
Arcserve Replication/High Availability 18.0 Windows版 購入価格表

製品名称 SKU プログラム *1
価格

(税抜)

JAN Code
合計

(税抜価格)

総額
(税込価格)

NRESR180FMJFSV パッケージ ¥98,000 - ¥107,800
NRESR180FMJFSVE00C ライセンス ¥98,000 - -
MARE0000MAJWSFE12C 新規1年メンテナンス ¥19,600 ¥117,600 ¥129,360
MARE0000MAJWSFE36C 新規3年メンテナンス ¥58,800 ¥156,800 ¥172,480
MARE0000MAJWSFE48C 新規4年メンテナンス ¥78,400 ¥176,400 ¥194,040
MARE0000MAJWSFE60C 新規5年メンテナンス 98,000 ¥196,000 ¥215,600
NHASR180FMJFSVE00C ライセンス ¥184,800 - -
MAHA0000MAJWSFE12C 新規1年メンテナンス ¥43,200 ¥228,000 ¥250,800
MAHA0000MAJWSFE36C 新規3年メンテナンス ¥129,600 ¥314,400 ¥345,840
MAHA0000MAJWSFE48C 新規4年メンテナンス ¥172,800 ¥357,600 ¥393,360
MAHA0000MAJWSFE60C 新規5年メンテナンス ¥216,000 ¥400,800 ¥440,880

NRESR180FMJWARE00C ライセンス ¥160,500 - -
MARE0000MAJWSAE12C 新規1年メンテナンス ¥37,500 ¥198,000 ¥217,800
MARE0000MAJWSAE36C 新規3年メンテナンス ¥112,500 ¥273,000 ¥300,300
MARE0000MAJWSAE48C 新規4年メンテナンス ¥150,000 ¥310,500 ¥341,550
MARE0000MAJWSAE60C 新規5年メンテナンス ¥187,500 ¥348,000 ¥382,800
NREER180FMJWARE00C ライセンス ¥308,000 - -
MARE0000MAJWEAE12C 新規1年メンテナンス ¥72,000 ¥380,000 ¥418,000
MARE0000MAJWEAE36C 新規3年メンテナンス ¥216,000 ¥524,000 ¥576,400
MARE0000MAJWEAE48C 新規4年メンテナンス ¥288,000 ¥596,000 ¥655,600
MARE0000MAJWEAE60C 新規5年メンテナンス ¥360,000 ¥668,000 ¥734,800
NREVR180FMJWARE00C ライセンス ¥81,000 - -
MARE0000MAJVMAE12C 新規1年メンテナンス ¥19,000 ¥100,000 ¥110,000
MARE0000MAJVMAE36C 新規3年メンテナンス ¥57,000 ¥138,000 ¥151,800
MARE0000MAJVMAE48C 新規4年メンテナンス ¥76,000 ¥157,000 ¥172,700
MARE0000MAJVMAE60C 新規5年メンテナンス ¥95,000 ¥176,000 ¥193,600
NREVR180FMJAR5E00C ライセンス ¥243,100 - -
MARE0000MAJVM5E12C 新規1年メンテナンス ¥56,900 ¥300,000 ¥330,000
MARE0000MAJVM5E36C 新規3年メンテナンス ¥170,700 ¥413,800 ¥455,180
MARE0000MAJVM5E48C 新規4年メンテナンス ¥227,600 ¥470,700 ¥517,770
MARE0000MAJVM5E60C 新規5年メンテナンス ¥284,500 ¥527,600 ¥580,360
NREHR180FMJNARE00C ライセンス ¥324,200 - -
MARE0000MAJVMHE12C 新規1年メンテナンス ¥75,800 ¥400,000 ¥440,000
MARE0000MAJVMHE36C 新規3年メンテナンス ¥227,400 ¥551,600 ¥606,760
MARE0000MAJVMHE48C 新規4年メンテナンス ¥303,200 ¥627,400 ¥690,140
MARE0000MAJVMHE60C 新規5年メンテナンス ¥379,000 ¥703,200 ¥773,520

