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ソフトハウスから見たレジサービス
プロレジサービスとは
プロレジは、ビジネスとしてソフトウェアなどのデジタルコンテンツを開発・販売されている法人の方向けの販売サ
ービスです。デジタルコンテンツ販売のための新しいインフラとして、「プロレジ」をぜひご検討ください。

「プロレジ」はソフトハウスのこんな悩みを解消します
パッケージのコストがかかってしようがない．．．
ソフト本体の開発コストだけでも大変なのに、パッケージの制作・流通・宣伝コストまで加えると、非常にお金がかか
ってしまいます。 プロレジは、パッケージレスの新しい流通サービスです。パッケージ化のコストとリスクなしで製品
の販売をスタートできます。

すばらしいソフトなのに、販売チャネルがないので売れない．．．
プロレジは、ダウンロード販売ですから在庫スペースの心配は無用。しかも、一日の来場者数（ユニークユーザ数）
は 30 万人以上。ベクターのサイトは、秋葉原にも日本橋にもない日本で最大のパソコンソフト専門ショップです。

自前でダウンロード販売サイトを立てようと考えたが、コストがかかりすぎる！
プロレジなら、初期費用ゼロ。売れた場合に発生する手数料だけですみます。1
プロレジサービス一覧
位置づけ・サービス指針
サービス内容
対象者
対象ソフト
プロモーション

対象金額
決済手段

プロレジ・サービス
ビジネスとして、ソフトの開発・販売を行っている方に向けて、本格的なソフト販売サービスをご提供いたします
弊社「Soft ショップ」での陳列・販売、ライセンスキーの発送、決済サービスをご提供いたします
プロレジに登録された法人作者
プロダクトソフトおよびオンラインサービス（オンラインゲーム、メールマガジン、有料 Web サイト。詳細は個別相談）
ライブラリのソフト一覧には「Product」マーク、ソフト詳細説明に「プロレジ」マークが付きます。
また、Soft ショップでは宣伝広告活動を行います（「プロレジおすすめ」「特集コーナー」等）。 弊社自身が対象を設
定して行うもので、費用は無料です。弊社と提携する大手量販店、EC サイト、プロバイダに提携先とのダブルブラン
ドの Soft ショップでも販売されます。
800 円～
●SSL 方式クレジット決済
（VISA、MASTER、AMEX、JCB、UC、DC、NICOS、SAISON、ORICO、UFJ、DINERS）

●コンビニ決済
（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サ－クル K、サンクス、ミニストップ、am/pm、スリーエフ、ポプラ、ココストア、セーブオン、
HOTSPAR(*)、デイリーヤマザキ） *HOTSPAR は関東・東北・沖縄の店舗に限ってご利用いただけます。

●Pay-easy
(郵便局、銀行 ATM お支払い)

※カートでのご購入限定

●ネットバンク
（ジャパンネット銀行、イーバンク銀行） ※カートでのご購入限定

●電子マネー
（WebMoney、BitCash） ※カートでのご購入限定

領収書発行
作者・ソフトハウス手数料
支払サイト
支払頻度
扱い
弊社経理処理

1

弊社にて発行いたします
製品の本体価格の 25％＋100 円（税別）2
月末締めで、2 ヵ月後の月末払い
毎月
ソフトの仕入販売
売上

一部のライセンスキータイプをご使用の場合は、登録費用がかかります。

2 弊社経理処理上は、設定いただいた本体価格（売価）から手数料相当額を差し引いた額を仕入金額として計上しております。詳しく
は利用規約をご参照ください。
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強力な販売促進
ショップページでのプロモーション
プロレジに登録された作品は、弊社ショップページ（http://www.vector.co.jp/service/）の一覧に掲載されます。
ショップコーナーでは「おすすめソフト」や「特集コーナー」などでプロモーション活動を行っています。弊社自身が
対象を設定して行うもので、費用は無料です。3
また、カテゴリ分けされたリストページでは、それぞれの分野に属する注目ソフトウェアを取り上げ、より多くの情報
（画像など）と共に紹介します。

Vector ShopTop

特集コーナー (体験版特集)

新着リストページ

特集コーナー (プロレジ大賞)

