
株式会社たけびし
〒615-8501 京都市右京区西京極豆田町29
TEL 075-325-2171 / FAX 075-325-2273
fa-support@takebishi.co.jp

お客様へ
ご注文に関する一般事項を記載しておりますので、はじめにお読みください。
ご不明点・ご要望等ございましたら、遠慮なくお問い合わせ頂けますようお願い致します。

はじめに
・商品代金は前払いにてお願い致します。クレジットカード決済もご利用可能です。
　その他のお支払い方法をご希望の場合は別途ご相談ください。
・銀行振込される場合、振込手数料は貴社負担でお願い致します。
・国内送料は弊社が負担します。
※ご入金の確認ができた時点で正式受注とし、商品を出荷させて頂きます。
※ご入金は注文書送付後10日以内にお願い致します。10日以上経ちましてもお振込みのない場合は
　 キャンセル扱いになる場合もございます。
※返品される場合は、商品到着後10日以内にお願いします。
　 ただし、開封後の製品やバージョン指定品のご返品はできませんので、予めご了承ください。

バージョン指定について
製品のバージョンを指定したい場合は、備考欄に指定バージョンをご記入ください。
※ただし、バージョン指定品のご返品はできませんので、予めご了承ください。

振込先
銀行振込の際は、以下の口座へご入金頂けますようお願い致します。
振込先 三菱UFJ銀行 西院支店 　（ミツビシユーエフジェイギンコウ　サイインシテン）
口座番号 9009790　（当座）
口座名 株式会社たけびし

クレジットカード決済時
VISA、Master、JCB、AMEX、Dinersカードがご利用可能です。お支払い回数は1回払いとなります。
お客様のメールアドレス宛に、クレジットカード決済ページを送付させて頂きますので、そちらで決済をお願い致します  

納期
ご注文請け後、最短5営業日で発送します。
納期指定の場合、止むを得ない事情で発送が間に合わない場合は
別途ご連絡致しますので予めご了承頂けますようお願い致します。
また、お急ぎの場合やお支払い期日の関係で即日発送や期日指定発送をご希望される場合は、
電話にてご相談頂くか、ご注文時にその旨をお知らせ頂ければ、出来る限り対応させて頂きます。

備考
サポート、バージョンアップは、ユーザ登録されているお客様が対象となりますので、
お手元に商品が届きましたら、弊社ウェブサイトのユーザー登録フォームでご登録頂けますようお願い致します。
ユーザー登録フォーム https://www.faweb.net/user-form/

お問い合わせ
ご注文に関するご相談はお気軽に以下までお問い合わせください。
電話 075-325-2171
FAX 075-325-2273
メール fa-support@takebishi.co.jp
※祝日を除く月曜日から金曜日の9:00-17:00まで営業しております。

