
アプリケーションの
お問い合わせ先一覧

アプリケーション 問い合わせ先

イメージデスクトップソフトウェア
PageManager Network Edition for
EPSON（Windows 版）
Presto! TM PageManager for EPSON
（Macintosh）

ニューソフトジャパン株式会社
ニューソフトカスタマサポートセンター
TEL ：03-5472-7008
受付時間 ：10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

　　（土日祝祭日を除く）
FAX ：03-5472-7009
メール ：support@newsoft.co.jp

アップグレードのご案内が、本書の中にあります
のでご活用ください。

日本語/ 英語バイリンガル OCR
読んde!! ココ for EPSON

エー・アイ・ソフト株式会社
TEL ：0263-33-3632（松本）

：03-3376-7440（東京）
受付時間 ：10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

　　（土日祝祭日を除く）
FAX ：0263-33-3052
メール ：support@aisoft.co.jp

アップグレードのご案内が、本書の中にあります
のでご活用ください。

Adobe ® Photoshop ®
Adobe ® Acrobat ® Reader

アドビシステムズ株式会社
アドビサポートセンターテクニカルサポート
TEL ：0570-023-623（ナビダイヤル）
　 または03-5740-2500
受付時間 ：9:30 ～ 17:30

（土日祝および会社指定休日を除く）
ホームページ：http://www.adobe.co.jp/support/

main.html

詳細は、製品に添付の「アドビシステムズユー
ザー登録ハガキ」をご覧ください。 

4013895-00
XXX
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Presto! PageManager Network Edition について

■カスタマーサポート窓口

ニューソフトジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター
ＴＥＬ：03-5472-7008
ＦＡＸ：03-5472-7009
受付時間（土日・祝日を除く）

午前 10:00 ～ 12:00
午後 1:00 ～ 5:00

サポートE メール：support@newsoft.co.jp

ホームページ：http://www.newsoft.co.jp/

■ユーザー登録情報

･ハガキでのご登録方法
製品同梱の「ユーザー登録カード」に必要事項を記入してご返送ください。

･オンラインでのご登録方法
インストール時の最後、およびインストール後のPresto! PageManager フォルダ内「登録」ア
イコンをクリックすると、ユーザー登録ダイアログボックスが表示されます。これよりイン
ターネット接続を経由して、以下弊社WEB サイトの指定登録ページが表示されます。

ユーザー登録用URL　http://www.newsoft.co.jp/espreg.asp

同登録ページにて必要事項を入力してご登録ください。
オンライン登録された方は、製品同梱の「ユーザー登録カード」をご返送いただく必要はござ
いません。

尚弊社では、オンライン登録画面よりご登録いただいたユーザー様への限定特典として、弊社
ソフトウェアの無料ダウンロードサービスを提供いたしております。
最新サービスの詳細は弊社ホームページ（http://www.newsoft.co.jp/）をご参照ください。

■ユーザーライセンスのアップグレード

本アップグレードサービスは「Presto! PageManager Network Edition」をご使用の方で、合法的
に複数ユーザーにて本プログラムをご利用なさりたい場合、同パッケージを再購入するよりも格
段にお安くユーザーライセンス数を追加できるサービスです。
最新のサービス情報は弊社ホームページ（http://www.newsoft.co.jp/pmnelsns.htm）をご参照く
ださい。

上記オンライン登録サービス / ユーザーライセンスのアップグレードの内容は予告なく変更する場合があり
ます。

弊社ホームページにて、本製品に関する最新情報、FAQ、チュートリアルなど貴重な情報を
提供いたしておりますので、是非ご参考ください。
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URL http://www.newsoft.co.jp/

ニューソフトジャパン株式会社

Presto! PageManager
Gold Edition
（プレスト！ページマネジャー・ゴールドエディション）

●お問い合わせ先：
ニューソフトジャパン　カスタマーサポートセンター
電話：03-5472-7008 FAX：03-5472-7009
E-mail ：support@newsoft.co.jp
ホームページアドレス：http://www.newsoft.co.jp/
Windows 版 標準価格　¥17,800