NRHAR018FMJRLOE00C ライセンス ¥160,500 - -
MARE0000MAJRLOE12C 新規1年メンテナンス ¥37,500 ¥198,000 ¥217,800
MARE0000MAJRLOE36C 新規3年メンテナンス ¥112,500 ¥273,000 ¥300,300
MARE0000MAJRLOE48C 新規4年メンテナンス ¥150,000 ¥310,500 ¥341,550
MARE0000MAJRLOE60C 新規5年メンテナンス ¥187,500 ¥348,000 ¥382,800
NRHAR018FMJRLVE00C ライセンス ¥81,000 - -
MARE0000MAJRLVE12C 新規1年メンテナンス ¥19,000 ¥100,000 ¥110,000
MARE0000MAJRLVE36C 新規3年メンテナンス ¥57,000 ¥138,000 ¥151,800
MARE0000MAJRLVE48C 新規4年メンテナンス ¥76,000 ¥157,000 ¥172,700
MARE0000MAJRLVE60C 新規5年メンテナンス ¥95,000 ¥176,000 ¥193,600
NRHAR018FMJRL5E00C ライセンス ¥243,100 - -
MARE0000MAJRL5E12C 新規1年メンテナンス ¥56,900 ¥300,000 ¥330,000
MARE0000MAJRL5E36C 新規3年メンテナンス ¥170,700 ¥413,800 ¥455,180
MARE0000MAJRL5E48C 新規4年メンテナンス ¥227,600 ¥470,700 ¥517,770
MARE0000MAJRL5E60C 新規5年メンテナンス ¥284,500 ¥527,600 ¥580,360

新規購入価格
ファイルサーバ専用製品*3

Arcserve Replication 18.0 for Windows VM Protection per Host License

Arcserve Replication 18.0 for Linux Server OS

Arcserve Replication 18.0 for Linux Virtual Machine

Arcserve Replication 18.0 for Linux Virtual Machine - 5 Pack

Arcserve Replication 18.0 for Windows

Arcserve High Availability 18.0 for Windows Standard for File Server

Arcserve Replication 18.0 for Windows Standard for File Server

Arcserve Replication 18.0 for Windows Standard with Assured Recovery *3

Arcserve Replication 18.0 for Windows Enterprise with Assured Recovery *4

Arcserve Replication 18.0 for Windows Virtual Machine with Assured Recovery

Arcserve Replication 18.0 for Windows Virtual Machine with Assured Recovery 5 Pack

Arcserve Replication 18.0 for Linux

Arcserve High Availabilityには、Arcserve Replicationの機能も含まれます。

無停止テスト「アシュアード・リカバリ」機能について

Arcserve Replication / High Availability はファイルサーバ専用製品を除き全製品にアシュアード・リカバリ機能がご利用いただけます。

プログラム*1 

プログラムには、パッケージ製品とライセンスプログラム(メンテナンス付き)製品があります。

- ライセンスプログラム製品は、ライセンス と 契約年数（１年/3年/4年/5年）のメンテナンスの購入が必要です。*2 

- メンテナンス契約期間中の製品アップグレードと、テクニカルサポート（平日9:00-17:30）が含まれています。

テクニカルサポートはCSPバリューサポート（年間50万円）に相当します。

1 2021年4月1日より有効



製品名称 SKU プログラム *1
価格

(税抜)
合計

(税抜価格)
総額

(税込価格)

NHASR180FMJWARE00C ライセンス ¥322,600 - -
MAHA0000MAJWSAE12C 新規1年メンテナンス ¥75,400 ¥398,000 ¥437,800
MAHA0000MAJWSAE36C 新規3年メンテナンス ¥226,200 ¥548,800 ¥603,680
MAHA0000MAJWSAE48C 新規4年メンテナンス ¥301,600 ¥624,200 ¥686,620
MAHA0000MAJWSAE60C 新規5年メンテナンス ¥377,000 ¥699,600 ¥769,560
NHAER180FMJWARE00C ライセンス ¥389,000 - -
MAHA0000MAJWEAE12C 新規1年メンテナンス ¥91,000 ¥480,000 ¥528,000
MAHA0000MAJWEAE36C 新規3年メンテナンス ¥273,000 ¥662,000 ¥728,200
MAHA0000MAJWEAE48C 新規4年メンテナンス ¥364,000 ¥753,000 ¥828,300
MAHA0000MAJWEAE60C 新規5年メンテナンス ¥455,000 ¥844,000 ¥928,400
NHAVR180FMJWARE00C ライセンス ¥162,100 - -
MAHA0000MAJVMAE12C 新規1年メンテナンス ¥37,900 ¥200,000 ¥220,000
MAHA0000MAJVMAE36C 新規3年メンテナンス ¥113,700 ¥275,800 ¥303,380
MAHA0000MAJVMAE48C 新規4年メンテナンス ¥151,600 ¥313,700 ¥345,070
MAHA0000MAJVMAE60C 新規5年メンテナンス ¥189,500 ¥351,600 ¥386,760
NHAVR180FMJAR5E00C ライセンス ¥486,300 - -
MAHA0000MAJVM5E12C 新規1年メンテナンス ¥113,700 ¥600,000 ¥660,000
MAHA0000MAJVM5E36C 新規3年メンテナンス ¥341,100 ¥827,400 ¥910,140
MAHA0000MAJVM5E48C 新規4年メンテナンス ¥454,800 ¥941,100 ¥1,035,210
MAHA0000MAJVM5E60C 新規5年メンテナンス ¥568,500 ¥1,054,800 ¥1,160,280
NHAHR180FMJNARE00C ライセンス ¥486,300 - -
MAHA0000MAJVMHE12C 新規1年メンテナンス ¥113,700 ¥600,000 ¥660,000
MAHA0000MAJVMHE36C 新規3年メンテナンス ¥341,100 ¥827,400 ¥910,140
MAHA0000MAJVMHE48C 新規4年メンテナンス ¥454,800 ¥941,100 ¥1,035,210
MAHA0000MAJVMHE60C 新規5年メンテナンス ¥568,500 ¥1,054,800 ¥1,160,280