https://www.faweb.net/user-form/


〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29

TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273

fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。

・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。

・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。

・価格には消費税は含まれておりません。

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など） 向け先国（ご使用される国名を記入ください。）

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

ご住所

(〒                 -                    　　　　   )
銀行振込 ・ クレジットカード

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご希望のお支払条件

貴社名 部署名 ご担当者様名

ダウンロード版 ¥2,750,000

□ 日本語　□ 英語

パッケージ版（ソフトウェアキー）

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-DL

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

DXPV6EP-HW-M3

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

DXPV6EP-HW-M5

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

ダウンロード版

ダウンロード版

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

□ 日本語　□ 英語

パッケージ版（ハードウェアキー）

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー

DXPV6EP-HW

DXPV6EP-SW

DXPV6EP-DL

パッケージ版（ハードウェアキー）

¥5,100,000

¥70,000

パッケージ版（ハードウェアキー）

ダウンロード版

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー
追加ライセンス（10本）

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
バージョンアップ

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
エンハンスアップグレード

ダウンロード版

ダウンロード版

見積依頼書

DXPV6ST-SW-A10□ 日本語　□ 英語

標準価格

□ 日本語　□ 英語

DXPV6ST-SW

DXPV6ST-DL

DXPV6ST-HW-A10

数量

¥55,000

¥3,920,000

DXPV6EP-SW-A50

DXPV6EP-DL-A50

DXPV6EP-SW-V

アドバンスト

DXPV6EP-DL-V

DXPV6EP-HW-CHG

DXPV6EP-SW-CHG

DXPV6EP-DL-CHG

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

¥110,000

¥98,000

¥910,000

¥840,000

¥4,130,000

¥580,000

DXPV6EP-HW-V

¥49,000

¥64,000

¥70,000

¥64,000

スタンダード

DXPV6AD-HW-V

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

ダウンロード版

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

言語

¥5,250,000

DXPV6EP-HW-A10

DXPV6EP-SW-A10

DXPV6EP-DL-A10

DXPV6EP-SW-M5

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

DXPV6EP-SW-M3

DXPV6EP-DL-M3

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

型式

¥140,000

¥128,000

¥210,000

¥198,000

¥310,000

¥298,000

¥1,150,000

¥1,100,000

DXPV6EP-HW-A50

製品名

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
（5年間保守付き）

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
（3年間保守付き）

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
追加ライセンス（10本）

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
追加ライセンス（50本）

□ 日本語　□ 英語

製品形態

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

ダウンロード版

DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー

エンタープライズ

ダウンロード版

DXPV6EP-DL-M5

□ 日本語　□ 英語

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

パッケージ版（ハードウェアキー）

パッケージ版（ソフトウェアキー）

ダウンロード版

パッケージ版（ソフトウェアキー）

ダウンロード版

パッケージ版（ソフトウェアキー）

¥40,000

DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー
追加ライセンス（50本）

DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-HW
¥80,000

DXPV6ST-DL-A10

□ 日本語　□ 英語

ダウンロード版

¥3,000,000

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語

パッケージ版（ソフトウェアキー）

パッケージ版（ハードウェアキー） DXPV6ST-HW-V

DXPV6ST-SW-Vパッケージ版（ソフトウェアキー）

□ 日本語　□ 英語

DXPV6AD-SW-V

DXPV6AD-DL-V

□ 日本語　□ 英語

DXPV6AD-HW

DXPV6AD-SW

DXPV6AD-DL-A50

DXPV6AD-HW-A10

DXPV6AD-SW-A10

DXPV6AD-DL-A10

DXPV6AD-HW-A50

DXPV6AD-SW-A50

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー
追加ライセンス（10本）

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー
追加ライセンス（50本）

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語

¥34,000

DXPV6ST-HW-A50

□ 日本語　□ 英語

¥660,000

¥68,000

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー
バージョンアップ DXPV6ST-DL-Vダウンロード版

DXPV6ST-SW-A50

DXPV6ST-DL-A50

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語

 



〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29

TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273

fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。

・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。

・DXPSVスタンダード版の追加ライセンスやバージョンアップをご希望の場合、

　「DXPSV　　　　」の　　　　内にスタンダードライセンスの型式をご指定ください。（例：DXPSVMELのバージョンアップの場合は、DXPSVMEL-V）

・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。

・価格には消費税は含まれておりません。

備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など） 向け先国（ご使用される国名を記入ください。）

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

ご住所

(〒                 -                    　　　　   )
銀行振込 ・ クレジットカード

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご希望のお支払条件

貴社名 部署名 ご担当者様名

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

見積依頼書

言語 型式 標準価格製品名 数量

エンタープライズ

□ 日本語　□ 英語 DXPSVENT

□ 日本語　□ 英語

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー  （3年間保守付き） 

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー  （5年間保守付き）

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　追加ライセンス（10本）

DXPSVENT-M3

□ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-M5 ¥298,000

¥128,000

¥198,000

□ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-A10

□ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-A50

□ 日本語　□ 英語

DXPSVTYP

¥68,000

DXPSVENT-V ¥64,000

□ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-CHG ¥64,000

スタンダード

¥1,100,000

¥5,100,000

¥68,000

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　追加ライセンス（50本）

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　バージョンアップ

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　エンハンスアップグレード

DXPSV MELSEC OPCサーバー （三菱電機）

DXPSV SYSMAC OPCサーバー （オムロン）

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語 DXPSVMEL

□ 日本語　□ 英語 DXPSVSYS

□ 日本語　□ 英語 ¥68,000

□ 日本語　□ 英語 DXPSVHID ¥68,000

DXPSVSTL ¥68,000

¥68,000□ 日本語　□ 英語 DXPSVFAM

DXPSVKKV

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語 DXPSVPFP

□ 日本語　□ 英語 DXPSVYMP

DXPSVALB ¥68,000

¥68,000

¥68,000□ 日本語　□ 英語 DXPSVMRX

¥68,000

¥68,000

¥68,000□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語 DXPSVLSI

□ 日本語　□ 英語 DXPSVYSR

□ 日本語　□ 英語 DXPSVCPL

□ 日本語　□ 英語 DXPSVMDB ¥68,000

¥68,000

¥68,000

□ 日本語　□ 英語 DXPSVSMT ¥68,000

¥68,000

DXPSVOPC ¥68,000

¥68,000

□ 日本語　□ 英語 DXPSV　　　　-A50

¥34,000□ 日本語　□ 英語 DXPSV　　　　-V

¥580,000

¥2,750,000DXPSV スタンダード OPCサーバー　追加ライセンス（50本）

DXPSV スタンダード OPCサーバー　バージョンアップ

□ 日本語　□ 英語 DXPSVGFC

DXPSV MODBUS OPCサーバー （汎用MODBUS）

DXPSV FANUC OPCサーバー （ファナック）

DXPSV CPL OPCサーバー （アズビル）

DXPSV RCC OPCサーバー （川崎重工業）

DXPSV OPCDA OPCサーバー （OPC DAクライアント機能）

□ 日本語　□ 英語 DXPSV　　　　-A10

□ 日本語　□ 英語

□ 日本語　□ 英語 DXPSVKRC

DXPSV TOYOPUC OPCサーバー （ジェイテクト）

DXPSV スタンダード OPCサーバー　追加ライセンス（10本）

DXPSV FA-M3 OPCサーバー （横河電機）

DXPSV HIDIC OPCサーバー （日立産機）

DXPSV FP OPCサーバー （パナソニック）

DXPSV MP OPCサーバー （安川電機）

DXPSV YSR  OPCサーバー （安川電機）

DXPSV KV OPCサーバー （キーエンス）

DXPSV LSIS OPCサーバー （LS産電）

DXPSV AB OPCサーバー （ロックウェル）

DXPSV SIMATIC OPCサーバー （シーメンス）

DXPSV SATELLITE OPCサーバー （シャープ）

DXPSV MICREX OPCサーバー （富士電機）

 



〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29

TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273

fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。

・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。

・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。

・価格には消費税は含まれておりません。

※　赤字部分はキャンペーン価格適用価格となります。キャンペーン期間は未定ですが、終了1か月前にはFAWEBで告知します。

型式 標準価格 数量

デバイスエクスプローラ データロガー □ 日本語　□ 英語 DXPLOG ¥128,000

デバイスエクスプローラ データロガー　バージョンアップ □ 日本語　□ 英語 DXPLOG-V ¥64,000

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

ご住所 ご希望のお支払条件

(〒                 -                    　　　　   )
銀行振込 ・ クレジットカード

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など） 向け先国（ご使用される国名を記入ください。）

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

貴社名 部署名 ご担当者様名

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-SW-V

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-DL-V ¥59,000

DxpLOGGER V3 スタンダード
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-HW-V
¥64,000

◆ デバイスエクスプローラ データロガー V2 (旧バージョン)

製品名 言語

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-DL ¥118,000

DxpLOGGER V3 スタンダード パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-HW
¥128,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-SW

スタンダード

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-SW-CH

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-DL-CH ¥70,000

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-DL-V ¥94,000

DxpLOGGER V3 エンタープライズ
エンハンスアップグレード

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-HW-CH
¥78,000

DxpLOGGER V3 エンタープライズ
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-HW-V
¥99,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-SW-V

