
ＦＡＸ送信先：　06-4705-5807　株式会社ビーガル　行

サブスクリプションのご利用には、別紙の「ご利用規約」および「個人情報取り扱いについて」

への同意が必要です。

ご同意いただける方は下記項目にチェックを入れ、以下の必要事項をご記入の上、

FAXまたはメールにてお送り下さい。

サービスご継続の方は「継続」メニューにチェックし、お客様コードをご記入ください。

 □ 利用規約、個人情報取り扱いについて同意する（同意しない場合、ご登録致しかねますのでご注意ください。継続のお客様はすでにご同意いただいているものとみなします。）

ご登録

お客様コード

法人名

部署名

役職

フリガナ

ご氏名

住所

TEL

FAX

E-Mail

ご利用
期間

チェック　　ご利用料金

3ヶ月 　□　　　　16,500円

6ヶ月 　□　　　　33,000円

12ヶ月 　□　　　　55,000円

3ヶ月 　□　　　　19,800円

6ヶ月 　□　　　　39,600円

12ヶ月 　□　　　　66,000円

3ヶ月 　□　　　　19,800円

6ヶ月 　□　　　　39,600円

12ヶ月 　□　　　　66,000円

3ヶ月 　□　　　　26,400円

6ヶ月 　□　　　　52,800円

12ヶ月 　□　　　　88,000円

12ヶ月 　□　　　 110,000円

　□　新規　　　　　　　□　継続

弊社にユーザー登録済みの場合は、お客様コード(U-から始まる8桁の数値)をご記入ください。

　　Ｕ－＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　□ユーザー登録済みで、お客様コードが不明

DynaCADシリーズ サブスクリプション申込書 （兼ユーザー登録/利用許諾/個人情報取り扱いに関する同意書）

■お支払い方法を選択してください。■お申し込み内容にチェックしてください。

〒

原則としてご案内は全て本メールアドレスに行いますので、お間違えのないようお願いいたします。

 DynaCAD サブスクリプション

 DynaCAD土木Plus サブスクリプション

 DynaCAD官公庁Plus サブスクリプション

 DynaCAD電気 サブスクリプション

 DynaCAD柱状改良設計セット サブスクリプション

　□販売店
　　販売店様からお申し込みいただく場合は、販売店様に本紙をお渡し
    ください。販売店様からのご請求となります。

　□銀行振込
　　下記にお振込み後、お振込みの控えと本紙をサポートセンターまで
　　ファクシミリにてお送りください。

　　　りそな銀行　渋谷支店　普通２６０９５７０　株式会社ビーガル

　　　ゆうちょ銀行　００１７０－４－２８０５０７　株式会社ビーガル

　□クレジットカード

　　カード種類

　　□ＶＩＳＡ　　□ＭＡＳＴＥＲ　　□ＪＣＢ　　□ＡＭＥＸ　　□ＤＣ　　□ＵＣ

　カード番号　＿＿＿＿－＿＿＿＿－＿＿＿＿－＿＿＿＿　　※一括のみ

　カード有効期限　　　　西暦＿＿＿＿＿年　＿＿＿＿月

ご署名　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 商品

【お問合せ先】
(株)ビーガル サポートセンター
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-11  上野BRビル6F

TEL.06-4705-5806  FAX.06-4705-5807
E-mail info@bigal.co.jp

Ｍ-0002-20200218 株式会社ビーガル



DynaCAD シリーズ サブスクリプションご利用規約 

 

お客様は、株式会社ビーガル（以下「弊社」といいます）が開発し、頒布・販売するソフトウェア製品（以下、「本製品」といいます）をご利用いた

だくにあたり、下記条項にご同意いただくものとします。 

本製品のうち、月単位で契約・利用を継続するものを「DynaCAD シリーズ サブスクリプション」（以下「サブスクリプション」）といいます。 

 

第１条 総 則 

1.目的 

本規約は、お客様が本製品をご利用いただくに際して、ご利用条件等を定めたものです。 

2.本規約の改定 

弊社は、お客様の承諾無しに本規約の内容を改定することができるものとします。その場合、改定後の規約を弊社のウェブサイトに掲載す

るか、または、適宜お客様に告知するものとします。 

3.決済方法に関する定め 

サブスクリプションの代金支払い条件等の利用手続きは、別紙に定めるものとします。 

 

第２条 定 義 

1.本製品 

本製品に含まれるコンピュータプログラム、その他のデジタルコンテンツ及び弊社が別途提供することのあるアップデートプログラムや追加

のデジタルコンテンツをいいます。 

2.サブスクリプション 

本製品のうち、月単位で契約・利用を継続するものをいいます。 

3.ユーザー登録 

弊社は、ユーザー登録をしたお客様に対し別途定めるサービス・サポートを提供いたします。ユーザー登録したお客様には、サブスクリプ

ションをご利用いただく上で必要な、ID、パスワード、シリアル番号などを発行します。 

4.ライセンスの有効化 

サブスクリプションをご利用いただく上で、利用する権限を有する者であることを識別し、サブスクリプションを使用できる状態にすることをい

います。 

 

