映像アプライアンス（顔認証システム導入セット/ビデオマネジメントシステム導入セット/FieldAnalyst導入セット）価格表(2018年12月版)
PlatformSupportPack
新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

2770

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

映像アプライアンスベース用サポートパック
新 NH508-81S5-T41C

映像アプライアンスベースモデルSupportPack5日間
8:30～17:30対応(1年)

(1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(1年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(1年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を除く)
(3)HW設定復旧

○

○

37,000

2017.12.26

新 NH508-81S5-T43C

映像アプライアンスベースモデルSupportPack5日間
8:30～17:30対応(3年)

(1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(3年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(3年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を除く)
(3)HW設定復旧

○

○

109,000

2017.12.26

新 NH508-81S5-T45C

映像アプライアンスベースモデルSupportPack5日間
8:30～17:30対応(5年)

(1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(5年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(5年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を除く)
(3)HW設定復旧

○

○

181,000

2017.12.26

新 NH508-81S5-T4DC

映像アプライアンスベースモデルSupportPack5日間
8:30～17:30対応(7年)

(1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(7年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(7年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を除く)
(3)HW設定復旧

○

○

354,000

2017.12.26

新 NH508-81S5-T4AC

映像アプライアンスベースモデルSupportPack5日間
8:30～17:30対応-延長キット(+2年)

(1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(2年間延長)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(2年間延長)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を除く)
(3)HW設定復旧

○

○

110,000

2017.12.26

新 NH508-81S5-T4HC

映像アプライアンスベースモデルSupportPack5日間
8:30～17:30対応-延長キット(+4年)

(1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(4年間延長)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(4年間延長)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:月曜~金曜(5日間) 8:30~17:30(祝日、NEC休日を除く)
(3)HW設定復旧

○

○

176,000

2017.12.26

新 NH724-81S5-T41C

映像アプライアンスベースモデルSupportPack24時間 (1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(1年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
365日対応(1年)

○

○

78,000

2017.12.26

映像アプライアンスベースモデルSupportPack24時間 (1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(3年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
365日対応(3年)

○

○

218,000

2017.12.26

映像アプライアンスベースモデルSupportPack24時間 (1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(5年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
365日対応(5年)

○

○

353,000

2017.12.26

映像アプライアンスベースモデルSupportPack24時間 (1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(7年間)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
365日対応(7年)

○

○

690,000

2017.12.26

映像アプライアンスベースモデルSupportPack24時間 (1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(2年間延長)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
365日対応-延長キット(+2年)

○

○

192,000

2017.12.26

映像アプライアンスベースモデルSupportPack24時間 (1)HWオンサイト保守サービス製品(定期保守なし)(4年間延長)
対象:本体およびサーバ内蔵オプション、ディスプレイ、UPS、顔認証用オプション
365日対応-延長キット(+4年)

○

○

329,000

2017.12.26

対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(1年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(3)HW設定復旧

新 NH724-81S5-T43C

対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(3年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(3)HW設定復旧

新 NH724-81S5-T45C

対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(5年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(3)HW設定復旧

新 NH724-81S5-T4DC

対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(7年間)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(3)HW設定復旧

新 NH724-81S5-T4AC

対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(2年間延長)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(3)HW設定復旧

新 NH724-81S5-T4HC

対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(2)PP・サポートサービス(標準サービス)(4年間延長)
対象: プリインストール済みのWindows OS、ソフトウェア
ESMPRO/ServerManager、ServerAgent
対応:週7日間 終日(祝日、NEC休日を含む)
(3)HW設定復旧

ソフトウェア保守製品（サポートパック）
出荷時期

DataStationLine
型名

製品名

備考

ソフトウェア製品概要

タワー型
T110i-S

2770

希望小売価格(円)

2771
2772

顔認証システム導入セット
ULH1S-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

20,000

17.12.22

ULH1F-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

28,000

17.12.22

ULH3S-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

50,000

17.12.22

ULH3F-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

73,000

17.12.22

ULH5S-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

80,000

17.12.22

ULH5F-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

118,000

17.12.22

ULH7S-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

110,000

17.12.22

ULH7F-1236-033

PPSupportPack(バリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス)7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00V】
・バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BD-I】

○

163,000

17.12.22

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

ULH1S-1236-001

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)1年/5
日間8:30～17:30対応

2770

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：顔認証SV基本ライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス(1年間保守付)【UL1236-H001】
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス(3年間保守付)【UL1236-H011】
・顔認証SV基本ライセンス(1年間保守付)【UL1236-H001-I】

○

50,000

16.12.26

ULH1F-1236-001

PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)1年/24 PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
時間365日対応
対象：顔認証SV基本ライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J001】
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス(3年間時間延長保守付)【UL1236J011】
・顔認証SV基本ライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236-J001-I】

○

73,000

16.12.26

ULH3S-1236-001

PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)3年/5
日間8:30～17:30対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス(1年間保守付)【UL1236-H001】
・顔認証SV基本ライセンス(1年間保守付)【UL1236-H001-I】

○

140,000

16.12.26

ULH3F-1236-001

PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)3年/24 PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
時間365日対応
対象：顔認証SV基本ライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J001】
・顔認証SV基本ライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236-J001-I】

○

208,000

16.12.26

ULH5S-1236-001

PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)5年/5
日間8:30～17:30対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00W】
・顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BG-I】

○

230,000

17.12.22

ULH5F-1236-001

PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)5年/24 PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
時間365日対応
対象：顔認証SV基本ライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00W】
・顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BG-I】

○

343,000

17.12.22

ULH7S-1236-001

PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)7年/5
日間8:30～17:30対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00W】
・顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BG-I】