特別アップグレード優待価格　¥9,800( 税込み )
Macintosh 版 近日発売予定（弊社ホームページをご参照下さい）

製品紹介

本アップグレード版「Presto! PageManager Gold Edition」は、その新規機能として、1）ネットワーク機能を
用いた複数ユーザーでのスキャナ共有、2）PDF作成機能でのマルチページ画像のPDF 化、3）バックアッ
プ・リストア機能による画像データの保護など、特にビジネスユースに魅力的な機能を新たに追加してお
ります。
尚、画像ファイル管理からフォトレタッチ、さらには日本語対応OCR まで最強のスキャニング・ソリュー
ション・パッケージとなっており、基本となるソフトウェア「Presto! PageManager」をサポートする
「Presto! ProImage Plus」（フォトレタッチソフト）、「Presto! Forms」（フォーム作成ソフト）、「Presto!
MaxReader」（日本語OCR）、「Presto! Copier」（コピーユーティリティ）の最新バージョン版も同梱され、大
変便利でお買い得な商品です。

動作環境

対応機種 ：対応OS が動作する機種
対応OS ：Windows 95/98/98SE/ NT 4.0
HDD容量 ：100MB 以上のハードディスク空き容量
必要メモリ ：32MB以上推奨
その他必要条件 ：TWAINに対応したスキャナなどの画像入力機器、CD-ROM ドライブ

※上記商品の価格および仕様は予告なく変更する場合があります。
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特別アップグレードのご案内

ニューソフトジャパン株式会社

日頃より本製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
バンドルされておりますPresto! PageManagerを、より高機能にバージョンと便利なソフトウェアを詰め合
わせたPresto! PageManager Gold Editionへ、特別アップグレード価格にてご提供させていただいております。
ご注文に関しましては、本ご案内をご参考いただき、弊社ダイレクト販売係までお申し込み頂きますよう
お願い申し上げます。

アップグレード対象商品 Presto! PageManager Gold Edition
（プレスト！ページマネジャー・ゴールドエディション）

【標準価格】 ￥17,800　（登録済みユーザー以外の方）
【特別アップグレード価格】　 ￥9,800　（税込、登録ユーザーに限ります）
【対応OS】 Windows 95, 98, 98SE, NT 4.0

ご購入の手順

STEP 1. ご注文について　

◎郵送によるお申し込み
宛先： 〒105-0004　東京都港区新橋6-21-36 階ニューソフトジャパンダイレクト販売係宛

◎FAXによるお申し込み
FAX番号：　03-5472-7009　ニューソフトジャパン　ダイレクト販売係宛

◎弊社ホームページよりお申し込み
ホームページより　URL http://www.newsoft.co.jp

STEP 2. ご入金について

次ページの注文フォーム送信後下記の指定口座に10 日以内にご入金ください。

●ご入金先

※振り込み手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。
※入金者名は必ず送信した注文フォームと同じお名前をご利用ください。
※送料は弊社が負担いたします。（但し、沖縄県、離島及び一部地域についてはお客様負担 [着
払い ] として頂きますのでどうぞご了承下さいませ。）

STEP 3. 商品発送

弊社でご入金を確認後、お客様ご指定お届け先に商品を発送致します。

●お問い合わせ先

ニューソフトジャパン　カスタマーサポートセンター
祝祭日を除く、月曜～金曜日10：00 ～ 12：00　13：00～ 17：00
〒 105-0004東京都港区新橋6-21-3 　　TEL　03-5472-7008　FAX　03-5472-7009

銀行振込によるお支払い
住友銀行 日比谷支店
普通預金 2180389
口座名称：ニューソフトジャパン株式会社

郵便振込みによるお支払い
郵便振替口座
口座番号 00190-8-154415
口座名称：ニューソフトジャパン株式会社
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Presto! PageManager Gold Edition
特別アップグレード注文フォーム

注文日　　　　年　　月　　日

ご注文内容

商品のお届け先

ご注文の確認及び商品配達の際必要ですので、お電話番号、お届け先住所は必ずご記入下さい。
領収書や納品書などご必要な方は備考欄にその旨を明記してください。

● お問い合わせ先
ニューソフトジャパン　カスタマーサポートセンター
祝祭日を除く、月曜～金曜日10：00～ 12：00　13：00 ～ 17：00
〒 105-0004 東京都港区新橋6-21-3 　　TEL　03-5472-7008　FAX　03-5472-7009

