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DataNature Smart ver.4 シリーズ 標準価格
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※ 1 基本セットには、インストール媒体とインストールマニュアルがセットになっています。

※ 2 DataNature Smart Basicでは、データ加工設定とファイル加工設定は、オプションとして追加いただけます。

※ 3 DataNature Smart Basicでは、ファイル出力設定は、オプションとして追加いただけます。

※ オプション機能をご購入になる場合には、基本セットが必要となります。（すでに基本セットをお持ちの場合は、オプション機能だけの追加でかまいません）

※ スタンドアロンライセンスとは、サーバーへのログイン無しでも起動できるクライアントのライセンスです。1ライセンスあたりの価格となります。

※ 年間保守料は、商品標準価格の15％となります。但し、ETL機能オプションは商品標準価格の20％となります。

年間保守サービス（必須）のサポート内容は、①リビジョンアップ版の無償提供 ②バージョンアップ版の無償提供 ③専用電話（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）/FAX/専用E-mailによるサポートとなります。

※記載された商品の内容は予告なしに更新される場合があります。

DataNature Smart ver.4 DataNature Smart ver.4 Basic

商品名 標準価格 （本体価格） 年間保守料 標準価格 （本体価格） 年間保守料

クライアント追加ライセンス
（同時接続）

5ユーザー 800,000円 120,000円 500,000円 75,000円

10ユーザー 1,400,000円 210,000円 ※5ユーザー単位で追加可能。基本セットの5ユー
ザーと合わせて、最大105ユーザーまで。

例：追加15ユーザーの場合は、5ユーザー×3セッ
トで1,500,000円（保守料225,000円）

20ユーザー 1,700,000円 255,000円

50ユーザー 3,000,000円 450,000円

100ユーザー 4,500,000円 675,000円

スタンドアロンライセンス 100,000円 15,000円 100,000円 15,000円

ETL機能 2,000,000円 400,000円 2,000,000円 400,000円

Webレポート機能 1,000,000円 150,000円 1,000,000円 150,000円

データ加工機能（※2) 標準搭載 500,000円 75,000円

ファイル出力機能（※3) 標準搭載 500,000円 75,000円

DataNature Smart ver.4 DataNature Smart ver.4 Basic 

商品名 標準価格 （本体価格） 年間保守料 標準価格 （本体価格） 年間保守料

基本セット(※1) 2,500,000円 375,000円 800,000円 120,000円

構成：【DataNature Smart クライアントツール(同時接続５ユーザー)】

【DataNature Smart サーバー管理ツール】 ・ユーザー管理機能 ・データ抽出/データ連結/データ結合/ファイル統合設定 ・外部アプリケーション設定
・スケジュール設定 ・データ加工設定(※2) ・ファイル加工設定(※2) ・ファイル出力設定(※3)

■ 標準機能 ※価格は税抜価格です

■ オプション機能 ※価格は税抜価格です
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DataNature Smart 年間保守サービス内容

サポート（E-mail、FAXによる操作支援、トラブル対応など）

・保守ユーザー様専用E-mailアドレスにて優先的に対応させて頂きます。

・トラブルが発生したときには、専任のスタッフが調査解析を行い、迅速に対応致します。

※何回でも、どなたでもお問い合わせ頂けます。

リビジョンアップ（リビジョンアップ版の無償ダウンロードサービス）

最新の改訂版を無償でご利用頂けるサービスです。

※改訂版とは、次のような内容に対応して、不定期にリリースされる最新のプログラムです。

・新しい環境（OSのバージョンアップなど）への対応

・小規模なプロブラムの改良・修正

・不具合の修正

※CD-ROMでのご提供も可能です。

バージョンアップ（バージョンアップ版の無償提供）

大幅な機能追加、改良を行った際のバージョンアップに関しても、保守ユーザー様には無償で提供させて頂きます。

※製品ご購入の際、年間保守サービスへの加入は必須とさせていただいております。

※保守サービスの価格はご購入頂いた商品の標準価格（追加ライセンス、オプション含む）の15%です。

但し、ETL機能オプションは、標準価格の20%です。

※保守サービス期間は、対象商品納品日の翌月1日から１年間です。

※ソフトウェア保守サービス約款、保守サービス申込書は弊社ホームページからダウンロードして頂けます。

http://datanature.njk.co.jp/support/maintenance/
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■ 定期開催研修コース

