DataNature6

バージョンアップのご案内

平成 20 年５月吉日

DataNature ご登録ユーザー様各位

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素より、DataNature をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、この度、定評のある操作性を更にアップするため、対比計算など要望の多かった機能の
追加や改良、使い方学習ツールの充実など、
“ユーザービリティの強化”を主題に、多岐にわたる
機能拡張を施した新バージョン「DataNature6」を、リリースいたしました。
つきましては、弊社にご登録いただいているユーザー様限定で、特別価格にて DataNature6
へバージョンアップするプログラムをご用意いたしましたので、ご案内申し上げます。
なお、バージョンアップの内容やお申し込み方法の詳細につきましては、添付の資料をご覧く
ださい。
今後とも DataNature を引き続きご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具

添付資料一覧
・ バージョンアップのご案内（本紙）
・ バージョンアップポイント
・ バージョンアップお申し込み方法
*バージョンアップ価格については、こちらに記載しております。

・ バージョンアップ申込用紙

DataNature ユーザーサポートセンター
T E L ：03-5722-5760

（受付時間 10：00～12：00、13：00～16：00）

F A X ：03-5722-5767

（受付時間 24 時間※1）

E-mail：DataNature@njk.co.jp

（受付時間 24 時間※1）

*土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始および夏季休暇の間はお休みさせていただきます。
※1
：回答は翌営業日以降になる場合がございます。

ソフトウェアパッケージ事業部
〒153-8641 東京都目黒区中目黒4-8-2
TEL：03（5722）5766 FAX：03（5722）5767
URL：http://www.njk.co.jp/datanature/

E-mail：DataNature@njk.co.jp

2008 年 5 月吉日

分析機能の向上
対比計算機能の追加
今回のバージョンアップでは、
DataNature を旧バージョンか
らご愛顧いただいておりますユ
ーザー様のご意見・ご要望を機
能に取り込むなど、定評のある
操作性を更にアップするため、
“ユーザビリティの強化”を主
題に、機能の向上や操作性の改
良、使い方の学習ツールの充実

クロス集計表（ビュー画面）で、例えば「商品 A」と
「商品 B」といった任意の 2 つのデータや、当年当
月と前年/前年同月/前月などの実績を対比し、そ
の差異や比率を自動計算して、集計表に表示する
“対比計算” 機能を追加しました。
前年対比などの期間対比については、システム日
付から自動的に前年前月を判断することもでき、定
型化も可能です。
また、期間対比の集計表を作成しやすくするため、
上/下期や月といった任意の期間で自動的にボタ
ンをグループ化する“期間ボタン増殖”機能も追加
しました。

グラフの拡張
グラフで描画できる凡例数が、これまでの 12 から 24 へ
と倍に拡大しました。
これにより、例えば 2 年度分 24 ヶ月の情報を一つのグ
ラフで確認することも可能です。

対比計算の集計表

など、多岐にわたる機能改良を
施しました。

※レーダーチャートは除きます

動作環境

学習ツールの充実
「ようこそ！」メニューの導入

OS：
Windows 2000 Professional
（SP3 以上）
Windows XP
Windows Vista
メモリ：
128MB 以上
（推奨 1G 以上）
HD 容量：
100MB 以上の空き容量
（インストール時）
解像度：
1,024×768 ドット以上

DataNature6 をインストールして初めて起動したとき
「ようこそ！」メニューを表示するようにしました。

ボタン生成ウィザードの起動をはじめ、使い方を学習す
るための「入門マニュアル（pdf）」や「オートデモ」、「ヒン
ト集」を呼び出すこともできます。
また、Web ブラウザ上で操作を体験できる「チュートリ
アル」も新たに採用し、集計表やグラフの作成など、
目的別に操作手順の確認が容易に行なえます

操作性の改良
ボタン生成ウィザードの改良
ファイルの読み込みからボタン画面の表示までを
ナビゲートする「ボタン生成ウィザード」の操作性を
一新し、全面改良しました。
ウィザードで読み込み可能なファイル形式も拡張
し、Excel や Access ファイルも利用できます。

期間項目の名称の改良
ソースデータ画面で、日付項目を基に作成した期間
項目列の項目名称を、「期間名（基の日付項目名）」
（例「年度（売上日）」/「四半期（売上日）」）のように、
設定している期間内容が分かるよう改良しました。こ
れにより、同じ日付項目から複数の期間を作成した
場合の紛らわしさが解消されます。