※上記商品の価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

製品名 本数 特別アップグレード価格

Presto! PageManager Gold Edition
（プレスト！ページマネジャー・ゴールドエディション）

1 9,800 円 (税込 )

購入形態　 ※必ず、どちらかをご選択下さい。

□　個人 □　法人

お名前 法人名

フリガナ ご担当者名

お届け先住所

ご連絡先 TEL FAX

EMAIL アドレス

備考
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読ん de!! ココ for EPSONのアフターサポートについて

■アフターサポートについて

製品に関するお問合せは、下記へお願いします。

住所　〒390-0811 長野県松本市中央2-1-27　本町第一生命ビル7F
エー・アイ・ソフト株式会社
『読ん de!! ココ』サポート係

サポート専用電話 （0263）33-3632（松本本社）
（03）3376-7440（東京事業所）

受付時間 月曜～金曜（祝祭日を除く）
AM10:00～ AM12:00　PM1:00 ～ PM5:00

ファクス （0263）33-3052
電子メール support@aisoft.co.jp

電話がかかりにくい場合は、ファックスでお問合わせください。その際には、以下の事項をご記入の上、
送付してください。

① 製品名（バージョンを明記）
② 製品シリアルNo.
③ お名前
④ 連絡先・ご住所
⑤ 連絡先電話番号（TEL・FAX）
⑥ コンピュータ本体機種名（メーカー・型番）
⑦ スキャナ機種名（メーカー・型番）
⑧ お問合わせ内容（なるべく具体的にご記入下さい）

電子メールでお問い合わせの際には、エー・アイ・ソフトのホームページ（http://www.aisoft.co.jp/）の
Q&Aコーナーにお問い合わせ専用の書式がありますので、ご利用下さい。なおQ&Aコーナーには、お問
い合わせの多い質問等が掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
電話以外のお問い合わせの場合、お答えするまでに多少時間がかかることがあります。あらかじめご了承
下さい。
次のパソコン通信ネット上でも情報交換を行なっております。
　　　　　　　　　NIFTY-SERVE　　　SAISUT

■ユーザー登録について

製品同梱の「ご愛用者登録カード」に必要事項を記入して、ご返送下さい。あるいは、オンラインでユー
ザー登録（登録用URL　http://www.aisoft.co.jp/register/）を行なってください。
オンラインでユーザー登録を行なう場合は、登録用アイコン（「WEB ユーザー登録」）をクリックして下さ
い。登録用ページが表示されますので、必要事項を入力して送信して下さい。
オンライン登録された方は、製品同梱の「ご愛用者登録カード」のご返送は必要ありません。
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URL http://www.aisoft.co.jp/

エー・アイ・ソフト株式会社
読ん de!!ココ Ver.6

with名刺 OCR for Windows
お問合わせ先
〒 151-0061
東京都渋谷区初台 1-53-6 初台光山ビル
Tel:03-3376-7122/Fax:03-3376-5901
標準価格： 製　　品　　版 ¥19,800（税別）
　 　 アップグレード版 ¥7,500（税別）
※アップグレード版の価格は EPSONスキャナユーザー様向特別価格
です。お申込み方法は 9ページをご覧ください。

製品紹介

読んde!! ココは、イメージスキャナで取り込んだ新聞・雑誌、名刺などの画像データをテキストデータに
変換する日本語／英語バイリンガルOCR ソフトです。新聞・雑誌のストックデータの整理、名刺の整理・
検索、翻訳ソフト使用時の原稿入力、統計資料のデータベース化など幅広い用途にご利用いただけます。
エプソンスキャナをご利用のユーザー様は、店頭で本製品のアップグレード版を簡単に購入できます。

製品の特徴

高い認識精度と、快適な操作環境を実現した販売実績No.1 OCR です。
● 業界最高水準の認識精度 : 最先端の言語処理技術をベースにした認識エンジンの採用により、高い認識
精度を実現。アンダーラインが引かれた文書や、ルビ等の認識も強化されています。

● レイアウト自動解析機能：新聞などの複雑な原稿から、文書（縦書・横書の判別）・表・イメージ領域
の抽出、読み取り順序まで自動判別するレイアウト自動解析機能を強化。より確実な認識を実現してい
ます。

