
 

 

 

 

 

AIVY Talk サーバ価格表 
200４年 4 月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限会社アイビィ・コミュニケーションズ 

 



 

For Small and Medium size business 

小規模ビジネス向けソリューション 

 

従業員が 10 名から 100 名程度の企業に最適なソリューションです。 

登録ユーザ数 10,50,100 名から選ぶことができます。 

 

製品番号 最大登録ユーザ数 最大同時会話セッション数 価格(税込) 

ATS000010-0001 10 1 ¥105,000

ATS000050-0010 50 10 ¥785,400

ATS000100-0025 100 25 ¥1,596,000

 

■ オプション製品 

用途に応じて以下のオプションがご利用いただけます。 

◇ Web チャット機能（Web チャット・ライセンス） 

² Web ブラウザを使用して呼び出し側（コール側）が AIVY Talk クライアントユーザとチャ

ットできるようになります。 

◇ 広告配信機能 

² AIVY Talk クライアントのメインウィンドウやチャットウィンドウなど、計 4 箇所に

HTML ファイル形式の自社作成の広告を表示させることができます。 

  Web チャット機能 金額 広告配信機能 金額（税込） 

ATS000010-0001 用 ATS0010-0001WC ¥10,000 ATS000010-0001AD ¥26,250

ATS000050-0010 用 ATS0100-0025WC ¥99,600 ATS000100-0025AD ¥196,350

ATS000100-0025 用 ATS0100-0025WC ¥224,000 ATS000100-0025AD ¥399,000

 

■ 年間保守サポート料 

ATS000010-0001 は年間サポート保守契約対象外です。ATS000010-0001 以外の年間保守サポート料はオプ

ション製品を含むご購入いただいたライセンスの定価の合計の 15%となります。 

 

■ ライセンスのアップグレード 

最大登録ユーザや最大会話セッション数を購入後増やすことができます。Web チャット・オプションをご

購入いただいている場合に会話セッションを追加購入時に Web チャット・ライセンスもご購入いただきま

す。 

◇ 最大登録ユーザ数ライセンス(ATS000010-0001AU) ひとりあたり¥5,250 

◇ 最大同時会話セッション数(ATS000010-0001AS) セッションあたり¥52,500 

◇ Web チャット・ライセンス(ATS000010-0001AW) セッションあたり¥10,500 



For Intranet / Extranet solution 

中・大規模ビジネス向けソリューション 

 

従業員が 500 名から 1000 名程度の企業に最適なソリューションです。 

登録ユーザ数 500、1000 名から選ぶことができます。 

 

製品番号 最大登録ユーザ数 最大同時会話セッション数 価格(税込) 

ATS000500-0050 500 50 ¥3,673,950

ATS001000-0100 1000 100 ¥6,279,000

 

■ オプション製品 

用途に応じて以下のオプションがご利用いただけます。 

◇ Web チャット機能（Web チャット・ライセンス） 

◇ 広告配信機能 

 

  Web チャット機能 金額 広告配信機能 金額（税込） 

ATS000500-0050 用 ATS000500-0050WC ¥398,000 ATS000500-0050AD ¥917,700

ATS001000-0100 用 ATS001000-0100WC ¥696,600 ATS001000-0100AD ¥1,569,750

 

 

■ 基本年間保守サポート料 

年間保守サポート料はオプション製品を含むご購入いただいたライセンスの定価の合計の 15%となりま

す。 

 

■ ライセンスのアップグレード 

最大登録ユーザや最大会話セッション数を購入後増やすことができます。Web チャット・オプションをご

購入いただいている場合に会話セッションを追加購入時に Web チャット・ライセンスもご購入いただきま

す。 

◇ 最大登録ユーザ数ライセンス(ATS000500-0050AU)  ひとりあたり¥3,150 

◇ 最大同時会話セッション数(ATS000500-0050AS)  セッションあたり¥41,790 

◇ Web チャット・ライセンス(ATS000500-0050AW)  セッションあたり¥8,400 

 

 

 

 

 



For Cummunity solution 

中規模コミュニティ向けソリューション 

 

社内外の 5000 名以上のユーザが参加するコミュニティ向けのソリューションです。 

登録ユーザ数を 5000 から50,000 名の間で選ぶことができます。それぞれの価格はお問合せください。 

 

製品番号 最大登録ユーザ数 最大同時会話セッション数 

ATS005000-0500 5,000 500 

ATS010000-1000 10,000 1,000 

ATS050000-2000 50,000 2,000 

 

■ オプション製品 

用途に応じて以下のオプションがご利用いただけます。それぞれの価格はお問合せください。 

◇ Web チャット機能（Web チャット・ライセンス） 

◇ 広告配信機能 

 

