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みんなの外字 価格表 
  
配信サーバ 1 サイトで 1 ライセンス必要です。 

製品名 説明 標準価格 

みんなの外字 配信サーバ 

型式［MGKS-0001］ 

・外字と読み（単語）をクライアントまたはリモートクライアントがインストール 

されたコンピュータに配信するための製品です。 

・配信サーバ用のマネージャとクライアントが各１ライセンス付属されます。 

\147,400(税込)

  

 

クライアント ご利用になるコンピュータの台数分、各クライアンﾄライセンスを組み合わせて下さい。 

製品名 説明 標準価格 

みんなの外字 10クライアントライセンス 

型式［MGCL-1010］ ・配信サーバから取得した外字をローカルコンピュータに登録するためのクライア 

ントエンジンです。 

・配信サーバと同じサブネットで利用できます。 

・本ソフトウェアは 10、50、100ライセンス単位の販売です。 

\22,000(税込)

  

みんなの外字 50クライアントライセンス 

型式［MGCL-1050］ 

\99,000(税込)

  

みんなの外字 100クライアントライセンス 

型式［MGCL-1100］ 

\176,000(税込)

  

みんなの外字 リモートクライアント 

型式［MGRC-0001］ 

・配信サーバと異なるサブネット用のクライアントエンジンです。 

・本ソフトウェアは 1ライセンス単位の販売です。 
  

※ NAT等によるアドレス変換には対応しておりません。 

\5,500(税込) 

 

オプション１ 

製品名 説明 標準価格 

みんなの外字 追加マネージャ 

型式［MGMA-0001］ 

・外字および読み（単語）の編集と配信を行なう機能を持った外字エディタです。 

・配信サーバ以外のクライアントコンピュータで外字の編集および配信を行なう 

場合に必要です。 

・複数のコンピュータでマネージャを同時に起動して外字を編集することはできま 

せん。編集できるコンピュータは１台になり同時に起動すると編集中のコンピュ 

ータ名とユーザー名が表示されます。 

・本ソフトウェアは 1ライセンス単位の販売です。 

\7,700(税込) 

 

外字共有ツール 

本書の内容は 2022年 2月 現在のものです。 
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みんなの外字 価格表 
 
オプション２ 

製品名 説明 標準価格 

みんなの外字 グループ外字オプション 

型式［MGLE-0001］ 

・グループ単位の外字エディタとグループ外字を利用するためのエンジンです。 

・本ソフトウェアは 1ライセンス単位の販売です。 
\5,500(税込) 

 

 

 

 

みんなの外字 価格表（年間保守） 
  
年間保守 

製品名 説明 標準価格 

みんなの外字 年間保守 

 

・最新版へのバージョンアップを割引価格で提供します。 

・マイナーバージョンアップ製品を無償で提供します。 

 不具合修正および改善され、製品番号 XX.YYの YY（マイナーバージョ

ン）が大きくなった製品を対象とします。 

・お問い合わせの対応。 

製品標準価格の 10 %

  

 

製品ご購入後、３ヶ月を経過した場合、内容にかかわらず、保守サービスに加入されたお客様のみ問い合わせ対応させていただきます。

外字共有ツール 

本書の内容は 2022年 2月 現在のものです。 
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みんなの外字 価格表 （最新版へのバージョンアップ） 
  
バージョンアップ 

製品名 / 型式 説明 標準価格 

みんなの外字 配信サーバ（VUP） 

型式［MGKS-0001-VUP］ 

・年間保守加入が条件です。従って保守に加入されていないと、年間保守 

料も必要になります。 

・ご注文の際は保有するライセンスキーを併せてご連絡下さい。 

・バージョンアップの適用はご購入済みの製品およびライセンス数に限り 

ます。ライセンス追加分は新規のご購入となります。 

・バージョンアップは配信サーバ、クライアント、オプション全ての 

バージョンを合わせる必要があります。 

\73,700 (税込) 

みんなの外字   10クライアントライセンス（VUP） 

型式［MGCL-1010-VUP］ 
\11,000 (税込) 

みんなの外字   50クライアントライセンス（VUP） 

型式［MGCL-1050-VUP］ 
\49,500 (税込) 

みんなの外字 100クライアントライセンス（VUP） 

型式［MGCL-1100-VUP］ 
\88,000 (税込) 

