ライセンスお申込みについて

ニュートリションライナーの体験期間は、インストールの日から３０日間となっております。体験期
間の満了後にはメインメニュー画面が表示されず、直ちに終了メッセージが表示されるようになります。
継続してご利用いただく場合は、ＰＣライセンス または ＵＳＢライセンス が必要となります。なお、
体験期間に登録された情報は、ライセンス設定後も継続してご利用いただくことができます。
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1. ＰＣライセンスは
ご利用になるＰＣに弊社発行の ライセンスキー（英数字の文字列）を設定することで、ニュートリ
ションライナーを継続してご利用いただくことができます。
本ソフトのＰＣライセンスは、幅広くお客様にご利用いただくためインターネット接続を前提とし
たライセンス認証を行なっておりません。ＰＣを変更する場合等は新たなＰＣライセンスが必要とな
ります。

2. ＵＳＢライセンスは
ご利用になるＰＣに弊社よりお送りする 専用のＵＳＢメモリ を差し込むことで、ニュートリショ
ンライナーを継続してご利用いただくことができます。
ＰＣの変更や追加の場合においても、それぞれのＰＣにてご利用いただくことができます。
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3. ソフトの種類とライセンスの価格

ソフト名称

ご利用ライセンス

ＰＣライセンス

価格（税込）

概要

6,500（7,150）円

ソフトをインストールした 1 台のＰＣ
でご利用いただくことができます。

食品開発編
３ＰＣライセンス
（少しお得です）

18,000（19,800）円

ソフトをインストールした 3 台までの
ＰＣでご利用いただくことができます。
ご利用いただくＰＣは別々の開始も可
能です。

３ＰＣライセンス

20,000（22,000）円

同上

ＵＳＢライセンス

24,000（26,400）円

専用のＵＳＢメモリを装着したＰＣで
ご利用いただくことができます。

栄養分析編

３ Ｐ Ｃ 年間 ラ イセ ン
ス

15,000（16,500）円

ご利用いただくＰＣは別々の開始も可
能です。

施設給食編

エピジェネ®
レディース

ソフトをインストールした 3 台までの
ＰＣで 1 年間ご利用いただくことがで
きます。期間の満了が近づきますと、更
新のガイドが表示されるようになりま
す。

ＵＳＢライセンス

65,000（71,500）円

専用のＵＳＢメモリを装着したＰＣで
ご利用いただくことができます。

ＵＳＢライセンス

72,000（79,200）円

専用のＵＳＢメモリを装着したＰＣで
ご利用いただくことができます。
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4. ご注文方法（シリアルキーのご確認）
お客様からのご注文を確認のうえ、当日または数日以内にライセンスのご案内またはお届けをさせ
ていただきます。
ＰＣライセンスをご注文の場合は、ご注文の際にシリアルキー（下記参照）をお知らせいただきま
す。ご不明な場合は、弊社よりお電話にて確認手続きをご案内させていただきますので、お気軽にお知
らせください。また、ソフトをインストールされていない場合はインストール後のご案内となります。
あらかじめご了承ください。
シリアルキーはソフト起動直後に表示されるご購入ガイド画面（グレーの画面）において“ライセン
スキー入力”をクリックすると確認できます。

なお、ＵＳＢライセンスのご注文にシリアルキーは必要ございません。

4.1. ゆうちょ銀行払込取扱票でご注文の場合
ゆうちょ銀行払込取扱票は、体験版ＣＤをお申し込みのお客様に添付させていただいております。
お手元にお持ちでない場合は、ゆうちょ銀行に備え付けのものをご利用ください。払い込みは ゆう
ちょ銀行窓口 のほか、ＡＴＭ（土日も可能）からも手続きが可能となっています。

4.1.1. 弊社からお送りした払込取扱票（赤い枠線）をご利用の場合

ご利用ライセンスの価格（税
込）をご記入してください。

ご利用ライセンスの価格（税
込）をご記入してください。

対象ソフトおよびライセンスにチェックを、また
シＰＣライセンスの場合はシリアルキーをご記入
ください。空白の場合は、弊社よりお電話にてご
案内とともにお尋ねさせていただきます。
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4.1.2. ゆうちょ銀行に備え付けの払込取扱票（青い枠線）をご利用の場合
払込みいただく際の手数料は弊社が負担いたします。
お払込み先:

