記入例）
Sample)

◆ホストID取得方法 ＜MACの場合＞
ホストID(MAC)の場合
ホストマシン情報(MAC)は、以下の手順に従い取得してください。
スタートメニューからコマンドプロンプトを開き、下記コマンドを
実行して下さい。
＞ ipconfig /all
表示された情報から、“Ethernet adapter ローカルエリア接続”の
Physical AddressをホストID(MAC)として記入してください。

パーマネントライセンス申請書
Permanent License Application Form

この度は、弊社ソフトウェア製品をお求め頂きましてありがとうございます。
本製品を御使用頂く為には、パーマネントライセンスを申請頂く必要があります。
◆License Authorization Code (LAC)記載方法
以下に従い申請頂きます様何卒宜しく御願い申し上げます。
ライセンス許諾書に記載されている、License Authorization Codeを記入して下さい。
Thank you for purchasing our software product. You are required to submit this
Permanent License
Form to
obtain a software
license. Please complete
◆How toApplication
find your license
authorization
code (LAC)?
the followingPlease
information.
refer to a licence agreement. Your license authorization code is written on it.
申請項目
製品名（Product Name）
License Authorization Code（LAC)

記入欄
CW Workbench用VxWorksシミュレータ(CW-Sim)
(VxWorks Simulator for CW Workbench)
#####-####-#####

プロダクトID（Product ID）

123-123456789

会社名(Company）

○○○株式会社

部署名（Department）

×××××部××××××課
三菱 太郎

担当者名(Name）

ホストID(MAC)

E-mailアドレス(E-mail)
△△△＠△△△△
◆バージョン番号記載方法
電話番号(TEL) DVD-ROMのDATE欄に記載の数字およびアル
□□□-□□□-□□□□
ファベットを記入して下さい。
バージョン番号(Version）
□□□□△△
◆How to fill in version number
ホストOS（Host OS）
□Windows
XP
□Windows
7
□Windows 8 ■Windows 10
Please fill in number and character written on
※該当OSを■で塗りつぶして下さい。
the DATE column of DVD-ROM.
ホスト名(Host Name）
□MAC
ホストID（Host ID）
ホストマシン情報(Host Information）
※該当ホストを■で塗りつぶして下さい。
MMMMM
ホスト名(Host Name）
■DISK
ホストID（Host ID）
NNNNNNN

◆How to obtain a host ID for MAC
Please follow the step to get host machine information for MAC as
following below.
Open command prompt from start menu and execute the following
command.
＞ ipconfig /all
Please fill in the physical address of ethernet adapter as host ID for
MAC according to displayed information.

【送付先】／【Submission】
必要事項を記載の上、下記パーマネントライセンス申請窓口までメール送付して下さい。
Please send this application form to our permanent license desk by e-mail after you
◆ホスト名取得方法
fill in all information.
ホスト名は、以下の手順に従い取得してください。
e-mail:cww_parmanent_license@pd.MitsubishiElectric.co.jp
スタートメニューからコマンドプロンプトを開き、下記
※本製品のお問い合わせに関しては、三菱電機株式会社の各支社、代理店へお問い合わせ下さい。
コマンドを実行して下さい。
If you
any question about this product, please contact Mitsubishi Electric's branch
＞ have
hostname
offices
or its outlets.
表示された情報をホスト名として記入してください。
※パーマネントライセンス申請情報を受け取り後、５営業日以内にパーマネント
<注意>
ライセンスファイルを発行致します。
本製品をインストールする開発環境(パソコン)のホスト名
は、半角英数字２〜１５文字以内で設定してください。
Once
this application form has been received, we will issue a permanent license file within
仕様範囲外の文字を使用した場合、本製品が正常に動作
five
business days.

Host ID(MAC)

しない場合があります。

◆ホストID取得方法 ＜DISKの場合＞
三菱電機株式会社および三菱電機株式会社の各代理店に個人情報を含むお客様情報を、
ホストマシン情報(DISK)は、以下の手順に従い取得してください。
ご注文処理または情報の提供のために共有する場合がございます。
スタートメニューからコマンドプロンプトを開き、下記コマンド
Information provided on this application form may be used by Mitsubishi
を実行して下さい。
Electricホスト名
and its agents to process orders and share information.

◆How to obtain a host name
Please follow the step as following below to get the host
name.
Open command prompt from start menu and execute the
following command.
＞ hostname
Please fill in the displayed name as host name.
Note:
Please be sure to fill in the box with 2 to 15 alphanumeric
characters for your host name of application developing
environment, or this product may not work properly.

Host Name

＞ vol c:
表示された情報から、ボリュームシリアル番号をホストID(DISK)と
して記入してください。
ホストID(DISK)には、Cドライブのボリュームシリアル番号を取得
し記入してください。

ホストID(DISK)

◆How to obtain a host ID for DISK
Please follow the step to get host machine information for DISK as
following below.
Open command prompt from start menu and execute the following
command.
＞ vol c:
Please fill in volume serial number as host ID from displayed
information.
Enter a Volume serial number on the C drive for the Host ID.

Host ID(DISK)

パーマネントライセンス申請書（ｘｌｓ）についてはDVD-ROMに収録されております。
また，三菱FAサイトからもダウンロードできます。
Permanent License Application Form (PermanentLicenseApplicationForm.xls) is stored
in the DVD-ROM supplied with the product.
Or, please consult your local Mitsubishi representative.
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