
Arcserve Unified Data Protection (UDP) 7.0 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）*2

総額

(税込価格）*3

NUAD0700VUJOSFN00C ライセンス ¥63,000 - -

MUAD0000MAJOSFE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥80,000 ¥88,000

MUAD0000MAJOSFE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥114,000 ¥125,400

MUAD0000MAJOSFE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥131,000 ¥144,100

MUAD0000MAJOSFE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥148,000 ¥162,800

NUAD0700VUJSKFN00C ライセンス ¥63,000 - -

MUAD0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥80,000 ¥88,000

MUAD0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥114,000 ¥125,400

MUAD0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥131,000 ¥144,100

MUAD0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥148,000 ¥162,800

NUAD0700VUJAHVN00C ライセンス ¥63,000 - -

MUAD0000MAJAHVE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥80,000 ¥88,000

MUAD0000MAJAHVE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥114,000 ¥125,400

MUAD0000MAJAHVE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥131,000 ¥144,100

MUAD0000MAJAHVE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥148,000 ¥162,800

NUPR0700VUJSKFN00C ライセンス ¥125,000 - -

MUPR0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥34,000 ¥159,000 ¥174,900

MUPR0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥102,000 ¥227,000 ¥249,700

MUPR0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥136,000 ¥261,000 ¥287,100

MUPR0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥170,000 ¥295,000 ¥324,500

NUPP0700VUJSKFN00C ライセンス ¥188,000 - -

MUPP0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥50,000 ¥238,000 ¥261,800

MUPP0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥150,000 ¥338,000 ¥371,800

MUPP0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥200,000 ¥388,000 ¥426,800

MUPP0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥250,000 ¥438,000 ¥481,800

NUWK0700VUJ005N00C ライセンス ¥25,000 - -

MUWK0000MAJ005E12C 新規1年メンテナンス ¥7,000 ¥32,000 ¥35,200

MUWK0000MAJ005E36C 新規3年メンテナンス ¥21,000 ¥46,000 ¥50,600

MUWK0000MAJ005E48C 新規4年メンテナンス ¥28,000 ¥53,000 ¥58,300

MUWK0000MAJ005E60C 新規5年メンテナンス ¥35,000 ¥60,000 ¥66,000

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 *4

Arcserve UDP 7.0 Workstation Edition - 5 Pack

Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - Server

Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Socket

Arcserve UDP 7.0 Premium Plus Edition - Socket

Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - Socket

Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition for Nutanix AHV - Socket

ご注意：

Arcserve UDP 7.0シリーズは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 7.0 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 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。

*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(税込)です。
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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）*2

総額

(税込価格）*3

NUAD0700CUJOSFN00C ライセンス ¥54,000 - -

MUAD0000MAJOSFE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥71,000 ¥78,100

MUAD0000MAJOSFE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥105,000 ¥115,500

MUAD0000MAJOSFE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥122,000 ¥134,200

MUAD0000MAJOSFE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥139,000 ¥152,900

NUAD0700CUJSKFN00C ライセンス ¥54,000 - -

MUAD0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥71,000 ¥78,100

MUAD0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥105,000 ¥115,500

MUAD0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥122,000 ¥134,200

MUAD0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥139,000 ¥152,900

NUAD0700CUJAHVN00C ライセンス ¥54,000 - -

MUAD0000MAJAHVE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥71,000 ¥78,100

MUAD0000MAJAHVE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥105,000 ¥115,500

MUAD0000MAJAHVE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥122,000 ¥134,200

MUAD0000MAJAHVE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥139,000 ¥152,900

NUPR0700CUJSKFN00C ライセンス ¥107,000 - -

MUPR0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥34,000 ¥141,000 ¥155,100

MUPR0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥102,000 ¥209,000 ¥229,900

MUPR0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥136,000 ¥243,000 ¥267,300

MUPR0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥170,000 ¥277,000 ¥304,700

NUPP0700CUJSKFN00C ライセンス ¥160,000 - -

MUPP0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥50,000 ¥210,000 ¥231,000

MUPP0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥150,000 ¥310,000 ¥341,000

MUPP0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥200,000 ¥360,000 ¥396,000

MUPP0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥250,000 ¥410,000 ¥451,000

NUWK0700CUJ005N00C ライセンス ¥22,000 - -

MUWK0000MAJ005E12C 新規1年メンテナンス ¥7,000 ¥29,000 ¥31,900

MUWK0000MAJ005E36C 新規3年メンテナンス ¥21,000 ¥43,000 ¥47,300

MUWK0000MAJ005E48C 新規4年メンテナンス ¥28,000 ¥50,000 ¥55,000

MUWK0000MAJ005E60C 新規5年メンテナンス ¥35,000 ¥57,000 ¥62,700

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

      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。

競合製品からの乗り換えアップグレード購入価格

Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - Socket

Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Socket

メディアキット価格 *5

Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition for Nutanix AHV - Socket

Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - Server

*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。

*4：旧バージョンからArcserve UDP 7.0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 7.0 Premium Plus Edition - Socket

Arcserve UDP 7.0 Workstation Edition - 5 Pack

       Arcserve UDP7.0へのクロスグレード価格です。
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