第３条 ご利用条件 

弊社は、本規約にご同意いただいたお客様に限り、お客様が下記の各号に従い本製品を利用することを許諾します。 

1.お客様は、弊社が定める方法でユーザー登録を行っていただくものとします。 

2.弊社が別途定めた要件を満たすコンピュータ、インターネット接続環境、e-mail アドレス等を用意していただく必要があります。 

3.お客様が導入可能なコンピュータ数は、本製品１ライセンスにつき複数台とします。ただし、同時に起動できる台数はご契約のライセンス数

までです。 

4.お客様は、第 6 条に定める利用許諾期間中は、追加料金を支払うことなく、常に本製品の最新バージョンを利用することができます。また、

お客様は、本製品の最新バージョン又はアップデートプログラムが配信された場合、すみやかにこれらを導入するものとします。なお、本製

品の最新バージョンやアップデートプログラムの入手方法、時期は、弊社が定めるものとします。 

第４条 利用できるサービス・サポート 

お客様は、利用契約期間中、以下のサービスを利用することができます。 

1.インターネット経由での本製品の利用。 

2.フリーダイアル、e-mail、FAX での問い合わせ。 



3.e-mail による最新情報の入手。 

4.弊社ホームページ上の登録者専用サービス。 

 

第５条．サブスクリプションにおけるライセンスの有効化 

1.本製品のご利用にあたっては、ライセンスの有効化手続きが必要です。 

弊社は、お申込みから 10 営業日以内にライセンス有効化手続きの完了と、サービスを利用するにあたっての必要な ID、パスワード、シリア

ル番号を、e-mail でお客様に通知します。 

2.サブスクリプションの利用契約期間中、弊社サーバーにおいて、本製品がインストールされたお客様のコンピュータからコンピュータの識別

情報（個人を識別可能な情報は含まれません）を自動的に受信し、コンピュータの認証を行います。お客様のコンピュータが、インターネッ

トに接続されない状態が所定の時間継続した場合、本製品は自動的にセッションを切断します。 

 

第６条．ID／パスワード等について 

1. 弊社は、本製品の提供にあたり ID/パスワードが入力された場合は、お客様自身が入力されたものとみなし、不正利用によりお客様に損害

が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。 

2.弊社は、誤った ID／パスワードが一定回数以上入力された場合は、お客様による本サービスの利用を一時停止する措置を講じる場合があ

ります。 

 

第７条 利用許諾期間等 

本規約に基づき本製品を利用することができる期間は、次の通りとします。 

1.お客様がサブスクリプションのお申し込み手続きを行い、弊社がライセンスの有効化及びご利用に必要な情報を送付した日（以下、「開始

日」という）から、サブスクリプションの利用を開始することができます。ただし、実際のご契約期間は、「開始日」の翌月 1 日からご利用期限

月の末日までとします。 

 

第８条 代金の支払い 

1.サブスクリプションをご使用のお客様は、弊社が別紙で提示する支払い条件及び手続きに従い、使用代金をお支払いいただくものとしま

す。 

2.サブスクリプションの費用は原則前払いとします。（別紙参照） 

3. サブスクリプションのお申し込み期間の単位は、3 ヶ月、６ヶ月、12 ヶ月とします。ご利用継続についても、3 ヶ月、６ヶ月、12 ヶ月単位でお申

込みいただくものとします。 

4.ご利用期間が継続していない再お申込みは、連続して 3 ヶ月以上を申し込むこととします。 

5.弊社の定める期日までに支払いが無い場合、弊社は直ちにサービスの提供を停止します。 

6.ライセンスの有効化や最新版の入手などにかかる通信費等は、お客様自身の負担とします。 

7.お支払いいただいた使用代金は、いかなる理由においても返金はしないものとします。 

8.サブスクリプションの費用のお支払いに自動振替を選択された場合は、初回お申し込みの期間単位で自動的に継続されます。この場合、 

ご利用期限月の前月末日までに、弊社より振替のご案内を送付します。 

9.自動振替の解約は第 10 条規約の解除に準じ、前々月の 20 日までにご連絡いただくものとします。 

 

