
ご注意：
本価格表は、Arcserve UDP 9.x シリーズ ライセンスプログラムによるご提供となります。

*1 ライセンス/メンテナンス
     - Arcserve UDP 9.x ライセンスプログラム製品は、ライセンス型番とメンテナンス型番を必ずセットでご購入ください。
     ライセンスのみのご購入はできません。
     - メンテナンスには契約期間中の無償アップグレード権と、テクニカルサポート(平日9:00-17:30)が含まれています。
     英語環境でのご利用時のテクニカルサポートには、別途インシデントサポートのご購入が必要になりますのでご注意ください。

*2 Managed Capacity 1TB は、キャパシティライセンスです。
     - キャパシティライセンスとは、バックアップ(または複製)対象の総データ量に対して課金されるライセンスです。本価格は、1TB(テラバイト)に対するライセンス金額です。

*3 ライセンスと新規メンテナンスをセットで購入する場合の標準価格合計(税抜)です。
*4 ライセンスと新規メンテナンスをセットで購入する場合の標準価格合計(税込)です。
*5 ライセンスプログラムで購入した製品をインストールするためのメディアです。ライセンスプログラムを初めてご購入いただく際はメディアキットをご購入いただくか、
     モジュールをWebからダウンロードしてご利用ください。

Arcserve Unified Data Protection (UDP) 9.x 新規ライセンス購入価格表

製品名称 SKU プログラム *1
価格

(税抜)
合計

(税抜価格）*3
総額

(税込価格）*4
NUAD0900FLJOSFN00C ライセンス ¥96,000 - -
MUAD0001MAJOSFE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥116,000 ¥127,600
MUAD0001MAJOSFE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥156,000 ¥171,600
MUAD0001MAJOSFE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥176,000 ¥193,600
MUAD0001MAJOSFE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥196,000 ¥215,600
NUAD0900FLJSKFN00C ライセンス ¥96,000 - -
MUAD0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥116,000 ¥127,600
MUAD0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥156,000 ¥171,600
MUAD0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥176,000 ¥193,600
MUAD0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥196,000 ¥215,600
NUAD0900FLJAHVN00C ライセンス ¥96,000 - -
MUAD0001MAJAHVE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥116,000 ¥127,600
MUAD0001MAJAHVE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥156,000 ¥171,600
MUAD0001MAJAHVE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥176,000 ¥193,600
MUAD0001MAJAHVE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥196,000 ¥215,600
NUPR0900FLJSKFN00C ライセンス ¥192,000 - -
MUPR0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥40,000 ¥232,000 ¥255,200
MUPR0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥120,000 ¥312,000 ¥343,200
MUPR0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥160,000 ¥352,000 ¥387,200
MUPR0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥200,000 ¥392,000 ¥431,200
NUPP0900FLJSKFN00C ライセンス ¥288,000 - -
MUPP0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥60,000 ¥348,000 ¥382,800
MUPP0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥180,000 ¥468,000 ¥514,800
MUPP0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥240,000 ¥528,000 ¥580,800
MUPP0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥300,000 ¥588,000 ¥646,800
NUAD0900FLJTB1N00C ライセンス ¥589,000 - -
MUAD0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥119,000 ¥708,000 ¥778,800
MUAD0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥357,000 ¥946,000 ¥1,040,600
MUAD0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥476,000 ¥1,065,000 ¥1,171,500
MUAD0001MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥595,000 ¥1,184,000 ¥1,302,400
NUPR0900FLJTB1N00C ライセンス ¥981,000 - -
MUPR0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥197,000 ¥1,178,000 ¥1,295,800
MUPR0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥591,000 ¥1,572,000 ¥1,729,200
MUPR0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥788,000 ¥1,769,000 ¥1,945,900
MUPR0000MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥985,000 ¥1,966,000 ¥2,162,600
NUPP0900FLJTB1N00C ライセンス ¥1,722,000 - -
MUPP0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥345,000 ¥2,067,000 ¥2,273,700
MUPP0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥1,035,000 ¥2,757,000 ¥3,032,700
MUPP0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥1,380,000 ¥3,102,000 ¥3,412,200
MUPP0001MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥1,725,000 ¥3,447,000 ¥3,791,700

Arcserve UDP 9.x - Microsoft 365 - 10 users NUO30900FLJ010S12C
サブスクリプション
1年メンテナンス付き

¥28,000 - ¥30,800

製品名称 SKU プログラム
価格

(税抜)
JAN Code

総額
(税込価格)

License Program Arcserve Media Kit Japanese NAMK0700BXJ - ¥15,000 4949013982148 ¥16,500

Arcserve UDP 9.x Advanced Edition - Managed Capacity  1 TB *2

Arcserve UDP 9.x Premium Edition - Managed Capacity  1 TB *2

Arcserve UDP 9.x Premium Plus Edition - Managed Capacity  1 TB *2

メディアキット価格 *5

Arcserve UDP 9.x Advanced Edition - Server

Arcserve UDP 9.x Premium Edition - Socket

Arcserve UDP 9.x Premium Plus Edition - Socket

Arcserve UDP 9.x Advanced Edition - Socket

Arcserve UDP 9.x Advanced Edition for Nutanix - Socket
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