NRHAR018FMJHLOE00C ライセンス ¥322,600 - -
MAHA0000MAJHLOE12C 新規1年メンテナンス ¥75,400 ¥398,000 ¥437,800
MAHA0000MAJHLOE36C 新規3年メンテナンス ¥226,200 ¥548,800 ¥603,680
MAHA0000MAJHLOE48C 新規4年メンテナンス ¥301,600 ¥624,200 ¥686,620
MAHA0000MAJHLOE60C 新規5年メンテナンス ¥377,000 ¥699,600 ¥769,560
NRHAR018FMJHLVE00C ライセンス ¥162,100 - -
MAHA0000MAJHLVE12C 新規1年メンテナンス ¥37,900 ¥200,000 ¥220,000
MAHA0000MAJHLVE36C 新規3年メンテナンス ¥113,700 ¥275,800 ¥303,380
MAHA0000MAJHLVE48C 新規4年メンテナンス ¥151,600 ¥313,700 ¥345,070
MAHA0000MAJHLVE60C 新規5年メンテナンス ¥189,500 ¥351,600 ¥386,760
NRHAR018FMJHL5E00C ライセンス ¥486,300 - -
MAHA0000MAJHL5E12C 新規1年メンテナンス ¥113,700 ¥600,000 ¥660,000
MAHA0000MAJHL5E36C 新規3年メンテナンス ¥341,100 ¥827,400 ¥910,140
MAHA0000MAJHL5E48C 新規4年メンテナンス ¥454,800 ¥941,100 ¥1,035,210
MAHA0000MAJHL5E60C 新規5年メンテナンス ¥568,500 ¥1,054,800 ¥1,160,280

製品名称 SKU プログラム
価格

(税抜)
JANcode

総額
(税込価格)

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

2インシデント テクニカルサポートパック CTSINC9900020JTC 1年間契約 ¥40,000 - ¥44,000
5インシデント テクニカルサポートパック CTSINC9900010JTC 1年間契約 ¥90,000 - ¥99,000

CTSSTOVALUE10JTC 1年間契約 ¥500,000 - ¥550,000
CTSSTOVALUE20JTC 2年間契約 ¥900,000 - ¥990,000
CTSSTO9900010JTC 1年間契約 ¥3,000,000 - ¥3,300,000
CTSSTO9900020JTC 2年間契約 ¥5,400,000 - ¥5,940,000

*6：CSPの詳細は弊社Webサイトをご覧ください。(https://support.arcserve.com/s/article/207202583?language=ja)

メディアキット価格 *5

Arcserve High Availability 18.0 for Linux Virtual Machine

Arcserve High Availability 18.0 for Linux Virtual Machine - 5 Pack

Arcserve High Availability 18.0 for Windows Enterprise with Assured Recovery *4

Arcserve High Availability 18.0 for Windows Virtual Machine with Assured Recovery

Arcserve High Availability 18.0 for Windows Virtual Machine with Assured Recovery 5 Pack

Arcserve High Availability 18.0 for Windows VM Protection per Host License

Arcserve High Availability 18.0 for Linux Server OS

Arcserve High Availability 18.0 for Linux

Arcserve High Availability 18.0 for Windows Standard with Assured Recovery *3

　　 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。

*2：英語環境でご利用される場合、ライセンスプログラムのメンテナンスはご利用いただけません。

*3：ファイルサーバ専用製品、Standard 製品の対象OSは、「ライセンスガイド」でご確認ください。

*4：Enterprise 製品の対象OSは、「ライセンスガイド」でご確認ください。

*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。

　　 テクニカルサポートをご希望の場合にはインシデントテクニカルサポートパックをご購入ください。

Arcserve バリューサポート

Arcserve High Availability 18.0 for Windows

Arcserve プリファードサイトサポート

チョイスサポートプログラム(CSP)価格 *6
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	通常

