InterSafe SecureDevice Professional 希望小売価格表
（一般ライセンス）
サーバライセンス
製品
サーバライセンス (USBメモリ数：1-99）

希望小売価格
※税抜き
¥140,000

サーバライセンス (USBメモリ数：100-499）

¥375,000

サーバライセンス (USBメモリ数：500-999）

¥500,000

サーバライセンス (USBメモリ数：1000- ）

備考

※USBメモリの本数に応じたライセンスが必要です。

別途見積もり

セキュリティUSBメモリライセンス
ライセンス数

希望小売価格
※税抜き

備考

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：1-99）

¥7,200

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：100-499）

¥6,800 ※ライセンスはUSBメモリ1本に対し、1ライセンス必要です。

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：500-999）

¥6,500 ※価格は1ライセンスの価格です。

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：1000- ）

別途見積もり

セキュアポーター ライセンス（オプション）
製品
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス

(USBメモリ数：1-99）
(USBメモリ数：100-499）
(USBメモリ数：500-999）
(USBメモリ数：1000- ）

希望小売価格
備考
※税抜き
¥70,000
¥187,500
※USBメモリの本数に応じたライセンスが必要です。
¥250,000
別途見積もり

年間サポートサービス費
期間
1年間

価格

備考

※ご購入初年度は必須となります。
※サポートサービスの内容は下記の通りです
※サポ
トサ ビスの内容は下記の通りです。
製品合計額の15％ ・サポート窓口へ電話および、E-Mailでのお問合せ
・無償バージョンアップ
・USBメモリ紛失時のライセンス再発行対応

■購入について
１．初回購入時の購入形態は、下記の通りです。
・サーバライセンス+USBメモリライセンス+年間サポートサービス費
２．サポートサービス期間中にライセンスを追加購入する場合。
追加購入したライセンスのサポートサービス期間は、既に保有しているライセンスのサポートサービス期間に準じます。
３．次年度以降のサポートサービス契約は任意ですが、サポートサービス契約をご希望されないお客様は、サポートサービス対象外となりますのでご注意ください。
４．次年度以降、サポートサービスに加入されない場合でも、バージョンアップ価格（InterSafe SecureDevice Professional希望小売価格の50%）を
ご購入いいただいくことでバージョンアップが可能です。
バージョンアップを購入された場合、バージョンアップに関するお問い合わせのみ承ります。
バージョンアップ価格についての詳細は、別途お問い合わせください。
５．すでにInterSafe SecureDevice Standardをご購入済みのお客様は、アップグレード価格（InterSafe SecureDevice Professional希望小売価格の50%）を
ご購入いただくことでInterSafe SecureDevice Professionalへの移行が可能です。アップグレード価格についての詳細は、別途お問い合わせください。
※バージョンアップとは、同一製品における上位バージョンへの移行を指します。
例：InterSafe SecureDevice Professional Ver. 1.0からVer. 2.0への移行
※アップグレードとは、上位モデルへの移行を指します。
例：InterSafe SecureDevice StandardからInterSafe SecureDevice Professionalへの移行

＊記載内容は、予告無しに変更になる場合があります。ご発注の際にご確認ください。 ＊上記価格およびライセンスルールは、2012年2月時点の価格です。

No.1202 SD Pro(C)

InterSafe SecureDevice Professional 希望小売価格表
（アカデミックライセンス）
サーバライセンス
製品
サーバライセンス (USBメモリ数：1-99）

希望小売価格
※税抜き
¥98,000

サーバライセンス (USBメモリ数：100-499）

¥262,500

サーバライセンス (USBメモリ数：500-999）

¥350,000

サーバライセンス (USBメモリ数：1000- ）

備考

※USBメモリの本数に応じたライセンスが必要です。

別途見積もり

セキュリティUSBメモリライセンス
ライセンス数

希望小売価格
※税抜き

備考
※ライセンスはUSBメモリ1本に対し、1ライセンス必要です。

1ライセンス

¥5,000 ※価格は1ライセンスの価格です。

セキュアポーター ライセンス（オプション）
製品
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス

(USBメモリ数：1-99）
(USBメモリ数：100-499）
(USBメモリ数：500-999）
(USBメモリ数：1000- ）

希望小売価格
備考
※税抜き
¥49,000
¥131,200
※USBメモリの本数に応じたライセンスが必要です。
¥175,000
別途見積もり

年間サポートサービス費
期間
1年間

価格

備考

※ご購入初年度は必須となります。
※サポートサービスの内容は下記の通りです。
製品合計額の15％ ・サポート窓口へ電話および、E-Mailでのお問合せ
・無償バージョンアップ
・USBメモリ紛失時のライセンス再発行対応