※価格は税抜価格です

DataNatureをご購入されたお客様を対象に、製品のスムーズな導入・運用開始をサポートする、サービスメニューをご用意いたしました。

詳しい内容についてはお気軽にお問い合わせください。

コース 対象製品 内容 時間 受講料

入門コース
DataNature Smart

クライアントツール
DataNature Smartクライアントツールの代表的な機能と基本操作を、

売上サンプルデータを用いて学習するセミナーです。
3時間 20,000円（1名）

管理者コース DataNature Smart

サーバー管理ツール

DataNature Smartサーバー管理ツールの各種設定と基本操作を、

実機を利用して学習するシステム管理者様向けセミナーです。
4時間 50,000円（1名）

■ 導入研修コース

※価格は税抜価格です

コース 対象製品 内容 人数 時間 受講料

Ａコース
DataNature Smart

クライアントツール

お客様のPC環境にて、DataNature Smartクライアントツールの

代表的な機能と基本操作を学習します。
10名 3時間 150,000円

Ｂコース
DataNature Smart

クライアントツール

＋データ抽出ツール

お客様のPC環境にて、DataNature Smartクライアントツールお

よびデータ抽出ツールの代表的な機能と基本操作を学習しま

す。

10名 5時間 200,000円

Ｓコース
DataNature Smart

サーバー管理ツール

インストラクターが持参するPCにて、DataNature Smart サー

バー管理ツールの各種設定と使い方の説明、質疑応答を行い

ます。

5名 3時間 100,000円

専任インストラクターを派遣して行うオンサイトの研修コースです。お客さまのデータサンプルを利用し、

実際のデータ活用に即したイメージでの効果的な学習で、スムーズな導入をサポートします。

研修・支援サービス（1）

3

NJKセミナールーム（東京・大阪）にて、DataNature Smartの使い方を、サンプルデータを使って、

実際に操作しながら学習する定期開催セミナーです。
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■ 導入支援サービス

※価格は税抜価格です

コース 内容 基本料金

インストールサービス DataNature Smartのインストールと初期設定を行います。 400,000円

導入支援 2日コース
DataNature Smartの導入初期のお客様に、分析対象データを準備するための

アドバイスやテンプレートを構築するためのノウハウをご提供するし、運用開始

に向けたシステム管理者様への技術的支援を行います。

300,000円

5日コース 750,000円

追加1日コース 150,000円

専任スタッフによるインストールや、テンプレート構築などの技術支援サポートです。

■ 研修/支援パック

※価格は税抜価格です

メニュー 内訳 基本料金

支援パックＡ インストールサービス DataNature Smartのインストールと初期設定 525,000円

導入研修 Ａコース DataNature Smartクライアントツール基本操作の習得（3時間、10名）

支援パックＢ インストールサービス DataNature Smartのインストールと初期設定 800,000円

導入研修 Ａコース DataNature Smartクライアントツール基本操作の習得（3時間、10名）

導入支援 2日コース DataNature Smartの技術支援（2日間）

支援パックＣ インストールサービス DataNature Smartのインストールと初期設定 1,200,000円

導入研修 Ａコース DataNature Smartクライアントツール基本操作の習得（3時間、10名）

導入支援 5日コース DataNature Smartの技術支援（5日間）

導入支援サービスと導入研修コースをセットした、お得なパックメニューです。

研修・支援サービス（2）
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■ 定期開催研修コース

■ 導入研修コース

コース 注意事項

入門コース
最新バージョン（DataNature Smart ver.4）を使用したセミナーとなります。

旧バージョンをご利用の場合は、画面構成や機能が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

管理者コース 「入門コース」または「導入研修Aコース」をすでに受講済みの方、もしくは、同等の知識のある方を対象とした、システム管理者様向けの講習です。

※ 受講料は、各コースとも1名様分です。

※ 各コースとも予約制です。なお、お申込みが既定人数を下回る場合は、日程を調整させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