ボタン表示順設定機能の拡張
ボタンの並び順を任意に編集できる「任意指定順」に、
初期値の指定機能が追加されました。
データボタン項目が多い場合など、任意順編集を行なう
ための最初の並び順を「ボタン出現順」「ボタン名称順」
「数値データ順」から選択できます。
また、「外部データ参照」の指定もできるので、例えば、
Excel などでコード番号順に並べ替えた順番を適用する
といった使い方も可能です。

CSV 絞り込み条件ツールの追加
テキストカンマ区切りファイル（*.csv）を読み込んで利用
する場合に、データ全体を読み込むのではなく、事前に
任意の条件を指定し、その条件に該当した情報だけに
絞り込んでからデータを読み込んで活用することができ
ます。

お問い合せ先

その他
ソフトウェアパッケージ事業部
〒153-8641
東京都目黒区中目黒 4-8-2
電話番号
03（5722）5766

取 り 扱 い デー タ の 拡 張
読み込み可能なファイル形式に、新たに Excel2007
（*.xlsx/*.xlsb）、Access2007（*.accdb）を加えました。
また、読み込み可能なデータ件数も、従来の 100 万
件から 110 万件にアップしました。

Fax
03（5722）5767
E-mail
DataNature@njk.co.jp
URL
http://www.njk.co.jp/datanature/

その他
定型実行時にエラーとなるケースで表示されるメッセー
ジや、大量データを対象に処理を実行した際の処理実
行中を示すプログレスバーの表示タイミングなど、ユー
ザーにわかりやすくを目指した改良を行ないました。
また、外部アプリケーションから DataNature を呼び出
すための専用 EXE ファイルを用意し、連携しやすくしま
した。

ご注意
※ DataNature5 で作成した、DataNature 専用ソースファイル（*.dsf）、テーマ・メニューファイル（*.dta）、テーマフ
ァイル（*.dtm）は、そのまま DataNature6 でもご利用いいただけます。なお、DataNature5 以前のバージョンで
作成したそれらのファイルは保障対象外となります。予めご了承ください。
※ DataNature6 で作成したファイルを旧バージョンで利用することはできません。また、旧バージョンで作成した
ファイルを、DataNature6 で上書き保存した場合も同じです。ご注意ください。
※ 旧バージョンのオプション製品（@Form、Excel 連携）はご利用いただけません。
※ RDB データ抽出ツールは、“DBportSE”にのみ対応しております（“DBport Ver.4”はご利用いただけません）。
なお、現在“DBportSE”をご利用中の方は、最新のアップデータを適用する必要がありますので、ご注意くださ
い。
アップデータは、弊社 Web ページよりダウンロードできます。詳しくは、以下のページをご覧ください。
http://www.njk.co.jp/product_service/sw_package/nature_series/support/index.html

※記載された会社名・製品名は各社の商標、または、登録商標です。
※DataNature は株式会社エヌジェーケーの登録商標、DBport は商標です

DataNature6
お申し込み方法
ＮＪＫまたは販売店様へお申し込みください。

■ 販売店様へお申し込みになる場合

■ ＮＪＫへ直接お申し込みになる場合
1. 同封の「バージョンアップ申込用紙」へ必要事項をご記入ください。

1. 同封の「バージョンアップ申込用紙」に、必要事項をご記入く

2. 記入された「バージョンアップ申込用紙」を、ＮＪＫ宛にＦＡＸで送信

ださい。

ください。

2. お手持ちの製品をお買い求めになった販売店様へ、「バージ

3. 「バージョンアップ申込用紙」に記入した“合計金額”を、下記の

ョンアップ申込用紙」を添付して、お申し込みください。

いずれかの口座へお振込みください。
 郵便振込
口座番号：00190-9-138416
加入者名：(株)エヌジェーケー
 銀行振込

◎バージョンアップ・キットのお届けについて

銀 行 名：三菱東京 UFJ 銀行（0005）
支 店 名：渋谷中央支店（345）

バージョンアップ・キットのお届けは、送付いただいた「バージョン

口座番号：（普）1267339

アップ申込用紙」に記載された金額のご入金が確認できてから、

加入者名：(株)エヌジェーケー

約 1 週間程となります。あらかじめご了承ください。

※お振込に掛かる手数料は、お客様のご負担となります。

■バージョンアップ価格
【基本パッケージ】

バージョンアップ価格

DataNature ⇒ DataNature6
【追加ライセンス】

（本体価格）

23,625 円

（22,500 円）

備考
※“基本パッケージ”には、媒体（CD-ROM）と、インストールマニュアル
がセットになっています。

※追加ライセンスの単価は、ご購入済の累計クライアント数によって異なりますのでご注意ください。

バージョンアップ単価

累計クライアント数

（本体価格）

（1 クライアントあたり）

5 ～

20 クライアント

11,812 円

（11,250 円）

25 ～

50 クライアント

7,875 円

（7,500 円）

55 ～ 100 クライアント

5,250 円

（5,000 円）

3,937 円

（3,750 円）

100 クライアント以上

備考
※ “追加ライセンス”は、「ライセンス証書」のみの納品となります。
※ 追加ライセンスを複数ご購入されている場合は、累計のクライアン
ト数でカウントください。
※ お手持ちの追加ライセンス数の合計内であれば、任意のクライア
ント数だけのバージョンアップもお受けいたします。