見積依頼書

製品名 製品形態 言語 型式 標準価格

DXPLOGV3EP-SW

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-DL
\188,000
\158,000

数量

エンタープライズ

DxpLOGGER V3 エンタープライズ パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-HW \198,000
\168,000パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語

◆ デバイスエクスプローラ データロガー V3 (新バージョン)

 



〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29

TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273

fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。

・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。

・DAサーバーのバージョンアップ品をご希望の場合は、「             -V」の　　　　内にバージョンアップしたいDAサーバーの型式をご指定ください。

　（例：MELSEC Ethernet DAサーバーのバージョンアップの場合は、QE71DAS-V）

・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。

・価格には消費税は含まれておりません。

¥68,000

製品名 製品形態

□ 日本語　□ 英語 DGW-D20-HW-A50 ¥5,400,000

貴社名 部署名 ご担当者様名

製品名 言語 型式 標準価格 数量

ファイルアーク FAエディション □ 日本語　□ 英語 FileArk-FA ¥68,000

◆ デバイスエクスプローラ レコシンク

言語 型式 標準価格 数量

日本語のみ DXPRECSYNC-DLデバイスエクスプローラ レコシンク ダウンロード版

デバイスゲートウェイ　on Docker   ソフトウェアキー □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-SW ¥150,000

デバイスゲートウェイ　on Docker   ハードウェアキー　10ライセンス □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-HW-A10 ¥1,250,000

◆ ファイルアーク FAエディション

デバイスゲートウェイ　on Docker   ソフトウェアキー　50ライセンス □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-SW-A50 ¥5,400,000

デバイスゲートウェイ　on Docker   ソフトウェアキー　10ライセンス □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-SW-A10 ¥1,250,000

デバイスゲートウェイ　on Docker   ハードウェアキー　50ライセンス

製品名 言語 型式 標準価格 数量

デバイスゲートウェイ　on Docker   ハードウェアキー □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-HW ¥150,000

デバイスゲートウェイ　海外規格対応モデル 言語選択なし DGW-W710 ¥218,000

◆ デバイスゲートウェイ on Docker

デバイスゲートウェイ　IO搭載モデル 言語選択なし DGW-F20 ¥188,000

デバイスゲートウェイ　LTE搭載モデル 言語選択なし DGW-L30 ¥200,000

製品名 言語 型式 標準価格 数量

デバイスゲートウェイ　コンパクトモデル 言語選択なし DGW-C10 ¥188,000

◆ デバイスゲートウェイ

FA-M3 Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 FAMDAS ¥78,000

HIDIC Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 HIDAS ¥78,000

SYSMAC Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 SYSDAS ¥78,000

DAサーバー バージョンアップ □ 日本語　□ 英語                 -V 定価×50% 

見積依頼書

◆DAサーバー

製品名 言語 型式 標準価格 数量

MELSEC Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 QE71DAS ¥68,000

MELSEC シリアル DAサーバー □ 日本語　□ 英語 QC24DAS ¥68,000

MELSEC ボード DAサーバー □ 日本語　□ 英語 Q8BDAS ¥68,000

備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など） 向け先国（ご使用される国名を記入ください。）

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

ご希望のお支払条件

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

ご住所

(〒                 -                    　　　　   )
銀行振込 ・ クレジットカード

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆ もじコピ

製品名 製品形態 言語 型式 標準価格 数量

もじコピ Sプラン ダウンロード版 日本語のみ MOJICOPI-S ¥10,000

もじコピ Lプラン ダウンロード版 日本語のみ MOJICOPI-L ¥35,000

もじコピ Mプラン ダウンロード版 日本語のみ MOJICOPI-M ¥20,000

 



〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29
TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273
fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。
・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。
・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。
・価格には消費税は含まれておりません。

注文書

製品名 製品形態 言語 型式 標準価格 数量
エンタープライズ
DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-HW
¥140,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-SW
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-DL ¥128,000

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
（3年間保守付き）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-HW-M3
¥210,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-SW-M3
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-DL-M3 ¥198,000

