることの確認が必要です。 

  

当社が所属する認定個人情報保護団体の名称及び、苦情の解決の申出先 

認定個人情報保護団体の名称：一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

苦情の解決の申出先：個人情報保護苦情相談室 

住所：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目 9 番 9 号六本木ファーストビル内 

電話番号：03-5860-7565  0120-700-779 

※当社の製品、サービスに関わる問い合わせ先ではございません。 


