
LETS導入応援キャンペーン

LETS新規ご契約のお客様対　　象

対象商品 LETS/Monotype LETS
イワタLETS/モトヤLETS
昭和書体LETS

既にLETS会員で、台数を追加するお客様対　　象

対象商品 LETS / Monotype LETS / イワタLETS / モトヤLETS / 昭和書体LETS
オプション製品（アプリ・ゲームLETS拡張ライセンス/
ゲームLETS拡張ライセンス/グリフピック/方正LETSなど）

LETS新規契約
入会金無料

通常

適用

30,000円＋税 0円＋税
※入会金は1事業所 初年度のみです。

LETS新規ご契約で、申込台数に関係なく入会金無料

新規入会の場合

入会金 30,000円＋(36,000円×1台) 
＝合計 66,000円＋税

入会金 0円＋(36,000円×1台)
＝合計 36,000円＋税

例）PC 1台1年コースでご契約の場合

LETSは、フォントワークスが提供している高品位でバラエティ豊かなフォントがすべて使用できる年間契約型のフォントライセンスです。

LETS/Monotype LETS/イワタLETS/モトヤLETS/昭和書体LETSの各種LETSについて、新規でご契約いただく場合は「入会金無料」、
既にご契約中のLETSの台数を追加する場合、またはご契約中のLETSとは異なる種別のLETSをご契約いただく場合は
「追加分の年会費が30%割引」となります。

LETS台数追加
年会費30%0FF

通常

適用

36,000円＋税
25,200円＋税

台数追加の場合

36,000円×3台
＝合計 108,000円＋税

25,200円×3台
＝合計 75,600円＋税

例）PC 3台1年コースで追加の場合

※1年コース選択の金額です。

各種LETS追加
年会費30%0FF

通常

適用

36,000円＋税
25,200円＋税

製品追加の場合

36,000円×3台
＝合計 108,000円＋税

25,200円×3台
＝合計 75,600円＋税

例）PC 3台1年コースで追加の場合

※1年コース選択の金額です。

※「アプリ・ゲームLETS拡張ライセンス」、「ゲームLETS拡張ライセンス」、「グリフピック」、「方正LETS」などのオプション製品についても30％割引となります。
※「公共団体向けLETS」、「教育機関向けLETS」、「学生向けLETS」、「ASPサーバー対応LETS」は本キャンペーンの対象外です。

キャンペーン留意事項

既にLETS会員で、異なるLETS製品を契約するお客様

2019年

9月24日（火）までNetshop.Tooへのご注文・お支払い期限
2019年

9月24日（火）までNetshop.Tooへのご注文・お支払い期限



キャンペーンお申し込み方法

1お客様情報記入欄 ご記入日：2019年 月 日

法人／個人 法人にチェックを入れた場合は会社名を記入

※お申込時に必要となります。必ずご記入ください。

ふりがな

②希望コース □１年　□３年　□３年一括

□アプリ・ゲーム拡張ライセンス □ゲーム拡張ライセンス□方正LETS □グリフピック

合計（　　  ）台③希望PC台数

④オプション

★は記入必須項目です。

□法人　□個人

LETS

トワークスより、
ールニュースを配信しています。

お名前

★

★

会社名等

ふりがな

部署名等

住所 〒

ビル名

TEL FAX

★

★

E-mail★

を希望しない場合でも、LETS等の製品に関する重要なご案内は差し上げます。

3販売会社記入欄

2見積依頼の内容

会社名等

ふりがな

ふりがな

部署名等

住所 〒

ビル名

E-mailお名前
TEL FAX

LETS見積依頼書

販売会社よりお客様へ
「見積書兼申込書」を

※複数のコースの見積もりをご希望の場合、複数のコースをチェックしてください。

Monotype LETS

□１年　□３年　□３年一括コース

合計（　　  ）台

①LETS種別

②希望コース □１年　□３年　□３年一括

□ゲーム拡張ライセンス □ゲーム拡張ライセンス

合計（　　  ）台③希望PC台数

④オプション

イワタLETS モトヤLETS

□１年　□３年　□３年一括

合計（　　  ）台

□アプリ・ゲーム拡張ライセンス

□１年　　□３年一括

合計（　　  ）台

①LETS種別

※本見積依頼書にご記入いただいた内容につきましては、右URLに記載の『個人情報保護に関する基本ポリシー』に基づき、ご販売会社とフォントワークス株式会社にて共有させていただきます。https://fontworks.co.jp/privacy/
□ フォントワークスからのメールニュースの配信を希望しない　※配信を希望しない場合でも、製品に関する重要なご案内を配信させていただく場合があります。予めご了承ください。

ご質問・ご要望等ございましたらご記入ください。4備考

お客様情報記入欄に必要事
項をご記入の上、Tooへ見
積依頼を行います。

Tooよりお客様へ「見積書
兼申込書」をお届けします。

「見積書兼申込書」に必要
事項を記入・捺印の上、
Tooへお申込みください。

❶ ❷ ❸ ❹
約1週間ほどでフォントワー
クスから契約完了メールが
送信されます。

□新規　□追加 □新規　□追加

□新規　□追加 □新規　□追加

□新規　□追加 LETSID

　株式会社Too

かぶしきがいしゃToo

□新規　□追加昭和書体LETS

www.too.com/netshop/

お問い合わせ先

Tel 03-3766-1237　E-mail：netshop@too.co.jp
受付時間 月～金 9:30 ～ 18:00（祝日、年末年始などの弊社休業日を除く）

Netshop.Tooフォント担当
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