第９条 禁止事項 

お客様は、本規約で許諾される場合を除き以下の行為を行わないものとします。 

(1)本製品の複製及び利用並びにマニュアル等関連資料の複製 

(2)コンピュータプログラムの改変・リバースエンジニアリング、本製品の全部又は一部の再配布・再利用許諾・公衆送信（送信可能化を含む）、

本製品の貸与・譲渡・レンタル・疑似レンタル行為・中古品取引 



(3)ネットワーク経由で本製品を利用させること、又は本製品の機能を利用した処理・サービスをネットワーク経由で提供すること 

(4)弊社がお客様に提供する製品の識別情報（お客様コード、シリアル番号等）の第三者への開示・提供 

(5)１台のコンピュータを同時に利用又は共有可能なシステムで本製品を利用すること 

(6)本製品を有償で第三者に利用させること、又は本製品を商用サービスに組み込むこと 

(7) 反社会的勢力またはその構成員や関係者によって登録または使用された場合、もしくはそのおそれがあるとビーガルが判断すること 

(8) 法令、条例で禁止された行為 

(9) その他ビーガルが不適当と判断する行為。 

 

第９条 弊社の責任 

1.本サービスは、システムの保守や障害、火災・地震などの災害等により、全部または一部の提供に遅延もしくは中断、データの消失が生じる

場合があります。弊社は、これによりにお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。 

2.弊社は本サービスの全部または一部の提供を中断する場合は、あらかじめその旨をお客様に周知するものとします。ただし、緊急またはや

むをえない場合は、この限りではありません。 

3.本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合（動作保証対象外の特定のハードウェア又はソフトウェアに起因する動作不具合を除きます）、欠

陥の程度に応じて弊社の判断に基づき、修正プログラムの提供もしくは解決方法の案内を行います。ただし本サービスの利用により発生し

たお客様または第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生したお客様または第三者の損害について、一切の責

任を負いません。 

4.前項の保証を、本製品の最新バージョンもしくは導入可能なアップデートプログラムが適用された本製品に対してのみ適用します。お客様

が最新バージョンやアップデートプログラムを導入しないことに起因する動作不具合や損害に関して、弊社は一切責任を負いません。 

5.本製品の瑕疵に関して前二項に定める以外の責任を負わないものとし、ソフトウェアの品質・機能がお客様の特定の利用目的に適合するこ

とを保証するものではなく、本製品の選択導入の適否はお客様の責任とします。本製品の利用又は利用不能から生ずる派生的財産的損

害及び精神的損害、並びに直接的又は間接的な営業上の損害については、弊社は責任を負いません。いかなる場合も、本規約に基づく

弊社の責任は、サブスクリプションに関しては１ヶ月分に相当する金額を上限とします。 

 

第１０条 規約の解除 

1.お客様は、所定の解約手続きを行うことにより、当該手続きを完了した月の末日をもってサブスクリプションを解約することができます。解約

は、契約終了前々月 20 日までにお申し込みください。 

2.お客様が本規約の何れかの条項に違反したとき、サブスクリプションの代金支払いを怠ったとき又は弊社の著作権を侵害したときは、弊社

は本規約を解除しお客様の本製品のご利用を終了させることができます。この場合においても、サブスクリプションをご利用のお客様は解

除日までに生じた代金の支払いを履行する義務があります。 

3.前項の場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却又は破棄するものとします。 

 

第１１条 反社会的勢力の排除に関する事項 

1．使用者及び弊社は、自己ならびに自己の役員及び従業員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの（以

下、総称して「反社会的勢力」という。）でないことを確約します。 

2．使用者及び弊社は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せ

ず、締結している契約を解除することができます。 

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき  

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき  



(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用した

と認められるとき  

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき  

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき  

(6) 暴力的な要求行為をおこなったとき  

(7) 法的な責任を超えた不当な要求行為をおこなったとき  

(8) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をおこなったとき  

(9) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為をおこなったとき  

(10) その他前各号に準ずる行為をおこなったとき 

 

第１２条 一般条項 

本規約に関して生じた紛争についての訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

以上 

 

株式会社ビーガル 

2020 年 2 月 18 日改訂 



別紙 

■サブスクリプション料金 

 サブスクリプションは、連続して 3 ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月単位でお申し込みが必要です。ご利用期間終了後、欠損期間を経て再度 