● マルチドキュメント処理に対応 : 複数画像を読み込んだ後、一括して認識処理を実行可能。
● アプリケーションとスムーズな連携を実現 : ワンクリックで認識結果をWord、一太郎、Excel などへ直
接転送。また、Wordや一太郎などのメニューバーに、読ん de!!ココの OCR機能がアドイン。各アプリ
の一機能のようにOCR を利用できます。（※各アプリの対応バージョンについてはお問い合わせ下さ
い）

●「表OCR 機能」標準搭載：表組原稿を認識して、そのままExcel データに。日本のビジネス文書に多い
複雑な表も罫線付の表データとして再現します。又、Excel上から表認識を直接実行することもできま
す。

● 英文認識機能：日本語認識に加え、英文認識機能や日英混在文の認識機能を装備。
● カラーでスキャンニングした原稿の認識に対応
● 名刺認識：郵便番号7 桁に対応した名刺専用OCR
「読ん de!! ココ名刺」を搭載。複数枚名刺の一括認
識から住所録データベース作成までが可能。

● 動作環境
対応OS ：日本語MS-Windows2000/98/95,NT4.0
HDD容量 ：30MB以上
　（名刺OCR インストール時は更に15MB 必要）
必要メモリ ：32MB以上
その他 ：TWAIN対応スキャナ
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URL http://www.aisoft.co.jp/

エー・アイ・ソフト株式会社
読ん de!!ココ Ver.6
with名刺 OCR for Windows
　　　　　Power OCR Suite
お問合わせ先
〒151-0061
東京都渋谷区初台1-53-6 初台光山ビル
Tel:03-3376-7122/Fax:03-3376-5901
標準価格：製　　品　　　版 ¥29,800（税別）　　
　　 アップグレード版 ¥17,500（税別）
※アップグレード版の価格はEPSON ユーザー様向特別価格です。
お申込み方法は9 ページをご覧ください。

製品紹介

日本語／英語対応のバイリンガルOCR ソフト「読んde!! ココVer.6」に、欧米で高い評価を受けている18
言語対応マルチリンガルOCR ソフト「Presto! OCR Pro4.1」をワンパッケージにセットにした商品です。英
語、フランス語、ドイツ語などの認識に対応したPresto! OCRPro を利用することで、ビジネスからアカデ
ミックまで幅広いOCR ニーズに対応しています。エプソンスキャナをご利用のユーザー様は、店頭で本製
品のアップグレード版を簡単に購入できます。

製品の特徴（Presto! OCR Pro4.1）

● 18言語の認識に対応 : 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オラン
ダ語、スウェーデン語、ノルウェー語、デンマーク語、ポーランド語、フィンランド語、ギリシャ語、
エストニア語、チェコ語、ロシア語、ウクライナ語、ブルガリア語
※上記以外にもラテン文字表記の言語は認識可能です。（但し言語辞書によるスペルチェック機能は働
きません。）

● 高い認識精度 : 先進のマルチリンガル認識エンジンを搭載している他、各言語専用の言語辞書を装備し
ているので、認識段階で自動的にスペルチェックが働き、誤認識の可能性が高い文字を自動修正しま
す。

● 元原稿のレイアウトを忠実に再現：認識結果をDOC形式やRTF 形式のファイルで保存すれば、図、写
真などを含んだ原稿も、元原稿のオリジナルレイアウトを忠実に再現します。

● その他の機能：カラー画像の認識に対応／レイアウ
ト自動解析機能を搭載／表認識機能／認識辞書のパ
ターン学習機能／スキャナの自動濃度調整他。

● 動作環境
対応OS：日本語MS-Windows2000/98/95、NT4.0
HDD容量：30MB 以上
必要メモリ：32MB以上
その他：TWAIN対応スキャナ
※読んde!! ココVer.6に関する製品紹介、製品の特徴、
動作環境は前ページをご覧ください。
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読ん de!!ココ forEPSONアップグレードのご案内
エー・アイ・ソフト株式会社

■読んde!! ココ最新版へのアップグレードのご案内

お手持ちの「読んde!! ココ for EPSON」から、最新の「読んde!! ココ」シリーズに、アップグレードする
ことができます。OCRの更なる活用を検討されているユーザー様は、この機会に是非、最新製品への
アップグレードをご検討下さい。読んde!! ココのアップグレードは、次ページ記載のお申し込み要領で直
接弊社にお申し込み頂ける他、店頭で手軽にアップグレードができる様、全国のパソコンショップで「読
んde!! ココVer.6 with 名刺OCR アップグレード版」及び「読んde!! ココVer.6 with 名刺OCR Power OCR
Suiteアップグレード版」の販売も行なっております。製品の詳細は「読ん de!!ココ Ver.6 with 名刺 OCR」
については7P、「読ん de!! ココVer.6 with 名刺OCR Power OCR Suite」については 8Pをご覧下さい。