ゆうちょ銀行

記号・番号

00780-3-46383

有限会社八笑堂

ご利用ライセンスの価格（税
込）から下記のゆうちょ銀行
払込手数料を差し引いた金額
をご記入ください。

対象ソフトおよびライセンス、またＰＣ
ライセンスの場合はシリアルキーをご記
入ください。空白の場合は、弊社よりお電
話にてご案内とともにご確認させていた
だきます。

下記のゆうちょ銀行払
込手数料をご記入くだ
さい。

ご利用ライセンスの価格（税
込）から下記のゆうちょ銀行
払込手数料を差し引いた金額
をご記入ください。

※このサンプルは食品開発編のご注文をＡＴＭから手続きいただく用紙の例です。
ゆうちょ銀行払込手数料
送金額（税込）
ＡＴＭ
窓口

50,000 円未満
152 円
203 円

50,000 円以上
366 円
417 円

4.2. ニュートリションライナーからご注文の場合
ニュートリションライナーを起動しますと最初に ご購入ガイド画面（グレーの画面） が表示され
ます。ご利用のＰＣがインターネットにつながっている場合、ご購入ガイド画面 の“購入”ボタン
をクリックすると 専用サイトの ご注文受付けページ が表示されます。画面のご案内に従ってお手
続きください。

※ソフトのバージョン等により、画面の内容が若干異なる場合があります。
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4.3. ホームページからご注文の場合
各ソフトのホームページアドレスは以下の通りです。 各ページの“ご注文について”または“ご
注文受付け”のページからお手続きください。
栄養分析編をお申し込みの場合はお電話またはメールにて弊社までお申し付けください。
食品開発編：https://www.栄養表示.com/
施設給食編：https://www.給食管理.com/
Google や yahoo などの検索サイトにおいて“ニュートリションライナー”と入力して検索してく
ださい。

4.4. ＴＥＬ・ＦＡＸでご注文の場合
お電話でご注文の際は下記番号にて受け付けております。
また、ＦＡＸにてご注文の際は、ご住所、お名前、お電話番号にソフトの種類とライセンスの種類
およびシリアルキー（不明の場合は省略）をご記入いただき、下記番号までお送りください。書式は
ご自由で結構でございますが、ダウンロードファイル、またはお送りした体験版ＣＤの中に“ご注文
書（FAX）
”をご用意しております。
お電話受付： 0120-947-840（通話料無料）

携帯からは 076-251-8870

ＦＡＸ受付： 076-225-7761

5. お支払いについて
5.1. 銀行振込みでお支払いの場合
銀行振込みの場合は、お客様のご住所、お名前をお聞かせいただきますので、お手数ですが弊社ま
でご一報をお願いいたします。なお、お振込みの際の手数料はお客様のご負担とさせていただきま
す。
お払込み先：ゆうちょ銀行

０七九店（ゼロナナキュウ店） 当座 ００４６３８３

名義：有限会社八笑堂
お電話受付：0120-947-840（通話料無料）

携帯からは 076-251-8870
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5.2. 代金引換でのお支払いについて
ご注文の際に代金引換払いをご指定された場合は、商品をお届の際に宅配業者の方に代金をお支
払いいただきます。
お支払いいただく価格には、商品価格に以下の 代引き手数料 を加算させていただきます。
合計商品代金

代引手数料

10,000 円未満

660 円

10,000 円以上 30,000 円未満

880 円

30,000 円以上

1,265 円

6. 返品について
ＵＳＢライセンスのＵＳＢメモリが破損していた場合は、商品到着後 8 日以内にご連絡ください。
なお、ＰＣライセンスにつきましては返品のお取扱いを行っておりません。体験版ソフトで内容を十
分ご確認のうえご購入ください。

以上、弊社ホームページのご案内も合わせてご確認ください。ご不明な点はお気軽に弊社営業までお問
合せください。

有限会社八笑堂 ニュートリションライナー担当
電話 0120-947-840（通話料無料）携帯からは…(076)251-8870
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