
Arcserve Unified Data Protection (UDP) 9.x アップグレード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

NUAD0900VUJOSFN00C ライセンス ¥73,000 - -
MUAD0001MAJOSFE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥93,000 ¥102,300
MUAD0001MAJOSFE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥133,000 ¥146,300
MUAD0001MAJOSFE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥153,000 ¥168,300
MUAD0001MAJOSFE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥173,000 ¥190,300
NUAD0900VUJSKFN00C ライセンス ¥73,000 - -
MUAD0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥93,000 ¥102,300
MUAD0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥133,000 ¥146,300
MUAD0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥153,000 ¥168,300
MUAD0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥173,000 ¥190,300
NUAD0900VUJAHVN00C ライセンス ¥73,000 - -
MUAD0001MAJAHVE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥93,000 ¥102,300
MUAD0001MAJAHVE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥133,000 ¥146,300
MUAD0001MAJAHVE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥153,000 ¥168,300
MUAD0001MAJAHVE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥173,000 ¥190,300
NUPR0900VUJSKFN00C ライセンス ¥146,000 - -
MUPR0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥40,000 ¥186,000 ¥204,600
MUPR0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥120,000 ¥266,000 ¥292,600
MUPR0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥160,000 ¥306,000 ¥336,600
MUPR0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥200,000 ¥346,000 ¥380,600
NUPP0900VUJSKFN00C ライセンス ¥219,000 - -
MUPP0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥60,000 ¥279,000 ¥306,900
MUPP0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥180,000 ¥399,000 ¥438,900
MUPP0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥240,000 ¥459,000 ¥504,900
MUPP0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥300,000 ¥519,000 ¥570,900
NUWK0900VUJ005N00C ライセンス ¥29,000 - -
MUWK0001MAJ005E12C 新規1年メンテナンス ¥9,000 ¥38,000 ¥41,800
MUWK0001MAJ005E36C 新規3年メンテナンス ¥27,000 ¥56,000 ¥61,600
MUWK0001MAJ005E48C 新規4年メンテナンス ¥36,000 ¥65,000 ¥71,500
MUWK0001MAJ005E60C 新規5年メンテナンス ¥45,000 ¥74,000 ¥81,400
NUAD0900VUJTB1N00C ライセンス ¥442,000 - -
MUAD0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥119,000 ¥192,000 ¥211,200
MUAD0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥357,000 ¥430,000 ¥473,000
MUAD0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥476,000 ¥549,000 ¥603,900
MUAD0001MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥595,000 ¥668,000 ¥734,800
NUPR0900VUJTB1N00C ライセンス ¥736,000 - -
MUPR0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥197,000 ¥270,000 ¥297,000
MUPR0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥591,000 ¥664,000 ¥730,400
MUPR0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥788,000 ¥861,000 ¥947,100
MUPR0000MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥985,000 ¥1,058,000 ¥1,163,800
NUPP0900VUJTB1N00C ライセンス ¥1,292,000 - -
MUPP0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥345,000 ¥418,000 ¥459,800
MUPP0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥1,035,000 ¥1,108,000 ¥1,218,800
MUPP0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥1,380,000 ¥1,453,000 ¥1,598,300
MUPP0001MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥1,725,000 ¥1,798,000 ¥1,977,800

過去バージョンからのアップグレード/クロスグレード購入価格 *5

Arcserve UDP 9.x Workstation Edition - 5 Pack

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

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

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 旧バージョンからArcserve UDP 9.x へのアップグレード/クロスグレード価格、およびArcserve Backup、Arcserve Replication/High Availability 

から Arcserve UDP 9.x へのクロスグレード価格です。
*6 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。
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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

NUAD0900CUJOSFN00C ライセンス ¥63,000 - -
MUAD0001MAJOSFE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥83,000 ¥91,300
MUAD0001MAJOSFE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥123,000 ¥135,300
MUAD0001MAJOSFE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥143,000 ¥157,300
MUAD0001MAJOSFE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥163,000 ¥179,300
NUAD0900CUJSKFN00C ライセンス ¥63,000 - -
MUAD0001MAJOSFE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥83,000 ¥91,300
MUAD0001MAJOSFE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥123,000 ¥135,300
MUAD0001MAJOSFE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥143,000 ¥157,300
MUAD0001MAJOSFE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥163,000 ¥179,300
NUAD0900CUJAHVN00C ライセンス ¥63,000 - -
MUAD0001MAJAHVE12C 新規1年メンテナンス ¥20,000 ¥83,000 ¥91,300
MUAD0001MAJAHVE36C 新規3年メンテナンス ¥60,000 ¥123,000 ¥135,300
MUAD0001MAJAHVE48C 新規4年メンテナンス ¥80,000 ¥143,000 ¥157,300
MUAD0001MAJAHVE60C 新規5年メンテナンス ¥100,000 ¥163,000 ¥179,300
NUPR0900CUJSKFN00C ライセンス ¥126,000 - -
MUPR0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥40,000 ¥166,000 ¥182,600
MUPR0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥120,000 ¥246,000 ¥270,600
MUPR0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥160,000 ¥286,000 ¥314,600
MUPR0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥200,000 ¥326,000 ¥358,600
NUPP0900CUJSKFN00C ライセンス ¥189,000 - -
MUPP0001MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥60,000 ¥249,000 ¥273,900
MUPP0001MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥180,000 ¥369,000 ¥405,900
MUPP0001MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥240,000 ¥429,000 ¥471,900
MUPP0001MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥300,000 ¥489,000 ¥537,900
NUWK0900CUJ005N00C ライセンス ¥26,000 - -
MUWK0001MAJ005E12C 新規1年メンテナンス ¥9,000 ¥35,000 ¥38,500
MUWK0001MAJ005E36C 新規3年メンテナンス ¥27,000 ¥53,000 ¥58,300
MUWK0001MAJ005E48C 新規4年メンテナンス ¥36,000 ¥62,000 ¥68,200
MUWK0001MAJ005E60C 新規5年メンテナンス ¥45,000 ¥71,000 ¥78,100
NUAD0900CUJTB1N00C ライセンス ¥378,000 - -
MUAD0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥119,000 ¥497,000 ¥546,700
MUAD0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥357,000 ¥735,000 ¥808,500
MUAD0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥476,000 ¥854,000 ¥939,400
MUAD0001MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥595,000 ¥973,000 ¥1,070,300
NUPR0900CUJTB1N00C ライセンス ¥628,000 - -
MUPR0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥197,000 ¥825,000 ¥907,500
MUPR0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥591,000 ¥1,219,000 ¥1,340,900
MUPR0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥788,000 ¥1,416,000 ¥1,557,600
MUPR0000MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥985,000 ¥1,613,000 ¥1,774,300
NUPP0900CUJTB1N00C ライセンス ¥1,103,000 - -
MUPP0001MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥345,000 ¥1,448,000 ¥1,592,800
MUPP0001MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥1,035,000 ¥2,138,000 ¥2,351,800
MUPP0001MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥1,380,000 ¥2,483,000 ¥2,731,300
MUPP0001MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥1,725,000 ¥2,828,000 ¥3,110,800

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

競合製品からの乗り換えアップグレード購入価格

Arcserve UDP 9.x Advanced Edition - Socket

Arcserve UDP 9.x Premium Edition - Socket

メディアキット価格 *6

Arcserve UDP 9.x Advanced Edition for Nutanix - Socket

Arcserve UDP 9.x Advanced Edition - Server

Arcserve UDP 9.x Premium Plus Edition - Socket

Arcserve UDP 9.x Workstation Edition - 5 Pack

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
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