お申し込みされる場合も同様です。 

サブスクリプション シリーズ 3 ヶ月（税込） 6 ヶ月（税込） 12 ヶ月（税込） 

DynaCAD 16,500 円 33,000 円 55,000 円 

DynaCAD+PDF 入出力オプション 19,800 円 39,600 円 66,000 円 

DynaCAD+PDF ベクター変換オプション 23,100 円 52,800 円 77,000 円 

DynaCAD 土木 Plus 19,800 円 39,600 円 66,000 円 

DynaCAD 土木 Plus+PDF 入出力オプション 23,100 円 52,800 円 77,000 円 

DynaCAD 土木 Plus+PDF ベクター変換オプション 26,400 円 52,800 円 88,000 円 

DynaCAD 官公庁版 Plus 19,800 円 39,600 円 66,000 円 

DynaCAD 官公庁版 Plus+PDF 入出力オプション 23,100 円 52,800 円 77,000 円 

DynaCAD 官公庁版 Plus+PDF ベクター変換オプション 26,400 円 52,800 円 88,000 円 

DynaCAD 電気 26,400 円 52,800 円 88,000 円 

DynaCAD 電気+PDF 入出力オプション 29,700 円 59,400 円 99,000 円 

DynaCAD 電気+PDF ベクター変換オプション 33,000 円 66,000 円 110,000 円 

DynaCAD 柱状改良設計セット 33,000 円 66,000 円 110,000 円 

  

■動作環境 

 DynaCAD シリーズの動作環境に準じます。 

 インターネットへの接続が必要です。 

■サポート 

ソフトウェアのご利用方法は、オンラインヘルプ、ホームページの FAQ をご参照ください。 

サポートは、ご利用期間のみ承ります。お問い合わせ先などの詳細は、別途メールでご案内いたします。



【個人情報取り扱いについて】 

 

株式会社ビーガル（以下、「当社」といいます。）では、当社の個人情報保護方針に基づき、お客様の個人情報を適正に取扱いさせていただ

きますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

（取扱事業者）  

株式会社ビーガル 

（個人情報保護管理者） 

業務管理室 室長 （TEL.06-4705-5806） 

（個人情報の利用目的） 

・ お申し込みいただいた商品・資料・体験版等を送付いたします。 

・ ご希望される場合に限り、キャンペーン、セミナー、最新情報、新しいサービスなどについてご案内いたします。 

・ 商品・サービスへのお問い合わせ・ご意見・ご要望などについて対応いたします。 

（個人情報ご提供の任意性） 

・ お客様が個人情報を当社に提供することは任意です。 

・ ご提供いただけない場合は、当該利用目的である各種サービスをご提供できないことをご了承願います。 

（個人情報の第三者への提供） 

・ お申し込みいただいた商品・サービスの料金のご請求情報（ご指定の口座番号、口座名義、クレジットカード情報等）をご指定の金融機

関等へ提供します。 

その他、以下の範囲で提供する場合があります。 

・ 法令に基づく場合 

・ 人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき 

・ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき 

・ 国の機関もしくは・  地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、 

 本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合 

（個人情報の委託） 

商品の発送業務、商品・サービスに関する質問への対応業務を委託することがあります。 

（個人情報の開示等について） 

当社が保有するお客様情報に関して利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、消去及び第三者への提供の停止（以下、「開

示等」といいます）をご希望される場合には、速やかに対応いたします。 

（開示等の手続き） 

下記お問い合わせ窓口に電話または電子メールにてご連絡ください。 詳細は、お申出いただいた際にご案内いたします。 

書面交付の方法についてお客様および当社が適当と認めた方法で回答します。 

開示等のお申出にあたっては、ご本人またはその代理人であることを確認できる書面が必要となる場合があります。 

詳しくは当社ホームページ（https://bigal.co.jp/）でご案内しております。 



（お問い合わせ窓口） 

〒542-0081  

大阪府大阪市中央区南船場 1-17-11 上野 BR ビル６Ｆ 

株式会社ビーガル  サポートセンター 

TEL：06-4705-5806 （受付時間：9 時～17 時 ただし土日祝日及び年末年始休業日を除く） 

E-mail：info@bigal.co.jp 

（Cookie(クッキー)について） 

－ Cookie とは 

Cookie は、ウェブサイトが記録を保持する目的で、利用者のコンピュータのハードディスクに送付する小さなテキストファイルです。 

Cookie を利用すると、利用者の特定のサイトに対する好みに関する情報を記憶して、ウェブ利用をより有益なものにできます。 

Cookie により、利用者の使用するコンピュータは特定されますが、利用者個人の身元を特定できるわけではありません。 

－ 当社による Cookie の利用 

当社では、以下のような場合に Cookie を使用することがあります。利用者ごとにカスタマイズされたサービスを提供するにあたり、利用者が

便利にご利用いただけるように Cookie を使用することがあります。このクッキーは、利用者がカスタマイズされたページへアクセスした時、ま

たはログインするときに設定されます。 

（個人情報取り扱いの変更および通知について） 

当社は、この「個人情報の取扱いについて」の内容を、事前の予告なく変更することがあります。 

改定した場合には、当社ホームページ（https://bigal.co.jp/）の掲載内容や、本プログラムの掲載内容を反映すること等により公表いたしま

す。 

制定：2019 年 1 月 30 日 
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