～バージョンアップのご注意～
※ DataNature5 で作成した、各種 DataNature 専用ファイル（*.dsf/*.dta/*.dtm）は、そのまま DataNature6 でもご利用いいただけます。なお、DataNature5 以前のバージョ
ンで作成したそれらのファイルは保障対象外となります。予めご了承ください。
※ DataNature6 で作成したファイルを旧バージョンで利用することはできません。また、旧バージョンで作成したファイルを、DataNature6 で上書き保存した場合も同じです。
ご注意ください。
※ 旧バージョンのオプション製品（@Form、Excel 連携）はご利用いただけません。
※ RDB データ抽出ツールは、“DBportSE”にのみ対応しております（“DBport Ver.4”はご利用いただけません）。なお、現在“DBportSE”をご利用中の方は、最新のアップ
データを適用する必要がありますので、ご注意ください。アップデータは、弊社 Web ページよりダウンロードできます。詳しくは、以下のページをご覧ください。
http://www.njk.co.jp/product_service/sw_package/nature_series/support/index.html

バージョンアップ価格の計算例
計算例 A

旧 DataNature から DataNature6 へ基本パッケージを１本と追加ライセンスを 10 クライアントバージョンアップする場合

種類

DataNature → DataNature6

計算例 B

単価

（本体価格）

基本パッケージ

23,625 円

（22,500 円）

追加ライセンス

11,812 円

(11,250 円）

数量

金額

1本

23,625 円

10 クライアント

118,120 円

合計金額（税込）

141,745 円

旧 DataNature から DataNature6 へ基本パッケージを１本と、5＋20＋5 とご購入された追加ライセンス（累計 30 クライアント）を
バージョンアップする場合

種類

DataNature → DataNature6

単価

（本体価格）

基本パッケージ

23,625 円

（22,500 円）

追加ライセンス

7,875 円

（7,500 円）

数量

金額

1本

23,625 円

30 クライアント

236,250 円

合計金額（税込）

259,875 円

※計算例での「追加ライセンス」は、ご購入済の累計クライアント数となります。

株式会社エヌジェーケー ソフトウェアパッケージ事業部

TEL：03（5722）5766

FAX：03（5722）5767

E-Mail：DataNature@njk.co.jp

DataNature6

FAX.03(5722)5767

バージョンアップ申込用紙

※NJK へ直接お申し込みになる場合だけ上記宛にお送りください。

下記の製品の申し込みを致します。

記入日

月

日

法人 / 個人

ご登録名義
部署名

TEL

役職/担当者名

E-mail
〒

住所

シリアル No

年

DN30- ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

/

DN40- ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

DN50- ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ - ＿ ＿ ＿ ＿
※必ず、ご登録いただいているシリアル No をご記入ください。シリアル No の記載のないものは無効です。

▼ご希望の製品の単価・数量・金額を太線内にご記入ください。
なお、追加ライセンスの単価は、現在ご購入いただいている累計クライアント数によって異なります。
ご記入にあたっては、「DataNature6 お申し込み方法」に記載されている計算例をご参照ください。
種類

単価 （本体価格）

基本パッケージ

数量

金額

23,625 円 （22,500 円）

本

円

円

ｸﾗｲｱﾝﾄ

円

合計金額（税込）

円

DataNature → DataNature6
追加クライアント

▼ご意見・ご要望等、何かございましたら下記にご記入ください。
なお、お申し込みの製品は、記載いただいたご住所へ発送いたします。送付先を変更したい場合は、下記にご記入ください。

□ 送付先の変更を希望する

※販売店様ご記入欄
▼販売店のご担当者様は、以下の情報をご記入のうえ、この用紙をご注文書に添付してお申し込みください。
会社名

役職

部署名

担当者名

TEL

E-mail

ソフトウェアパッケージ事業部
〒153-8641 東京都目黒区中目黒4-8-2
TEL：03（5722）5766
FAX：03（5722）5767
URL：http://www.njk.co.jp/datanature/

E-mail：DataNature@njk.co.jp