3 どのソフトをプロモーションの対象に選定するか、プロモーション対象とした時の取扱の大小については弊社の判断によりますので、
必ずしもソフトハウス様のご希望に添えるとは限りません。あらかじめご了承下さい。
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メールマガジンによるプロモーション
配信希望者に対し、メールマガジンによる商品訴求を実施して
おります。
新着ソフトやおすすめソフトなどにピックアップされたソフトタイトルは
最適な掲載位置にて露出されます。
訴求対象に与えるプロモーションの効果は絶大です！
ショップページでのプロモーションと同様、弊社自身が対象を設定して
行うもので、費用は無料です。
ベクターPC ソフトニュース
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登録料無料！売れたときだけの成功報酬型手数料
登録費用
■ランニングコスト
ベクターWEB サイトにソフトを登録しても、登録料・保管料等の費用は一切発生しません。
■登録
プロレジへの作者登録（ソフトハウス登録）、作品登録（商品登録）ともに無料です。（作品登録は一部登録手数料
の発生するものもあります）。

つまり、プロレジなら初期費用ゼロ、
その他登録料もゼロ、
売れた場合に発生する手数料のみでソフトを販売できます。

販売手数料4
ソフトが販売された時（ライセンスキーを販売した時）本体価格に対して一定の割合を販売手数料として頂戴して
おります。売れるまで費用は発生しません。本体価格は 800 円以上であれば作者が自由に設定できます。

販売手数料 = ( 本体価格 × 25% ) + 100 円

例) 本体価格 10,000 円のソフトの場合

手数料

お客様が

手数料

（25%）

支払う金額の

2,500 円

お客様が
支払う金額の
合計

合計

= 10,000 円
１００円

御社に
プロレジ表示
本体価格

１００円

プロレジ表示

お支払い

本体価格

する金額

= 10,000 円

御社に
お支払い
する金額
=7,400 円

※弊社経理処理上は、設定いただいた本体価格（売価）から手数料相当額を差し引いた額を仕入金額として計上し
ております。詳しくは利用規約をご参照ください

4

別途消費税がかかります
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お支払いについて
毎月末締めでその月の支払額を弊社側で集計し、翌月初に仕入確認書兼発注書メールを送付、翌々月の月末
に御社指定の銀行口座へ振り込みます。
例）
4 月 １日
プロレジにて販売
30 日
5月 1日

4 月のプロレジ販売分に対して、5 営業日以内に「仕入
確認書兼発注書（別紙 1 参照）」メール送信（前月販売
分とキャンセルを合わせて販売本数を記載）

経理上必要であれば、弊社宛請求書発行（弊社側で
は必要有りませんが、お預かりすることも可能で
す）
31 日
6月 1日
振込案内をメールで送信（別紙 2 参照）
30 日

御社指定口座へ振込

■支払い額算定方法
お取引１件ごとに本体価格および消費税、手数料（本体価格の 25％＋100 円）および消費税を計算し、１円未満を
四捨五入した上で合算。当月販売分から当月キャンセル分を除いた本数で最終的な支払対象本数・金額が確定し
ます。

本体価格
同消費税
販売手数料
同消費税
お支払額計

全てのライセンスキータイプ
\3,000
\300
\-850 （本体価格の25％＋100円）
\-85
\2,365

■キャンセルについて
御社への支払完了後、３ヶ月以内にお客様、御社、弊社または第三者により取引の中止・無効の申し立てがあり、
その申し立てを弊社が妥当と判断した場合には、該当の取引がキャンセルされます。
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便利な無料サービス
利用状況確認
利用者購入の都度、利用者情報などをメールでお知らせいたしますが、いつでも最新の利用状況を Web サイトで
確認することが出来ます。ブラウザ画面上で確認することはもちろん、Excel のファイル形式によるダウンロードも可
能です。
プロレジでは、「日次レポート」として毎日の販売状況をメール
でお知らせするサービスもご提供しています。

レジ作者・作品登録情報確認・変更
ご登録いただいている皆様の会社情報、個々の製品情報を、レ
ジ作者ページ (https://www.vector.co.jp/swauth/) から、ご確
認・変更していただけます。（安全性を考慮して作者情報に一部
変更できない項目、書類による手続きが必要なものもあります。）
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販売開始までの流れ
レジ作者登録
利用規約、申込書などの書類をベクター・レジ・センターよりお渡します。申込書に記入してベ
クター・レジ･センターへ返送していただきます。弊社にて内容確認後、レジ作者登録が完了と
なります。（登録完了までの期間は約 1 週間です。）
お申し込みはベクター・レジ・センター(mail:shopregmgr@vector.co.jp tel:03-5337-6720)
までご連絡下さい（詳しくは裏表紙をご覧下さい）。