■購入について
１．初回購入時の購入形態は、下記の通りです。
・サーバライセンス+USBメモリライセンス+年間サポートサービス費
２．サポートサービス期間中にライセンスを追加購入する場合。
追加購入したライセンスのサポートサービス期間は、既に保有しているライセンスのサポートサービス期間に準じます。
３．次年度以降のサポートサービス契約は任意ですが、サポートサービス契約をご希望されないお客様は、サポートサービス対象外となりますのでご注意ください。
４．次年度以降、サポートサービスに加入されない場合でも、バージョンアップ価格（InterSafe SecureDevice Professional希望小売価格の50%）を
ご購入いいただいくことでバージョンアップが可能です。
バージョンアップを購入された場合、バージョンアップに関するお問い合わせのみ承ります。
バージョンアップ価格についての詳細は、別途お問い合わせください。
５．すでにInterSafe SecureDevice Standardをご購入済みのお客様は、アップグレード価格（InterSafe SecureDevice Professional希望小売価格の50%）を
ご購入いただくことでInterSafe SecureDevice Professionalへの移行が可能です。アップグレード価格についての詳細は、別途お問い合わせください。
※バージョンアップとは、同一製品における上位バージョンへの移行を指します。
例：InterSafe SecureDevice Professional Ver. 1.0からVer. 2.0への移行
※アップグレードとは、上位モデルへの移行を指します。
■アカデミックライセンスの適用範囲について
・厚生労働省所管の保育園、雇用能力開発機構所管の職業訓練校、都道府県所管のポリテクセンター、各省庁所管の大学校
・文部科学省認可の美術館、博物館
・下記教育機関は対象外とさせて頂きます。
理容学校、美容学校、調理師学校、パソコン教室、塾、予備校、語学教室、財団法人、社団法人、宗教法人、医療法人

＊記載内容は、予告無しに変更になる場合があります。ご発注の際にご確認ください。 ＊上記価格およびライセンスルールは、2012年2月時点の価格です。

No.1202 SD Pro(A)

InterSafe SecureDevice Professional 希望小売価格表
（ガバメントライセンス）
サーバライセンス
製品
サーバライセンス (USBメモリ数：1-99）

希望小売価格
※税抜き
¥112,000

サーバライセンス (USBメモリ数：100-499）

¥300,000

サーバライセンス (USBメモリ数：500-999）

¥400,000

サーバライセンス (USBメモリ数：1000- ）

備考

※USBメモリの本数に応じたライセンスが必要です。

別途見積もり

セキュリティUSBメモリライセンス
ライセンス数

希望小売価格
※税抜き

備考

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：1-99）

¥5,800

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：100-499）

¥5,500 ※ライセンスはUSBメモリ1本に対し、1ライセンス必要です。

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：500-999）

¥5,200 ※価格は1ライセンスの価格です。

セキュリティUSBメモリライセンス (USBメモリ数：1000- ）

別途見積もり

セキュアポーター ライセンス（オプション）
製品
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス
セキュアポーターライセンス

(USBメモリ数：1-99）
(USBメモリ数：100-499）
(USBメモリ数：500-999）
(USBメモリ数：1000- ）

希望小売価格
備考
※税抜き
¥56,000
¥150,000
※USBメモリの本数に応じたライセンスが必要です。
¥200,000
別途見積もり

年間サポートサービス費
期間
1年間

価格

備考

※ご購入初年度は必須となります。
※サポートサービスの内容は下記の通りです。
製品合計額の15％ ・サポート窓口へ電話および、E-Mailでのお問合せ
・無償バージョンアップ
・USBメモリ紛失時のライセンス再発行対応

■購入について
１．初回購入時の購入形態は、下記の通りです。
・サーバライセンス+USBメモリライセンス+年間サポートサービス費
２．サポートサービス期間中にライセンスを追加購入する場合。
追加購入したライセンスのサポートサービス期間は、既に保有しているライセンスのサポートサービス期間に準じます。
３．次年度以降のサポートサービス契約は任意ですが、サポートサービス契約をご希望されないお客様は、サポートサービス対象外となりますのでご注意ください。
４．次年度以降、サポートサービスに加入されない場合でも、バージョンアップ価格（InterSafe SecureDevice Professional希望小売価格の50%）を
ご購入いいただいくことでバージョンアップが可能です。
バージョンアップを購入された場合、バージョンアップに関するお問い合わせのみ承ります。
バージョンアップ価格についての詳細は、別途お問い合わせください。
５．すでにInterSafe SecureDevice Standardをご購入済みのお客様は、アップグレード価格（InterSafe SecureDevice Professional希望小売価格の50%）を
ご購入いただくことでInterSafe SecureDevice Professionalへの移行が可能です。アップグレード価格についての詳細は、別途お問い合わせください。
※バージョンアップとは、同一製品における上位バージョンへの移行を指します。
例：InterSafe SecureDevice Standard Ver. 1.0からVer. 2.0への移行
※アップグレードとは、上位モデルへの移行を指します。
例：InterSafe SecureDevice StandardからInterSafe SecureDevice Professionalへの移行
■ガバメントライセンスの適用範囲について
・中央省庁（配下にある各局の単独名義でも契約可能です）、国会、裁判所、消防組織
都道府県庁、東京23区、市町村、公立の施設・公営企業（「立」が入らない場合は、自治体名義でご契約ください）
地方公共団体の組合、合弁協議会、独立行政法人、全国健康保険協会、日本年金機構、NOSAI(農業共済)
・下記の機関は対象外とさせて頂きます。
法人（財団法人、社団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、特定非営利活動法人、中間法人）、
特別地方公共団体の一部（財産区、地方開発事業団）、地方公共団体以外の組合(農業協同組合、労働組合、職員組合、
医療組合など)、相互会社、政党、株式会社、有限会社、合資会社
・アカデミック価格適用対象の場合は、アカデミック価格を優先といたします。

＊記載内容は、予告無しに変更になる場合があります。ご発注の際にご確認ください。 ＊上記価格およびライセンスルールは、2012年2月時点の価格です。

No.1202 SD Pro(G)