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
（5年間保守付き）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-HW-M5
¥310,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-SW-M5
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-DL-M5 ¥298,000

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
追加ライセンス（10本）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-HW-A10
¥1,150,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-SW-A10
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-DL-A10 ¥1,100,000

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
追加ライセンス（50本）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-HW-A50
¥5,250,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-SW-A50
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-DL-A50 ¥5,100,000

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-HW-V
¥70,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-SW-V
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-DL-V ¥64,000

DxpSERVER V6 エンタープライズ
OPCサーバー
エンハンスアップグレード

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-HW-CHG
¥70,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-SW-CHG
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6EP-DL-CHG ¥64,000

アドバンスト
DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-HW
¥110,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-SW
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-DL ¥98,000

DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー
追加ライセンス（10本）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-HW-A10
¥910,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-SW-A10
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-DL-A10 ¥840,000

DXPV6AD-SW-V
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-DL-V ¥49,000

DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー
追加ライセンス（50本）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-HW-A50
¥4,130,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-SW-A50
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-DL-A50 ¥3,920,000

スタンダード

DxpSERVER V6 アドバンスト
OPCサーバー
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6AD-HW-V

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-HW
¥80,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-SW
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-DL ¥68,000

¥55,000
パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー
追加ライセンス（10本）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-HW-A10
¥660,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-SW-A10
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-DL-A10 ¥580,000

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー
追加ライセンス（50本）

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-HW-A50
¥3,000,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-SW-A50
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-DL-A50 ¥2,750,000

DxpSERVER V6 スタンダード
OPCサーバー
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-HW-V
¥40,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-SW-V
ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPV6ST-DL-V ¥34,000

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

ご住所
(〒                 -                    　　　　   )

銀行振込 ・ クレジットカード
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

向け先国（ご使用される国名を記入ください。）備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など）

ご希望のお支払条件

合計金額 円

ご担当者様名部署名貴社名

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

 



〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29

TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273

fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。

・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。

・DXPSVスタンダード版の追加ライセンスやバージョンアップをご希望の場合、

　「DXPSV　　　　」の　　　　内にスタンダードライセンスの型式をご指定ください。（例：DXPSVMELのバージョンアップの場合は、DXPSVMEL-V）

・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。

・価格には消費税は含まれておりません。

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー  （3年間保守付き） □ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-M3 ¥198,000

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー  （5年間保守付き）

向け先国（ご使用される国名を記入ください。）

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など）

□ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-M5 ¥298,000

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　追加ライセンス（10本） □ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-A10 ¥1,100,000

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　追加ライセンス（50本） □ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-A50 ¥5,100,000

注文書

製品名 言語 型式 標準価格 数量

エンタープライズ

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー □ 日本語　□ 英語 DXPSVENT ¥128,000

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　バージョンアップ □ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-V ¥64,000