■訳せ!! ゴマ バイリンガル　特別アップグレードのご案内
お手持ちの「読んde!! ココ for EPSON」には、英日翻訳機能が搭載* されています。業務等で本格的な翻
訳を必要とされているユーザー様に、英日・日英双方向翻訳ソフト「訳せ !!ゴマバイリンガル」への
アップグレードをご用意しています。「訳せ !! ゴマバイリンガル」へのアップグレードは、次ページ記載
のお申し込み要領で直接弊社へお申し込みとなります。（店頭アップグレードはありません）「訳せ !!ゴマ
バイリンガル」の製品内容は下記をご覧のうえ、この機会に是非お申し込み下さい。

＊読ん de!! ココ for EPSON の英日翻訳機能は、 一部機種と Macintosh 版には搭載されていません。

■製品の特徴

シェアNo.1 翻訳ソフト「訳せ !!ゴマ バイリンガル」を使えば、電子メールやビジネスレターの英日／日
英翻訳、英文ホームページの翻訳まで幅広く活用できます。
● 英日／日英翻訳がこれ1 本：双方向の高精度な翻訳がこれ１本でＯＫです。
英日基本辞書：11万語　　日英基本辞書：13 万 4 千語

● 訳せ !!ゴマの機能がアプリケーションにアドイン：Word、一太郎、Outlook Expressなど主要ビジネス
アプリのメニューの一部として翻訳機能が利用できるので、普段お使いのソフト上で翻訳ができます。

● ホームページの翻訳：ホームページのレイアウトやリンクを生かしたままホームページをダイレクト
に翻訳できるブラウザ翻訳機能を搭載。もちろんフレームを利用したページの翻訳にも対応していま
す。

● 英文レター代筆機能搭載：画面に従って操作するだけで簡単に英文レターが作成できます。
● 動作環境
対応OS：日本語MS-Windows2000/98/95、NT4.0 ／ HDD容量：75MB以上／必要メモリ：32MB以上

読ん de!! ココ Ver.6
with 名刺 OCR
アップグレード版
¥7,500

読ん de!! ココ Ver.6
with 名刺 OCR　
Power OCR Suite
アップグレード版
¥17,500

英日・日英双方向翻訳ソフト

訳せ !! ゴマ バイリンガル Ver.5
お問合わせ先
〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-53-6初台光山ビル　
Tel:03-3376-7122/Fax:03-3376-5901 URL http://www.aisoft.co.jp/
アップグレード価格：¥7,500 ／税別（標準価格¥12,800）　
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読ん de!! ココ for EPSON アップグレード要領

●問合わせ先
・お申し込み・製品内容について：エー・アイ・ソフト株式会社 「読ん de!! ココ for EPSON」アップグレード係
　　〒 151-0061東京都渋谷区初台 1-53-6初台光山ビル
　　TEL:03-3376-7122（10:00～ 12:00 13:00 ～ 17:00）FAX:03-3376-5901
・ご入金確認・発送状況のお問い合わせ先：エー・アイ・ソフト株式会社　DM係
　　〒 390-0811長野県松本市中央 2-1-27本町第一生命ビル
　　TEL:0263-33-6696（10:00～ 12:00 13:00 ～ 17:00）FAX:0263-33-3052

店頭で購入される場合

■読んde!! ココアップグレード版 標準価格 ¥7,500（税別）
■読んde!! ココ Power OCR Suite アップグレード版 標準価格¥17,500（税別）
■購入方法：お近くのパソコンショップなどで、「読んde!! ココアップグレード版」または「読んde!!
ココPower OCR Suite アップグレード版」とご指定の上、ご購入ください。
＊店頭でアップグレード版を購入される場合、本ご案内を提示する必要はありません。
※訳せ!! ゴマのアップグレードをご希望の場合、下記の「エー・アイ・ソフトにお申し込みされる場合」の方法で直接弊社にお申し
込みください。