■ 基本年間保守サポート料 

年間保守サポート料はオプション製品を含むご購入いただいたライセンスの定価の合計の 15%となりま

す。 

 

■ ライセンスのアップグレード 

最大登録ユーザや最大会話セッション数を購入後増やすことができます。Web チャット・オプションをご

購入いただいている場合に会話セッションを追加購入時に Web チャット・ライセンスもご購入いただきま

す。 

 

◇ 最大登録ユーザ数ライセンス（ATS005000-0500AU） お問合せください。 

◇ 最大同時会話セッション数（ATS005000-0500AS） お問合せください。 

◇ Web チャット・ライセンス（ATS005000-0500AW） お問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



For Internet solution 

大規模インターネット向けソリューション 

 

不特定多数のインターネットユーザを対象としたインターネット用ソリューションです。 

ユーザ数 200,000 名以下とそれ以上の無制限ユーザ数ライセンスを選ぶことができます。 

それぞれ各種オプションがご利用いただけます。価格はお問合せください。 

 

製品番号 最大登録ユーザ数 最大同時会話セッション数 

ATS200000-0500 200,000 3000 

ATS999999-9999 無制限 無制限 

 

注意：このライセンスは AIVY Talk サーバ 1 台あたりのライセンスです。メモリやディスク容量などシス

テム構成によって運用可能な最大ユーザ数と会話セッション数は違いますので、ご購入前にご相談くださ

い。 

 

■ オプション製品 

用途に応じて以下のオプションがご利用いただけます。それぞれの価格はお問合せください。 

◇ Web チャット機能（Web チャット・ライセンス） 

◇ 広告配信機能 

 

■ 基本年間保守サポート料 

年間保守サポート料はオプション製品を含むご購入いただいたライセンスの定価の合計の 15%となりま

す。 

 

■ ライセンスのアップグレード 

最大登録ユーザや最大会話セッション数を購入後増やすことができます。Web チャット・オプションをご

購入いただいている場合に会話セッションを追加購入時に Web チャット・ライセンスもご購入いただきま

す。 

 

◇ 最大登録ユーザ数ライセンス（ATS200000-0500AU） お問合せください。 

◇ 最大同時会話セッション数（ATS200000-0500AS） お問合せください。 

◇ Web チャット・ライセンス（ATS200000-0500AW） お問合せください。 

 

 

 

 



■ ご購入時の注意事項 
● 価格は 1 コンピュータシステムあたりの価格です。つまり AIVY Talk サーバをマルチ CPU、ク

ラスタリング構成等でも使用することができます。 

● ご利用になるコンピュータシステムの構成（メモリ、ディスク等）によっては購入したライセン

ス数でのご利用ができない場合があります。不安な場合は購入前にご相談ください。 

● AIVY Talk サーバを ASP（Application Service Provider）業務に利用することは本ライセンスで

は禁じられています。ASP 業務での利用をお考えの場合は別途ライセンスが必要となりますので、

弊社までご相談ください。 

● 最大登録ユーザ数や最大同時会話セッション数ライセンスを追加購入した場合、オプション製品

を購入していればそれにともないオプション製品も追加購入しなければなりません。年間保守サ

ポート契約を締結している場合、サポート料金もライセンスの追加購入によって変わりますので、

追加料金が必要となります。 

 

■ 年間保守サポート契約について 
年間保守サポート契約をご購入されたお客様は、以下のサービスを受けることができます。 

● AIVY Talk サーバの新バージョンがリリースされた場合、契約期間内であれば何度でも無償でア

ップグレードできます。 

● AIVY Talk サーバに関するご質問に関して、メールによる技術サポートを受けることができます。 

● 年間保守サポート契約の価格は AIVY Talk サーバとの同時購入時の価格です。 

重要：年間保守サポート契約の締結有効期間は AIVY Talk サーバをご購入いただいてから 1 年間

です。追加オプションを購入した場合は同時に年間保守サポート契約を更新しなければなりませ

ん。 

● 年間保守サポート契約の次年度更新費用について 

● 1 年間の年間保守サポート契約が終了後、契約を更新する場合の費用は以下のとおりです。 

² 契約終了後 1 ヶ月以内に更新した場合。 

l 終了時点の AIVY Talk サーバの年間保守サポート料金が適用されます。 

² 契約終了後 1 ヶ月以降～6 ヶ月未満に更新した場合。 

l 購入時の AIVY Talk サーバの定価の 50%が更新費用となります。 

² 契約終了後 6 ヶ月以降～9 ヶ月未満に更新した場合。 

l 購入時の AIVY Talk サーバの定価の 80%が更新費用となります。 

² 契約終了後 9 ヶ月以降に更新した場合。 

l 購入時の AIVY Talk サーバの定価の 100%が更新費用となります。 

 

 

 


