
 

 

2020 年 10 月 5 日 

（改定日：2021 年 3 月 16 日） 

 

お客様各位 

株式会社 セゾン情報システムズ 

HULFT ビジネスユニット 

 

「DataSpider ERP Adapter for SAP」の一部価格改定および 

旧バージョンの新規販売・サポート終了のお知らせ 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社 HULFT 製品をご愛顧いた

だき、厚く御礼申し上げます。 

この度、「DataSpider ERP Adapter for SAP」(※) の新バージョンをリリースいたします。新バー

ジョンのリリースに伴い、当該製品の価格の一部改定、ならびに旧バージョン製品の新規販売・サポ

ートを終了させていただきますので、下記のとおりご案内いたします。 

当該製品の新バージョンは、「DataSpider Servista 4.3（2021 年 4 月にリリース予定）」以降の本体

バージョンにて提供いたします。 

弊社では、今後価値のある、ソフトウェア群の拡充に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜

りますよう、お願い申し上げます。 

※ 開発・販売元は SCSK 株式会社です。弊社より代理販売によってご提供いたします 

敬具 

記 

1. 対象製品・改定内容 

⚫ DataSpider Servista Advanced Server Package / Basic Server Package / Select 

製品名 ライセンス価格 年間サポート価格 24 時間年間サポート価格 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

ERP Adapter for SAP Table 

Query Edition 

¥1,800,000 ¥2,400,000 ¥360,000 ¥480,000 ¥540,000 ¥720,000 

ERP Adapter for SAP Advanced 

Edition 

¥3,500,000 ¥4,100,000 ¥700,000 ¥820,000 ¥1,050,000 ¥1,230,000 

 

⚫ 開発用サーバライセンス 

製品名 ライセンス価格 年間サポート価格 24 時間年間サポート価格 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

ERP Adapter for SAP Table 

Query Edition 

¥900,000 ¥1,200,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥270,000 ¥360,000 

ERP Adapter for SAP Advanced 

Edition 

¥1,750,000 ¥2,050,000 ¥350,000 ¥410,000 ¥525,000 ¥615,000 

※ ERP Adapter for SAP Basic Edition についての改定はありません 

  



 

 

2. 適用日 

⚫ 旧バージョン製品の新規販売終了日 

2021 年 4 月 5 日 弊社注文受付分を以って、新規販売を終了。 

 

⚫ 旧バージョン製品のサポート終了日 

確定次第、ご案内いたします。 

 

⚫ 新バージョン製品の販売開始日 および 価格改定日 

2021 年 4 月 6 日 弊社注文受付分より、新価格にて販売開始。 

 

3. 改定理由 

SAP テーブルクエリ機能の強化・改善のため。 

⚫ SAP S/4HANA の CDS View への対応による高速なデータアクセスの提供 

※ 詳細は「DataSpider Servista 4.3」リリースドキュメントにてご案内いたします 

 

4. ご使用中のお客様への注意事項 

 

4.1. 対応バージョンについて 

DataSpider Servista 本体バージョンと「DataSpider ERP Adapter for SAP」の対応バー

ジョンは以下のとおりです。図に示す以外の構成ではご使用になれませんのでご注意くだ

さい。 

 

 

  



 

 

 

4.2. ライセンス更新のお願い 

DataSpider Servista を 4.2 までのバージョンから 4.3 以降のバージョンへアップグレー

ドする場合には、以下のお手続き方法にしたがって「DataSpider ERP Adapter for SAP 

Table Query Edition または Advanced Edition」のライセンス更新を行っていただきますよ

うお願いいたします。ライセンス更新を行っていただけない場合、DataSpider Servista 

4.3 以降の本体バージョンで当該製品をご使用になれませんのでご注意ください。 

 

⚫ 2021 年 4 月 6 日から 2022 年 4 月 5 日までのお手続き方法 

上記の期間内にライセンス更新を行っていただける場合、無償にて対応いたします。 

「DataSpider ERP Adapter for SAP ライセンス更新（無償）申請書」に必要事項を記入

のうえ、購入元にご提出ください。 

 

⚫ 2022 年 4 月 6 日以降のお手続き方法 

上記の日付以降にライセンス更新を行っていただく場合は、ライセンス価格の差額を

請求させていただきますので、購入元にお問合せください。 

 

4.3. サポートサービスの更新について 

⚫ 「DataSpider Servista 4.2」までの本体バージョンで、当該製品を使用する場合（旧バ

ージョンでの使用） 

別途ご案内するサポートサービス終了日までの間、サポートサービスの更新は改定前

の価格にて賜ります。サポートサービス終了日以降の更新はできません。 

 

⚫ 「DataSpider Servista 4.3」以降の本体バージョンで、当該製品を使用する場合（新バ

ージョンでの使用） 

新バージョン製品へのライセンス更新後のサポートサービス更新時より、改定後の価

格にて更新を賜ります。ライセンス更新時にサポートサービス費用の差額請求はいた

しません。 

 

4.4. ソフトウェア使用許諾契約書のご案内 

「DataSpider ERP Adapter for SAP ソフトウェア使用許諾契約書」を以下 URL にて掲

載しております。ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

使用許諾契約書 URL 

https://www.hulft.com/buy/license_agreement 

  

https://www.hulft.com/download_file/15586
https://www.hulft.com/buy/license_agreement


 

 

 

5. 当ご案内に関するお問い合わせ先 

HULFT ビジネスユニット インフォメーションセンター 

e-mail：info@hulft.com 

 

以上 

 

 

【改定履歴】 

2020 年 10 月 5 日 初版作成 

2021 年 3 月 16 日 ・ライセンス更新のお手続き方法を追記 

・「4.4. ソフトウェア使用許諾契約書のご案内」を追記 

 

mailto:info@hulft.com