※ 詳しい内容や日程、お申込み方法につきましては、弊社のセミナー担当までお問合せください。（03-5117-1926）

※ 受講のキャンセルおよび受講日変更のお申し出は、当日を含む3営業日前まで承ります。それ以降は受講料をご返金できませんので、ご了解の上、お申し込みください。

なお、受講日の変更は2回までとさせていただきます。

※ 定期開催研修コースの内容に関しては、予告なく変更される場合がございます。

コース 注意事項

Aコース お客様のデータを使用した講習をご希望の場合は、講習の14営業日前までに、使用するデータをご提示いただく必要があります。ご注意ください。

Bコース データ抽出ツールについては、サンプルDB（MS-Access）での講習のみとさせていただきます（お客様のデータベースを使用しての開催はお受けできません）。

Sコース 「入門コース」または「導入研修Aコース」をすでに受講済みの方、もしくは、同等の知識のある方を対象とした、システム管理者様向けの講習です。

※ 各コースとも予約制です。

・お申込みについては、弊社のセミナー担当までご連絡ください。（03-5117-1926）

・実施日については、お申込み受付後、ご担当者との打合せにより決定させていただきます。なお、弊社営業日での実施となりますので、ご了承ください。

また、2月から4月は大変混み合いますので、一ヶ月以上の余裕をもってお申込みいただきたくお願い致します。

・実施のキャンセルおよび実施日変更のお申し出は、当日を含む10営業日前まで承ります。それ以降はお客様ご都合によるキャンセルとみなし、研修費用／支援費用は当初の予定

通りにご請求させていただくこととなりますので、実施日は慎重にご確定ください。なお、実施日の変更は2回までとさせていただきます。

※ 受講者が既定人数を超える場合は、補助講師を1名［20,000円（税抜）/時間］追加させていただく場合があります。

※ 準備について

・基本的に受講者用PCへのソフトウェア（インストール含む）などの環境設定は、お客様にて準備願います。

・講師用PCを除く、必要な講習用機材（プロジェクター、スクリーン、ネットワーク環境等）は、基本的にお客様にて準備願います。

・弊社セミナールームをご利用いただくことも可能です［有償：2,000円（税抜）/時間］。お気軽にご相談ください。

なお、セミナールームでは、製品の最新バージョンでの実施に限らせていただきます。

※ 遠隔地開催の場合、東京駅または羽田空港を起点とする往復交通費、宿泊を必要とする場合は、弊社規定の宿泊費を別途ご負担願います。

※ 研修コース内容に関しては、予告なく変更される場合がございます。

※ 営業日は、土日・祝日および弊社休業日を除く平日の10:00～17:00とさせていただきます。

研修・支援サービスメニューをご利用される前に（１）
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イ
ン
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ス
内
容

■ソフトウェアのインストール

●サーバーPCへのインストールと初期設定

●クライアントPC（1台）へのインストールと初期設定

■サーバー管理ツールの概要説明

■DBアクセスを利用したユーザーデータの抽出確認

（テーブル一覧表示、1テーブル/1カラムの抽出実行確認）

■サーバー管理ツールとクライアントの動作確認

●サンプルデータを利用した各種機能の動作確認

・サーバー管理ツール

セキュリティ設定、データ抽出設定、データ連結設定、ファイル加工設定、データ加工設定、ETL設定OP、

ファイル出力設定（WebレポートOP含む）、外部アプリケーション設定、スケジュール設定

・クライアント

データ読み込み、テンプレート読み込み、各種画面の表示、出力機能

注
意
事
項

※ インストールするPC環境は、お客様にて事前にご準備願います。

※ インストール時に必要な管理者権限を有するユーザーアカウントとパスワードは、作業にお立会いのお客様にご入力いただきます。

※ Citrix XenApp環境の準備や、公開アプリケーションの設定は作業には含まれません。

※ Webレポート機能オプションのWebレポート（ドリルダウン）機能をご利用の場合に必要な、Microsoft Internet Information Service（IIS）やMicrosoft .NET Framework 4.5の