みんなの外字 リモートクライアント（VUP） 

型式［MGRC-0001-VUP］ 
\2,750 (税込) 

みんなの外字 追加マネージャ（VUP） 

型式［MGMA-0001-VUP］ 
\3,850 (税込) 

みんなの外字 グループ外字オプション（VUP） 

型式［MGLE-0001-VUP］ 
\2,750 (税込) 

 

外字共有ツール 

本書の内容は 2022年 2月 現在のものです。 
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みんなの外字 価格表 （年間保守継続ユーザー様のバージョンアップ価格 １／２） 
  
 

製品名 型式 保守契約 継続年数 標準価格 

みんなの外字 配信サーバ（SVUP） 

MGKS-0001-SVUP1 １年 \58,960 (税込) 

MGKS-0001-SVUP2 ２年 ￥44,220 (税込) 

MGKS-0001-SVUP3 ３年 ￥29,480 (税込) 

MGKS-0001-SVUP4 ４年 ￥14,740 (税込) 

MGKS-0001-SVUP5 ５年 無償 

みんなの外字 １０クライアント（SVUP） 

MGCL-1010-SVUP1 １年 \8,800 (税込) 

MGCL-1010-SVUP2 ２年 ￥6,600 (税込) 

MGCL-1010-SVUP3 ３年 ￥4,400 (税込) 

MGCL-1010-SVUP4 ４年 ￥2,200 (税込) 

MGCL-1010-SVUP5 ５年 無償 

みんなの外字 ５０クライアント（SVUP） 

MGCL-10５0-SVUP1 １年 \39,600 (税込) 

MGCL-10５0-SVUP2 ２年 ￥29,700 (税込) 

MGCL-10５0-SVUP3 ３年 ￥19,800 (税込) 

MGCL-10５0-SVUP4 ４年 ￥9,900 (税込) 

MGCL-10５0-SVUP5 ５年 無償 

みんなの外字 １００クライアント（SVUP） 

MGCL-11０0-SVUP1 １年 \70,400 (税込) 

MGCL-11０0-SVUP2 ２年 ￥52,800 (税込) 

MGCL-11０0-SVUP3 ３年 ￥35,200 (税込) 

MGCL-11０0-SVUP4 ４年 ￥17,600 (税込) 

MGCL-11０0-SVUP5 ５年 無償 

みんなの外字 リモートクライアント（SVUP） 

MGRC-0０0１-SVUP1 １年 \2,200 (税込) 

MGRC-0０0１-SVUP2 ２年 ￥1,650 (税込) 

MGRC-0０0１-SVUP3 ３年 ￥1,100 (税込) 

MGRC-0０0１-SVUP4 ４年 ￥550 (税込) 

MGRC-0０0１-SVUP5 ５年 無償 

 

 

 

外字共有ツール 

本書の内容は 2022年 2月 現在のものです。 
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みんなの外字 価格表 （年間保守継続ユーザー様のバージョンアップ価格 ２／２） 
  
 

製品名 型式 保守契約 継続年数 標準価格 

みんなの外字 追加マネージャ（SVUP） 

MGMA-0001-SVUP1 １年 \ 3,080 (税込) 

MGMA-0001-SVUP2 ２年 ￥2,310 (税込) 

MGMA-0001-SVUP3 ３年 ￥1,540 (税込) 

MGMA-0001-SVUP4 ４年 ￥770 (税込) 

MGMA-0001-SVUP5 ５年 無償 

みんなの外字 グループ外字オプション（SVUP） 

MGLE-0001-SVUP1 １年 \2,200 (税込) 

MGLE-0001-SVUP2 ２年 ￥1,650 (税込) 

MGLE-0001-SVUP3 ３年 ￥1,100 (税込) 

MGLE-0001-SVUP4 ４年 ￥550 (税込) 

MGLE-0001-SVUP5 ５年 無償 

 

・年間保守に１年以上継続加入されていることが条件です。 

・ご注文の際は保守契約番号と保有するライセンスキーを併せてご連絡下さい。 

・バージョンアップの適用はご購入済みの製品およびライセンス数に限ります。ライセンス追加分は新規のご購入となります。 

・バージョンアップは配信サーバ、クライアント、オプション全てのバージョンを合わせる必要があります。 

 

外字共有ツール 

本書の内容は 2022年 2月 現在のものです。 


