
uniPaaS V1Plus 用「WIT 顧客 RIA」 
実行版 購入申込書（1/2） 

ＦＡＸ： ０８６－８９９－６４８４                               申込日：平成   年   月   日 

ﾌﾘｶﾞﾅ  部署名 役職 

ご氏名                   印   

会社名： 
TEL： FAX： 

支払条件： 

住所 ：（〒      ） 

納品先：（〒      ） 

会社名：                                        ご担当者：         ＴＥＬ： 

 

製    品    名 ご提供金額 本数 合  計 

① WIT 顧客 RIA 5 ﾕｰｻﾞ   型番:WIT-RIA18K-005   定価:\340,000 
･ uniPaaS RichClient Server V1Plus 5 ﾕｰｻﾞ       \243,000 

･ uniPaaS RichClient Server V1Plus SMT ｴｺﾉﾐｰ     \27,000 

･ RMViewer RichClient 5 ﾕｰｻﾞ                     \60,000 

･ WIT 顧客 RIA 5 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ                        \10,000 

 本 

② WIT 顧客 RIA 10 ﾕｰｻﾞ  型番:WIT-RIA18K-010   定価:\600,000 
･ uniPaaS RichClient Server V1Plus 10 ﾕｰｻﾞ      \441,000 

･ uniPaaS RichClient Server V1Plus SMT ｴｺﾉﾐｰ     \49,000 

･ RMViewer RichClient 10 ﾕｰｻﾞ                   \100,000 

･ WIT 顧客 RIA 10 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ                       \10,000 

 本 

③ WIT 顧客 RIA 20 ﾕｰｻﾞ  型番:WIT-RIA18K-020  定価:\1,110,000
･ uniPaaS RichClient Server V1Plus 20 ﾕｰｻﾞ      \810,000 

･ uniPaaS RichClient Server V1Plus SMT ｴｺﾉﾐｰ     \90,000 

･ RMViewer RichClient 20 ﾕｰｻﾞ                   \200,000 

･ WIT 顧客 RIA 20 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ                       \10,000 

 本 

④ WIT 顧客 RIA 35 ﾕｰｻﾞ  型番:WIT-RIA18K-035  定価:\1,800,000
･ uniPaaS RichClient Server V1Plus 35 ﾕｰｻﾞ    \1,350,000 

･ uniPaaS RichClient Server V1Plus SMT ｴｺﾉﾐｰ    \150,000 

･ RMViewer RichClient 35 ﾕｰｻﾞ                   \290,000 

･ WIT 顧客 RIA 35 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ                       \10,000 

 本 

⑤ WIT 顧客 RIA 50 ﾕｰｻﾞ  型番:WIT-RIA18K-050  定価:\2,410,000
･ uniPaaS RichClient Server V1Plus 50 ﾕｰｻﾞ    \1,845,000 

･ uniPaaS RichClient Server V1Plus SMT ｴｺﾉﾐｰ    \205,000 

･ RMViewer RichClient 50 ﾕｰｻﾞ                   \350,000 

･ WIT 顧客 RIA 50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ                       \10,000 

 本 

⑥ WIT 顧客 RIA 75 ﾕｰｻﾞ  型番:WIT-RIA18K-075  定価:\3,480,000
･ uniPaaS RichClient Server V1Plus 75 ﾕｰｻﾞ    \2,700,000 

･ uniPaaS RichClient Server V1Plus SMT ｴｺﾉﾐｰ    \300,000 

･ RMViewer RichClient 75 ﾕｰｻﾞ                   \470,000 

･ WIT 顧客 RIA 75 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ                       \10,000 

 本 

⑦ WIT 顧客 RIA 100 ﾕｰｻﾞ  型番:WIT-RIA18K-100  定価:\4,406,000
･ uniPaaS RichClient Server V1Plus 100 ﾕｰｻﾞ   \3,416,400 

･ uniPaaS RichClient Server V1Plus SMT ｴｺﾉﾐｰ    \379,600 

･ RMViewer RichClient 100 ﾕｰｻﾞ                  \600,000 

･ WIT 顧客 RIA 100 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ                      \10,000 

 本 

希望納期   月  日（ ） □迄・□指定納期 

※ 標準納期は、受注日(15:00〆)の翌々々営業日が出荷日で＋宅配日数となります。 

上記価格には、消費税が含まれておりません。 

※新規導入の場合のみ 『ReportsMagic 実行版ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｯｸ 定価：\5,000 』 が別途必要となります。 
ご記入頂いた個人情報は、受注処理及び製品情報の提供に利用し、他の目的では利用致しません。また、第三者に提供する事もございません。 

株式会社ウイットソフトウェア 

TEL 0866-37-2147   FAX 086-899-6484 

 



uniPaaS V1Plus 用「WIT 顧客 RIA」 

実行版 購入申込書（2/2） 

お客様（エンドユーザ様）記入用紙： （uniPaaS RichClient Server V1Plus） 
申込日：２０   年   月   日 

 

 

購入区分：□新規購入  □追加購入 

※追加購入は、すでに同一サイト内にソフトウェア・メンテナンス対象製品が購入済で、新たに追加購

入する場合です。 ソフトウェア・メンテナンスは、サイト単位に管理され、更新処理は、サイト内の

全製品を対象に行われます。 
 

※「Magic uniPaaS V1Plus 購入の手引き」を購入前に必ずご一読下さい。 

サイト情報（サイト管理者）※エンドユーザ情報です。 

サイト番号            －               （追加購入でご存知の場合は、ご記入ください。） 

フリガナ  

部署名  会社名 

（サイト名） 
 

フリガナ （〒    －      ） 

住所  
都 道 

府 県 

フリガナ  

役職  
氏名  

TEL  FAX  

E-mail  

※サイト管理者： 

 サイト内のソフトウェア・メンテナンス対象製品のライセンスを管理します。 サイトには、１名のみ指定できます。 

 ライセンス発行処理、ソフトウェア・メンテナンス更新の案内等が送付されます。 

 

主たる Magic パートナー様の選定 

新規登録の場合は、必ずご記入ください。変更の場合は、変更後の内容をご記入ください。 

 

会社名  

 

2 年目以降ソフトウェア・メンテナンスの希望（以下の項目を選択して下さい） 

□ ソフトウェア・メンテナンスを更新します。 

□ ソフトウェア・メンテナンスの更新は未定です。 

□ ソフトウェア・メンテナンスの更新予定はありません。 

 