レジ作品登録
レジ作者登録が完了するとレジ作品登録が可能になります。
どんどん登録してください！登録後 1,2 週間で審査が終わり、販売開始となります。

*作品登録についてご不明な点がございましたら、shopregmgr@vector.co.jpまでお問い合わせ下さい。
*弊社ライブラリでファイルを配布する場合は、別途ライブラリへの作品登録が必要となります。
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ご参考：利用者から見たレジサービス

デジタルコンテンツ販売サービス
プロレジは、法人ソフトハウス が製作したデジタルコンテンツ（ソフトウェアなど）をダウンロードで販売するサービス
です。ソフトウェア、素材集、会員制 WEB サイトのアクセス権などあらゆる種類のデジタルコンテンツを取扱対象とし
ています。
さまざまな製品をインターネット上で簡単・安心・スピーディーにご購入いただけます。

ベクターWEB サイトでは、機能制限版・サンプル版を無償で配布する「Soft ライブラリ」サービスをご提供してい
ます。インターネットには、1Gbps で接続。膨大なダウンロードリクエストにも余裕を持って対応しています。
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レジサービスご利用の流れ
利用者

ソフトハウス

ベクター・レジ・センター

ライブラリからソフトを
ダウンロード

STEP1
お申込受付

お申込み

お申込受付時に独自のメールアドレス
セキュリティチェック

ソフト Shop ページにアクセスし
購入お申込

ライセンスキー発行依頼

● その他キータイプの場合
ライセンスキー準備

お申込番号を記載した
「お支払い案内」メールを送信

●作者生成キータイプの場合

お支払いのご案内

ライセンスキー登録
ライセンスキー登録（メール or WEB）

STEP2
お支払い
クレジット承認
Soft ショップページにアクセスしお
申込番号とメールアドレスを入力し
て支払い手続き

ライセンスキー入手
制限解除

または

コンビニ支払用紙発送

クレジットカードでの支払いの場合は
承認直後、コンビニ支払いの場合は
コンビニでの支払い後すぐに、ライセ
ンスキーをメールで送付します

利用者へのライセンスキー送付と同時にお
申し込み時のメールアドレス、氏名、送付し
たライセンスキーなどの情報を「ご利用の
ご連絡」メールでご連絡

ユーザー登録など

ソフトが必要なときにその場で！
ソフトのダウンロードとご注文はインターネットで、お支払いはクレジットカードやコンビニ、その他様々な支払方法
で受け付けています。
インターネットにつながったパソコンさえあれば、パソコンの前から一歩も離れずに、[ソフトの入手]→[お申し込み]
→[お支払い]の全手続きが完結します（クレジットカードの場合）。
また、クレジットカードをお持ちでない方や、インターネットでカード情報を入力することに抵抗のある方のために、
コンビニ支払いやネットバンク決済、電子マネー、アット・ニフティの iREGi 支払いにも対応しております。

しかも安全！
「プロレジ」は、SSL(Secure Socket Layer)対応など一般的な安全対策に加え、申込受付時に独自のメールアド
レスチェックを行うなどのセキュリティ対策を行っております。
「プロレジ」ではすでに 260 万件以上のご利用をいただいておりますが、クレジットカード情報の流出事故などは一
度も発生しておりません。お客様にも安心してご利用いただいております。
また、一度クレジットカードでご購入いただいた方のカード情報をお預りする「Vector パスポート会員」になれば、2
回目以降のご利用の際に、カード情報や住所を入力する必要がないので、「さらに簡単でしかも安全」です。
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多様な支払方法をご用意
プロレジでは、多様な支払方法をご用意しております。この他の支払方法にも順次対応予定です。

クレジットカード (SSL: Secure Socket Layer)
対応カードは以下の通りです。
VISA, MASTER, UC, SAISON, DC, NICOS, Orico, JCB, AMEX, DINERS, UFJ

コンビニ
クレジットカードをお持ちでない方にもご利用いただけるコンビニエンスストアでのお支払いにも対応しています。
対応コンビニエンスストアは以下の通りです。
セブンイレブン
ファミリーマート
サンクス
ミニストップ
スリーエフ
ココストア
HOTSPAR(*)

ローソン
サ－クル K
am/pm
ポプラ
セーブオン
デイリーヤマザキ

(*)HOTSPAR は関東・東北・沖縄の店舗に限ってご利用いただけます

Pay-easy
全国の郵便局、銀行の Pay-easy マークが表示されている ATM にてお支払頂く決済方法です。
※ショッピングカートでの購入のみに対応しております