DXPSV エンタープライズ OPCサーバー　エンハンスアップグレード □ 日本語　□ 英語 DXPSVENT-CHG ¥64,000

スタンダード

DXPSV MELSEC OPCサーバー （三菱電機） □ 日本語　□ 英語 DXPSVMEL ¥68,000

DXPSV SYSMAC OPCサーバー （オムロン） □ 日本語　□ 英語 DXPSVSYS ¥68,000

DXPSV TOYOPUC OPCサーバー （ジェイテクト） □ 日本語　□ 英語 DXPSVTYP ¥68,000

DXPSV FA-M3 OPCサーバー （横河電機） □ 日本語　□ 英語 DXPSVFAM ¥68,000

DXPSV HIDIC OPCサーバー （日立産機） □ 日本語　□ 英語 DXPSVHID ¥68,000

DXPSV SATELLITE OPCサーバー （シャープ） □ 日本語　□ 英語 DXPSVSTL ¥68,000

DXPSV MICREX OPCサーバー （富士電機） □ 日本語　□ 英語 DXPSVMRX ¥68,000

DXPSV FP OPCサーバー （パナソニック） □ 日本語　□ 英語 DXPSVPFP ¥68,000

DXPSV MP OPCサーバー （安川電機） □ 日本語　□ 英語 DXPSVYMP ¥68,000

DXPSV YSR  OPCサーバー （安川電機） □ 日本語　□ 英語 DXPSVYSR ¥68,000

DXPSV KV OPCサーバー （キーエンス） □ 日本語　□ 英語 DXPSVKKV ¥68,000

DXPSV AB OPCサーバー （ロックウェル） □ 日本語　□ 英語 DXPSVALB ¥68,000

DXPSV SIMATIC OPCサーバー （シーメンス） □ 日本語　□ 英語 DXPSVSMT ¥68,000

DXPSV LSIS OPCサーバー （LS産電） □ 日本語　□ 英語 DXPSVLSI ¥68,000

DXPSV CPL OPCサーバー （アズビル） □ 日本語　□ 英語 DXPSVCPL ¥68,000

DXPSV MODBUS OPCサーバー （汎用MODBUS） □ 日本語　□ 英語 DXPSVMDB ¥68,000

DXPSV スタンダード OPCサーバー　追加ライセンス（50本） □ 日本語　□ 英語 DXPSV　　　　-A50 ¥2,750,000

DXPSV FANUC OPCサーバー （ファナック） □ 日本語　□ 英語 DXPSVGFC ¥68,000

DXPSV RCC OPCサーバー （川崎重工業） □ 日本語　□ 英語 DXPSVKRC ¥68,000

DXPSV OPCDA OPCサーバー （OPC DAクライアント機能） □ 日本語　□ 英語 DXPSVOPC ¥68,000

DXPSV スタンダード OPCサーバー　追加ライセンス（10本） □ 日本語　□ 英語 DXPSV　　　　-A10 ¥580,000

(〒                 -                    　　　　   )
銀行振込 ・ クレジットカード

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

DXPSV スタンダード OPCサーバー　バージョンアップ □ 日本語　□ 英語 DXPSV　　　　-V ¥34,000

合計金額 円

ご希望のお支払条件

貴社名 部署名 ご担当者様名

ご住所

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

 



〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29
TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273
fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。
・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。
・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。
・価格には消費税は含まれておりません。

※　赤字部分はキャンペーン価格適用価格となります。キャンペーン期間は未定ですが、終了1か月前にはFAWEBで告知します。

デバイスエクスプローラ データロガー □ 日本語　□ 英語 DXPLOG ¥128,000

デバイスエクスプローラ データロガー　バージョンアップ □ 日本語　□ 英語 DXPLOG-V ¥64,000

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

ご住所 ご希望のお支払条件
(〒                 -                    　　　　   )

銀行振込 ・ クレジットカード
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など） 向け先国（ご使用される国名を記入ください。）

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

合計金額 円

貴社名 部署名 ご担当者様名

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-SW-V

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-DL-V ¥59,000

◆ デバイスエクスプローラ データロガー V2 (旧バージョン)

製品名 言語 型式 標準価格 数量

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-DL ¥118,000

DxpLOGGER V3 スタンダード
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-HW-V
¥64,000

DxpLOGGER V3 スタンダード パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-HW
¥128,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3ST-SW

スタンダード

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-SW-CH

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-DL-CH ¥70,000

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-DL-V ¥94,000

DxpLOGGER V3 エンタープライズ
エンハンスアップグレード

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-HW-CH
¥78,000

DxpLOGGER V3 エンタープライズ
バージョンアップ

パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-HW-V
¥99,000

パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-SW-V

注文書

製品名 製品形態 言語 型式 標準価格

DXPLOGV3EP-SW

ダウンロード版 □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-DL
\188,000
\158,000

数量
エンタープライズ
DxpLOGGER V3 エンタープライズ パッケージ版（ハードウェアキー） □ 日本語　□ 英語 DXPLOGV3EP-HW \198,000

\168,000パッケージ版（ソフトウェアキー） □ 日本語　□ 英語

◆ デバイスエクスプローラ データロガー V3 (新バージョン)

 



