PROVE for PHP 注文書
購入ライセンス - 購入するアーキテクチャ・数量・期間をご記入ください
PHP 5.3 （１年）

x86_64 / i686

10,500 円税込 数量

期間

年

PHP 5.2 （１年）

x86_64 / i686

840,000 円税込 数量

期間

年

PHP 5.2 （1 カ月）

x86_64 / i686

105,000 円税込 数量

期間

ヵ月

PHP 5.1 （１年）

x86_64 / i686

840,000 円税込 数量

期間

年

PHP 5.1 （1 カ月）

x86_64 / i686

105,000 円税込 数量

期間

ヵ月

PHP 4.3 （１年）

i686 のみ

1680,000 円税込 数量

期間

ヵ月

PHP 4.3 （１カ月）

i686 のみ

210,000 円税込 数量

期間

ヵ月

数量と期間をご記入の上、合計金額をご記入ください。

合計金額

円

恐れ入りますが振り込み手数料はご負担ください。 お振り込み先： 中国銀行 高松支店 普通 1363610
ライセンス者情報 – ライセンスキーに利用されます。正確な情報をご記入ください。
すべて英数字でご記入ください
ライセンス会社名（会社名）
ライセンス者氏名
ライセンス者 E メール
ライセンス種別

ユーザーライセンス

使用開始日

年

アプリケーションライセンス
月

日

購入者情報 － ユーザサポートなどに利用されます。正確な情報をご記入ください。
担当者印または社印の捺印を必ずお願いいたします。
会社名
部署名
担当者 E メール

担当者氏名

住所

〒

電話番号

(

)

-

FAX 番号

(

)

上記のとおり注文します。
ご質問はお気軽にお願いいたします。

メール： info@es-i.jp 電話番号： 0866-90-2131
ご注文 FAX 送付先： エレクトロニック・サービス・イニシアチブ

FAX 送付先

0866-90-2133

注文書記入例
購入ライセンス - 購入するアーキテクチャ・数量・期間をご記入ください
PHP 5.3 （１年）

x86_64 / i686

PHP 5.2 （１年）

x86_64 / i686

PHP 5.2 （1 カ月）

10,500 円税込 数量 10

期間

1 年

840,000 円税込 数量

期間

年

x86_64 / i686

105,000 円税込 数量 2

期間

2 ヵ月

PHP 5.1 （１年）

x86_64 / i686

840,000 円税込 数量

期間

年

PHP 5.1 （1 カ月）

x86_64 / i686

105,000 円税込 数量

期間

ヵ月

PHP 4.3 （１年）

i686 のみ

840,000 円税込 数量

期間

ヵ月

PHP 4.3 （１カ月）

i686 のみ

105,000 円税込 数量

期間

ヵ月

数量と期間をご記入の上、合計金額をご記入ください。

合計金額

恐れ入りますが振り込み手数料はご負担ください。

円

お振り込み先： 中国銀行 高松支店 普通 1363610

ライセンス者情報 – ライセンスキーに利用されます。正確な情報をご記入ください。
すべて英数字でご記入ください
ライセンス会社名（会社名）

Electronic Service Initiative, Ltd.

ライセンス者氏名

ESI Taro

ライセンス者 E メール

esi_taro@es-i.jp

ライセンス種別

ユーザーライセンス

使用開始日

2011 年

12 月

アプリケーションライセンス
11 日

購入者情報 － ユーザサポートなどに利用されます。正確な情報をご記入ください。
担当者印または社印の捺印を必ずお願いいたします。
会社名

エレクトロニック・サービス・イニシアチブ

部署名

Web ソリューション

担当者 E メール

esi_hanako@es-i.jp

住所

〒719-1165 岡山県総社市西坂台 228

電話番号

( 0866 )

90 -

2131

FAX 番号

( 0866 )

90 -

2133

担当者氏名

ESI 花子

捺
印

上記のとおり注文します。
ご質問はお気軽にお願いいたします。
メール： info@es-i.jp 電話番号： 0866-90-2131
ご注文 FAX 送付先： エレクトロニック・サービス・イニシアチブ

FAX 送付先

0866-90-2133

ライセンス取得の流れ
PROVE のライセンスは以下の手順で行います。
1.
2.
3.
4.
5.

注文書の送付（御社）
ライセンス数量、金額の確認メール送付（ESI - ご担当者様へメール）
確認メールの内容のチェック（御社）
弊社口座へのお振り込み（御社）
振り込みの確認（ESI）

6. ライセンス情報を記載したメール送付（ESI - ご担当者様へメール）
メールに記載されたライセンス情報を php.ini に記載すると、商用ライセンスで PROVE をご利用頂けます。
ライセンスは 1 ユーザまたは 1 アプリケーションのどちらかでご利用頂けます。ライセンス情報は厳重に
管理頂けますようお願い致します。
弊社からの確認メールが FAX 送付から 1 営業日以上経ってもない場合や、確認メールの内容に誤りがあ
る場合は弊社までメールにてご連絡ください。

メール： sales@es-i.jp

電話： 0866-90-2131

PROVE に関する技術情報やマニュアルは Web サイトにて提供しています。丌具合などのご連絡も Web
サイトをご利用ください。

http://www.provephp.com/

ライセンス種別について
PROVE は「ユーザーライセンス」か「アプリケーションライセンス」のどちらかでご利用頂けます。
ユーザライセンス

一人のユーザが利用でき、複数のアプリケーションのテストにご利用頂
けます。開発者向けのライセンスです。

アプリケーションライセンス

一つのアプリケーションの利用でき、複数のユーザが利用できます。運
用向けのライセンスです。

ライセンスの貸不はできません。例えば、PROVE ライセンスのお持ちの開発会社が顧客システムのテス
トを行う場合、顧客システム用にライセンスを取得頂けますようお願いします。
ASP、SaaS、IaaS、PaaS など、複数ユーザ・複数アプリケーションでご利用の場合は「プロバイダライセン
ス」を発行致します。プロバイダライセンスについては ESI へお問い合わせください。