ネットバンク
ジャパンネット銀行、イーバンク銀行のネットバンク口座をお持ちの方を対象とした決済方法です。
※ショッピングカートでの購入のみに対応しております

電子マネー
WebMoney、BitCash のプリペイド式電子マネーを利用した決済方法です。
※ショッピングカートでの購入のみ対応しております

iREGi
ニフティ株式会社提供の決済手段「iREGi」をプロレジでご利用いただけます。アット・ニフティ会員と C's 会員のみ
なさまは、プロレジの取扱ソフトを、アット・ニフティ又は C's の ID とパスワードでご購入できます。料金は後日アット・
ニフティの使用料と一緒に請求されます。
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充実したお客様向けサービス

ライセンスキー再送付サービス

5

万一、ライセンスキーを紛失してしまった場合でも安心

レジセンターから送付されたライセンスキーは、最初の送付から５年間は自動で再送付が可能です。この機能は
Vector パスポート会員以外の方でも、ご利用いただくことができます。
ショップページ(http://www.vector.co.jp/swreg/)にある「キー再送付」のボタンをクリックすればキー再送付ペー
ジに進んでいただけます。購入時と同じ、氏名・ふりがな・メール・郵便番号・住所・電話番号を入力いただくと、購
入時と同じメールアドレス宛に、それまでプロレジから送付されたすべてのライセンスキーメールが送信されます。
ライセンスキーの再送付を御社で行っていただく手間が大幅に削減されます！！

Vector パスポート会員サービス

めんどうな個人情報の入力やお支払い手続きを

省略できる!

プロレジで一度ご利用いただいたクレジットカード情報を弊社でお預かりし、２回目以降のご利用の際に、めんどう
な個人情報の入力やお支払い手続きを省略できるメンバーサービスです。特別な付加料金なしにご利用いただけ
ます。
サービス内容
■ご利用履歴の確認
今までのご利用履歴、現在お申し込み中のお取引の状況をご確認いただけます。
■ライセンスキー再送付サービス
ライセンスキー再送付をより手軽にご利用いただけます。
■会員情報の確認変更
会員情報（メールアドレス・住所・カード番号など）に変更があった時も Web から簡単に変更できます。
■Vector パスポート会員パスワード再発行
パスワードを紛失しても WEB 上で再発行を申し込むことができます。

領収書発行サービス
お客様からのご要望に応じてプロレジでは領収書の発行にも対応しています。

5

メールアドレスが変更されている場合、ライセンスキー再送付サービスはご利用いただけません。その場合は、ベクター・レジ・センターで個別対応
しております。
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資料：ライセンスキー詳細
ライセンスキーとは？
ライセンスキーとは、「ソフトを正規に利用するために必要となる ID・パスワード等の文字データまたはバイナリデー
タ」を指します。プロレジではお支払い手続きをいただいたお客様に対して、お支払い手続き完了後にライセンスキ
ーをメールで発行します。

取り扱いライセンスキータイプ
プロレジで利用可能なライセンスキーには以下の７種類があり、作品ごとにどれか１つのキータイプを設定できます。
下記のキーを組み合わせた複合キーにも対応しております。
ライセンスキーの選択に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

タイプ

概

要

種類

ライセンス・キー
作成者
預託時期

① キーレス

・ライセンスキー不要
（機能や期間の制限がなく、支払い
後もキーを一切使用しない）

② 固定テキストキー

・全利用者共通
預託されたキ
・固定テキスト（同一の文字列）をライ
ーをベクター 作品登録
テキスト
センスキーとして事前に登録し、発行
で
時
します
複製

③

－

・全利用者共通
作者生成テキストキ
・テキストをライセンスキーとして都度 テキスト
ー
登録し、発行します

－

作者

不要

利用者申
込時

預託されたキ ベクターよ
・利用者毎に異なる
ーをベクター
りの
・予め一定数のライセンスキーをプロ テキスト
で
送付請求
レジに預託し、発行します
在庫管理
時
・全利用者共通
預託されたキ
・同一のバイナリデータファイルをライ バイナリ ーをベクター 作品登録
⑤ 固定バイナリーキー
センスキーとして事前に登録し、送付
ー
で
時
します
複製
④ ストックテキストキー

⑥

・利用者毎に異なる
作者生成バイナリー
バイナリ
・都度バイナリデータファイルをライセ
キー
ー
ンスキーとして登録し、発行します

・ライセンスキー登録不要
・ライブラリ作品登録不要
ダウンロード認証キ
⑦
・ソフトには使用制限が無く、支払い テキスト
ー
完了後のみ認証エリアからダウンロ
ードできる方式