環境設定は含まれません。

※ DBアクセス機能を利用する場合、お客様にて事前に対象RDBへ接続できるPC環境のご準備（ODBCデバイスドライバー設定など）をお願いいたします。

導
入
支
援

サ
ー
ビ
ス
内
容

■サーバー管理ツールの機能を利用したデータ生成支援

セキュリティ設定、データ抽出設定、データ連結設定、

ファイル加工設定、データ加工設定、ETL設定OP、

外部アプリケーション設定、スケジュール設定支援

■クライアントツールの機能を利用したテンプレート構築支援

●クライアントツールでのテンプレート構築作業支援

●サーバー管理ツールでのファイル出力設定

（WebレポートOP含む）とスケジュール設定作業支援

注
意
事
項

※ 導入支援は、お客様の要望に対する技術的支援を提供するものです。お客様が要望するレポート等、そのものを作成・納品するサービスではありません。

※ 作業時間には、作業内容に関する事前打合せも含みます。

※ DBアクセス機能、ETL機能OPを利用する場合、お客様にて事前に対象RDBへ接続できるPC環境（ODBCデバイスドライバー設定など）と、構成資料のご準備をお願いいた

します。

※ 導入支援サービスは予約制です。

・お申込みについては、弊社支援担当までご連絡ください。（03-5117-1926）

・日程については、お申込み受付後、ご担当者との打合せにより決定させていただきます。なお、弊社営業日での実施となりますので、ご了承ください。

また、2月から4月は大変混み合いますので、一ヶ月以上の余裕をもってお申込みいただきたくお願い致します。

・実施のキャンセルおよび実施日変更のお申し出は、当日を含む10営業日前まで承ります。それ以降はお客様ご都合によるキャンセルとみなし、研修費用／支援費用は当初の予定

通りにご請求させていただくこととなりますので、実施日は慎重にご確定ください。また、実施日の変更は2回までとさせていただきます。

※ 遠隔地開催の場合、東京駅または羽田空港を起点とする往復交通費、宿泊を必要とする場合は、弊社規定の宿泊費を別途ご負担願います。

※ 導入支援サービスの内容に関しては、予告なく変更される場合がございます。

※ 営業日は、土日・祝日および弊社休業日を除く平日の10:00～17:00とさせていただきます。

■ 導入支援サービス

OP ： オプション機能です。ご購入されていない場合は対象外です。

研修・支援サービスメニューをご利用される前に（2）
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機 能
製 品 名

Smart Smart Basic

クライアントツール機能

取り扱いデータ件数 １０００万件 １２０万件

同時接続クライアントライセンス（基本セットの５ユーザー含む） 最大１０５ユーザー

サーバー管理ツール機能

ユーザ管理・セキュリティ設定 ○

外部アプリケーション設定 ○

スケジュール運用設定 ○

オリジナルファイル出力設定 ○

データ抽出設定 ○

データ連結設定 ○

データ結合設定 ○

ファイル統合設定 ○

ファイル加工設定 ○
オプション

（データ加工機能）データ加工設定 ○

ＨＴＭＬ/ＣＳＶファイル出力設定 ○ オプション
（ファイル出力機能）ＥＸＣＥＬ/ＰＤＦファイル出力設定 ○

Ｗｅｂレポート設定 オプション（Ｗｅｂレポート機能）

ＥＴＬ機能 オプション（ＥＴＬ機能）

※ クライアントツールの機能は、取り扱いデータ件数以外は同じです。

※ ○は、標準搭載です。

DataNature Smart ver.4 シリーズ 機能比較表
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