エー・アイ・ソフトにお申し込みされる場合

■読んde!! ココアップグレード版 販売価格 ¥7,500（税別）
■読んde!! ココ Power OCR Suite アップグレード版 販売価格¥17,500（税別）
■訳せ !! ゴマ　バイリンガル 販売価格 ¥7,500（税別）
■購入方法：エー・アイ・ソフトへ直接アップグレードをお申し込みされる場合は、以下の手順に従っ
て裏面の申込書にご記入の上、エー・アイ・ソフトまで直接お申し込み下さい。この場合、アップグ
レード版発送まで1～ 2 週間程度お時間がかかりますので、予めご了承下さい。

※ご注意
＊お申し込みには、「読ん de!! ココ for EPSON」のユーザー登録が必要になります。ご愛用者登録カード記入の上必ずご投函くださ
い。なお、ユーザー登録完了までには 1～ 2週間程度お時間がかかります。予めご了承ください。
登録完了後、クレジットカードでのお申し込み、または、郵便振替用紙発送の手続きを致します。
＊ご愛用者登録カードをお送りいただかないと、お申し込みの処理が遅れることがございます。ご了承ください。
＊お申し込みは、クレジットカード、または郵便振替のどちらか一方で結構です。

Step1　読ん de!! ココ for EPSON アップグレード申込書への記入

● シリアルNo（読ん de!!ココのご愛用者登録カードに記載されている番号）をご記入ください。
● ご希望のお支払い方法（クレジットまたは郵便振替）の□の欄に○印を付けてください。
● お名前、ご住所、昼間の連絡先などを漏れなくご記入ください。

Step2　申込書の送付

● 申込書を下記いずれかの方法でお送りください。

FAX で申込書を送る場合 郵便で申込書を送る場合

下記のFAX番号へ、申込書をお送り
ください。

FAX：0263-33-3052

お手持ちの封筒に申込書を入れて、下記宛にお送
りください。
エー・アイ・ソフト株式会社
〒 390-0811長野県松本市中央 2-1-27 本町第一生命ビル
読ん de!! ココ for EPSONアップグレード係
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FAX 送信方向 FAX 番号：0263-33-3052

読ん de!! ココ for EPSON アップグレード申込書

ご記入は黒のボールペンを使い楷書体でハッキリとお書きください。
● シリアルＮｏ（読んde!! ココ for EPSON のご愛用者登録カードに記載されている番号）をご記入くだ
さい。

● ご希望のお支払い方法の□の欄に○印を付けてください。

● 商品または郵便振替用紙の送付先をご記入ください。

※電話 /FAX 番号は昼間にご連絡がつくものをご記入ください。

● ご希望の製品の□に○を付けてください。（複数商品申込可）

＊＊＊＊＊ここからはクレジットカードにてお申し込みの方のみご記入下さい。＊＊＊＊＊

● カード会社に○を付けて下さい。（いずれか１社）又、カード番号 / 有効期限をご記入下さい。

※お支払い回数は一回払いのみとさせていだだきます。※楷書体でハッキリとご記入ください。

S/N：

□クレジット　□郵便振替

お名前

お届け先ご住所
　　　　□自宅
　　　　□勤務先

〒

※勤務先へのお届けの場合は会社名・部署名までご記入ください。

電話番号

FAX 番号

□読ん de!! ココVer.6 with 名刺OCR for Windows ￥7,875（税込）
□読ん de!! ココVer.6 with 名刺OCR for Windows　Power OCR Suite ￥18,375（税込）
□訳せ !! ゴマ　バイリンガルVer.5 ￥7,875（税込）

　　　　　（バージョンは2000 年 4月現在）
※各製品とも提供媒体は CD-ROMのみとなります。
※最新バージョン等の確認につきましては弊社までお問い合わせください。
※読ん de!! ココ for EPSONMacintosh 版をご利用の皆様へ
スキャナに添付されている「読ん de!!ココ for EPSON（Mac 版）」はVer.2 相当です。従いまして、店頭製品（読
ん de!! ココ Ver.2 for Macintosh）へのアップグレードは必要ありませんので、ご注意ください。

▼下記のカード会社のいずれかに○

□ VISA □ JCB

□ UC □MASTER

▼カード番号

▼有効期限
年 月
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