作品登録
Ver. Up

手数料
キー預託
返却
破棄

販売
手数料

無料

－

25％
＋
100円

無料

－

25％
＋
100円

無料

無料

25％
＋
100円

無料

5､000円

25％
＋
100円

無料

無料

25％
＋
100円

作者

利用者申
込時

無料

無料

25％
＋
100円

ベクター

不要

5､000円

－

25％
＋
100円

※キーレスタイプは、ライセンスキーの必要の無いソフトウェアでご利用いただくものです。ソフトウェア本体はライブラリからのフリ
ーダウンロードとなり、購入の意思があるか否かにかかわらず利用することが可能となります。（お客様の善意を期待する形での
販売となります。）
※ダウンロード認証キータイプは、購入後にダウンロード用のURLとパスワードをライセンスキーとしてお客様にお送りするもので
す。購入したお客様のみがソフトウェア本体をダウンロードすることができます。
※複合キー（ライセンスキーを組み合わせての利用）をご希望の場合は、ベクター・レジ・センターまでご相談ください。
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別紙１： プロレジ仕入確認書兼発注書メールサンプル6
Subject:【プロレジ】2003 年 4 月分仕入確認書兼発注書（SA000000）
＊＊＊＊＊＊＊＊御中
2007 年 7 月 1 日
株式会社ベクター
東京都渋谷区幡ヶ谷 2-19-7Flos 幡ヶ谷 2 階
TEL : 03-5333-7012

FAX : 03-5333-7015

shopregmgr@vector.co.jp
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2007 年 6 月分の弊社プロレジ・サービスにおける御社製品の販売(仕入)金額が確定しましたの
でご報告致します。
下記の記載内容に誤りまたはご不明な点がありましたら、本確認書発行日から 14 日以内に弊社宛ご連
絡ください。連絡のない場合は記載内容のとおり確認のあったものとさせていただきます。
なお、弊社宛の請求書はとくに必要ございません。請求書の有無にかかわらず、確定金額を所定の期日
に所定の方法で振り込ませていただきます。
敬具
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
記
ベクター・プロレジ仕入確認書兼発注書(2007 年 6 月分)
2007 年 6 月 30 日発行
株式会社ベクター
当月確定金額合計（税込）\13,022,835.－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
作品番号,作品名,仕入単価,販売数,キャンセル数,確定本数,確定金額
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
SR0000100,VectorEditor,2555,5000,3,4997,12767335
SR0000101,VectorEditor,2555,100,0,100,255500
以上

6 通常ご登録いただいたメールアドレス宛にお送りするメールでのご報告となります。書面での送付をご希望の場合は、別途お申し付
けください。
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別紙２： 振り込み案内のメールサンプル

Subject:[プロレジ]振込案内（2007/6 月取扱分）SA000100
株式会社○○○○ 様
ベクター・プロレジ・サービスのご利用ありがとうございます。
2019 年 10 月に弊社プロレジで販売いたしました御社製品代金を
下記のとおりお振り込みさせていただきます。
間違いあるいはご不明の点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。
●振込内容
---------------------------------レジ作者 ID:SA000100
登録区分 :プロレジ
---------------------------------振込日
:2019/10/31
銀行名
:○×銀行
支店名
:△□支店
口座種別 :0 (0:普通 1:当座 2:貯蓄)
口座番号 :1234567
口座名義 :カ．○○○○
---------------------------------合計金額 :\34,265
振込金額 :\33,605
---------------------------------注：振込金額は、合計金額から下記条件で振込手数料を差引いた
金額となります。
合計金額(Ｎ)
振込金額
-----------------------------～30,439 円
Ｎ-440 円
30,440 円～30,659 円
29,999 円
30,660 円～
Ｎ-660 円
●振込内訳
振込の内訳は下記の方法により Web ページから確認できますのでご利用
ください。
1.https://vecauthor.vector.co.jp/regauthor/htdocs/に接続
2.「利用状況」を選択
3.販売状況の欄で 2019 年 08 月を指定して「実行」ボタンを押す

--ベクター・レジ・センター
https://vecauthor.vector.co.jp/regauthor/htdocs/
shopregmgr@vector.co.jp
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レジサービスに関するお申込・お問い合わせ
株式会社 ベクター ソフト販売部 ベクター・レジ・センター
〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷 2-19-7Flos 幡ヶ谷 2 階
TEL : 03-5333-7012 FAX : 03-5333-7015
E-mail : shopregmgr@vector.co.jp
Web : https://www.vector.co.jp/swauth/
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