〒615-8501　京都市右京区西京極豆田町29

TEL(075)325-2171 FAX(075)325-2273

fa-support@takebishi.co.jp

ご注意事項
・太枠内に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXで送付頂けますようお願い申し上げます。

・ご希望の言語を選択してください（日本語、　英語）。　海外でお使いになる場合は向け先国をご教示ください。

・DAサーバーのバージョンアップ品をご希望の場合は、「             -V」の　　　　内にバージョンアップしたいDAサーバーの型式をご指定ください。

　（例：MELSEC Ethernet DAサーバーのバージョンアップの場合は、QE71DAS-V）

・バージョンアップ品をご希望の場合は、備考欄に対象製品のシリアル番号（9桁-8桁）をご記入ください。またユーザー登録が必要です。

・価格には消費税は含まれておりません。

備考欄（バージョンアップの場合、シリアル番号など） 向け先国（ご使用される国名を記入ください。）

□　国内　　□国外（国名：　　　　　　　　　　　　　　　     　　　   　　）

デバイスゲートウェイ　on Docker   ソフトウェアキー □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-SW ¥150,000

デバイスゲートウェイ　on Docker   ハードウェアキー　10ライセンス □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-HW-A10 ¥1,250,000

デバイスゲートウェイ　on Docker   ハードウェアキー　50ライセンス □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-HW-A50 ¥5,400,000

デバイスゲートウェイ　on Docker   ソフトウェアキー　50ライセンス □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-SW-A50 ¥5,400,000

注文書

製品名 言語 型式 標準価格 数量

◆DAサーバー

MELSEC Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 QE71DAS ¥68,000

MELSEC シリアル DAサーバー □ 日本語　□ 英語 QC24DAS ¥68,000

MELSEC ボード DAサーバー □ 日本語　□ 英語 Q8BDAS ¥68,000

SYSMAC Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 SYSDAS ¥78,000

FA-M3 Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 FAMDAS ¥78,000

HIDIC Ethernet DAサーバー □ 日本語　□ 英語 HIDAS ¥78,000

DAサーバー バージョンアップ □ 日本語　□ 英語                 -V 定価×50% 

◆ デバイスゲートウェイ

デバイスゲートウェイ　IO搭載モデル 言語選択なし DGW-F20 ¥188,000

デバイスゲートウェイ　LTE搭載モデル 言語選択なし DGW-L30 ¥200,000

製品名 言語 型式 標準価格 数量

デバイスゲートウェイ　コンパクトモデル 言語選択なし DGW-C10 ¥188,000

◆ デバイスゲートウェイ on Docker

デバイスゲートウェイ　海外規格対応モデル 言語選択なし DGW-W710 ¥218,000

製品名 言語 型式 標準価格 数量

デバイスゲートウェイ　on Docker   ハードウェアキー □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-HW ¥150,000

デバイスゲートウェイ　on Docker   ソフトウェアキー　10ライセンス □ 日本語　□ 英語 DGW-D20-SW-A10 ¥1,250,000

◆ ファイルアーク FAエディション

FileArk-FA ¥68,000

製品名 言語 型式 標準価格 数量

貴社名 部署名 ご担当者様名

ファイルアーク FAエディション □ 日本語　□ 英語

(〒                 -                    　　　　   )

合計金額 円

電話番号 FAX番号 メールアドレス（クレジットカード決済時必須）

銀行振込 ・ クレジットカード
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆ もじコピ

製品名 製品形態 言語 型式 標準価格 数量

ご希望のお支払条件ご住所

◆ デバイスエクスプローラ レコシンク

言語 型式 標準価格 数量

日本語のみ DXPRECSYNC-DL ¥68,000

製品名 製品形態

デバイスエクスプローラ レコシンク ダウンロード版

もじコピ Lプラン ダウンロード版 日本語のみ MOJICOPI-L ¥35,000

もじコピ Sプラン ダウンロード版 日本語のみ MOJICOPI-S ¥10,000

もじコピ Mプラン ダウンロード版 日本語のみ MOJICOPI-M ¥20,000
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