
ご注意：
本価格表は、Arcserve UDP 8.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。
販売終了日 2023年3月31日
*1 ライセンス/メンテナンス
     - Arcserve UDP 8.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) 8.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
NUAD0800FLJOSFN00C ライセンス ¥83,000 - -
MUAD0000MAJOSFE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥100,000 ¥110,000
MUAD0000MAJOSFE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥134,000 ¥147,400
MUAD0000MAJOSFE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥151,000 ¥166,100
MUAD0000MAJOSFE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥168,000 ¥184,800
NUAD0800FLJSKFN00C ライセンス ¥83,000 - -
MUAD0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥100,000 ¥110,000
MUAD0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥134,000 ¥147,400
MUAD0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥151,000 ¥166,100
MUAD0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥168,000 ¥184,800
NUAD0800FLJAHVN00C ライセンス ¥83,000 - -
MUAD0000MAJAHVE12C 新規1年メンテナンス ¥17,000 ¥100,000 ¥110,000
MUAD0000MAJAHVE36C 新規3年メンテナンス ¥51,000 ¥134,000 ¥147,400
MUAD0000MAJAHVE48C 新規4年メンテナンス ¥68,000 ¥151,000 ¥166,100
MUAD0000MAJAHVE60C 新規5年メンテナンス ¥85,000 ¥168,000 ¥184,800
NUPR0800FLJSKFN00C ライセンス ¥166,000 - -
MUPR0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥34,000 ¥200,000 ¥220,000
MUPR0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥102,000 ¥268,000 ¥294,800
MUPR0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥136,000 ¥302,000 ¥332,200
MUPR0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥170,000 ¥336,000 ¥369,600
NUPP0800FLJSKFN00C ライセンス ¥250,000 - -
MUPP0000MAJSKFE12C 新規1年メンテナンス ¥50,000 ¥300,000 ¥330,000
MUPP0000MAJSKFE36C 新規3年メンテナンス ¥150,000 ¥400,000 ¥440,000
MUPP0000MAJSKFE48C 新規4年メンテナンス ¥200,000 ¥450,000 ¥495,000
MUPP0000MAJSKFE60C 新規5年メンテナンス ¥250,000 ¥500,000 ¥550,000
NUAD0800FLJTB1N00C ライセンス ¥512,000 - -
MUAD0000MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥103,000 ¥615,000 ¥676,500
MUAD0000MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥309,000 ¥821,000 ¥903,100
MUAD0000MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥412,000 ¥924,000 ¥1,016,400
MUAD0000MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥515,000 ¥1,027,000 ¥1,129,700
NUPR0800FLJTB1N00C ライセンス ¥853,000 - -
MUPR0000MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥171,000 ¥1,024,000 ¥1,126,400
MUPR0000MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥513,000 ¥1,366,000 ¥1,502,600
MUPR0000MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥684,000 ¥1,537,000 ¥1,690,700
MUPR0000MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥855,000 ¥1,708,000 ¥1,878,800
NUPP0800FLJTB1N00C ライセンス ¥1,497,000 - -
MUPP0000MAJTB1E12C 新規1年メンテナンス ¥300,000 ¥1,797,000 ¥1,976,700
MUPP0000MAJTB1E36C 新規3年メンテナンス ¥900,000 ¥2,397,000 ¥2,636,700
MUPP0000MAJTB1E48C 新規4年メンテナンス ¥1,200,000 ¥2,697,000 ¥2,966,700
MUPP0000MAJTB1E60C 新規5年メンテナンス ¥1,500,000 ¥2,997,000 ¥3,296,700

Arcserve UDP 8.x - Microsoft 365 - 10 users NUO30800FLJ010S12C
サブスクリプション
1年メンテナンス付き

¥24,000 - ¥26,400

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 8.x Advanced Edition - Server

Arcserve UDP 8.x Premium Edition - Socket

Arcserve UDP 8.x Premium Plus Edition - Socket

Arcserve UDP 8.x Advanced Edition - Socket

Arcserve UDP 8.x Advanced Edition for Nutanix - Socket

Arcserve UDP 8.x Advanced Edition - Managed Capacity  1 TB *2

Arcserve UDP 8.x Premium Edition - Managed Capacity  1 TB *2

Arcserve UDP 8.x Premium Plus Edition - Managed Capacity  1 TB *2

メディアキット価格 *5

1 2021年9月13日より有効


	通常