○

320,000

17.12.22

ULH7F-1236-001

PPSupportPack(顔認証SV基本ライセンス)7年/24 PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
時間365日対応
対象：顔認証SV基本ライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00W】
・顔認証SV基本ライセンス【UL1236-00BG-I】

○

478,000

17.12.22

ULH1S-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間保守付)【UL1236H002】
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(3年間保守付)【UL1236H012】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間保守付)【UL1236-H002-I】

○

○

10,000

16.12.26

ULH1F-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J002】
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(3年間時間延長保守付)
【UL1236-J012】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守付)【UL1236J002-I】

○

○

13,000

16.12.26

ULH3S-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間保守付)【UL1236H002】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間保守付)【UL1236-H002-I】

○

○

22,000

16.12.26

ULH3F-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J002】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守付)【UL1236J002-I】

○

○

31,000

16.12.26

ULH5S-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00X】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BK-I】

○

○

34,000

17.12.22

ULH5F-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00X】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BK-I】

○

○

48,000

17.12.22

ULH7S-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00X】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BK-I】

○

○

45,000

17.12.22

ULH7F-1236-002

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(1カメ
ラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00X】
・顔認証/監視ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BK-I】

○

○

66,000

17.12.22

ULH1S-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間保守付)【UL1236H032】
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(3年間保守付)【UL1236H042】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間保守付)【UL1236-H032-I】

○

○

28,000

16.12.26

ULH1F-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J032】
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(3年間時間延長保守付)
【UL1236-J042】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保守付)【UL1236J032-I】

○

○

39,000

16.12.26

ULH3S-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間保守付)【UL1236H032】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間保守付)【UL1236-H032-I】

○

○

74,000

16.12.26

ULH3F-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J032】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保守付)【UL1236J032-I】

○

○

109,000

16.12.26

ULH5S-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01X】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BK-I】

○

○

121,000

17.12.22

ULH5F-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01X】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BK-I】

○

○

179,000

17.12.22

ULH7S-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01X】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BK-I】

○

○

168,000

17.12.22

ULH7F-1236-003

PPSupportPack(顔認証/監視ライセンス(4カメ
ラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：顔認証/監視ライセンス(4カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01X】
・顔認証/監視ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BK-I】

○

○

249,000

17.12.22

ULH1S-1236-034

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
ラ))1年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

○

18,000

17.12.22

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：顔認証SV基本ライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：顔認証SV基本ライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：顔認証SV基本ライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

ULH1F-1236-034

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
ラ))1年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応。

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

○

26,000

17.12.22

ULH3S-1236-034

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
ラ))3年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

○

50,000

17.12.22

ULH3F-1236-034

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
ラ))3年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

○

74,000

17.12.22

ULH5S-1236-034

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
ラ))5年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

○

82,000

17.12.22

ULH5F-1236-034

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
ラ))5年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

○

121,000

17.12.22

ULH7S-1236-034

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
ラ))7年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

○

113,000

17.12.22

ULH7F-1236-034

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(1カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
ラ))7年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00Y】
・顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)【UL1236-00BM-I】

○

169,000

17.12.22

ULH1S-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
ラ))1年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

66,000

17.12.22

ULH1F-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
ラ))1年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

97,000

17.12.22

ULH3S-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
ラ))3年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

192,000

17.12.22

ULH3F-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
ラ))3年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

287,000

17.12.22

ULH5S-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
ラ))5年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

319,000

17.12.22

ULH5F-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
ラ))5年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

477,000

17.12.22

ULH7S-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
ラ))7年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

446,000

17.12.22

ULH7F-1236-035

PPSupportPack(顔認証/入退室ライセンス(4カメ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
ラ))7年/24時間365日対応
対象：顔認証/入退室ライセンス(4カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01Y】
・顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)【UL1236-01BM-I】

○

667,000

17.12.22

ULH1S-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
(Android用))1年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)(1年間保守付)
【UL1236-H004】
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)(3年間保守付)
【UL1236-H014】
・モバイル通知オプション(Android用)(1年間保守付)【UL1236-H004-I】

○

○

4,000

16.12.26

ULH1F-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
(Android用))1年24時間365日対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))1年24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J004】
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)(3年間時間延長保守付)
【UL1236-J014】
・モバイル通知オプション(Android用)(1年間時間延長保守付)【UL1236J004-I】

○

○

5,000

16.12.26

ULH3S-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
(Android用))3年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)(1年間保守付)
【UL1236-H004】
・モバイル通知オプション(Android用)(1年間保守付)【UL1236-H004-I】

○

○

7,000

16.12.26

ULH3F-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
(Android用))3年24時間365日対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))3年24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J004】
・モバイル通知オプション(Android用)(1年間時間延長保守付)【UL1236J004-I】

○

○

9,000

16.12.26

ULH5S-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
(Android用))5年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00Z】
・モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00BN-I】

○

○

10,000

17.12.22

ULH5F-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
(Android用))5年24時間365日対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))5年24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00Z】
・モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00BN-I】

○

○

14,000

17.12.22

ULH7S-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
(Android用))7年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00Z】
・モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00BN-I】

○

○

13,000

17.12.22

ULH7F-1236-006

PPSupportPack(顔認証/モバイル通知オプション PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
(Android用))7年24時間365日対応
対象：顔認証/モバイル通知オプション(Android用))7年24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00Z】
・モバイル通知オプション(Android用)【UL1236-00BN-I】

○

○

18,000

17.12.22

ULH1S-1236-036

PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

20,000

17.12.22

ULH1F-1236-036

PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

28,000

17.12.22

ULH3S-1236-036

PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

53,000

17.12.22

ULH3F-1236-036

PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

78,000

17.12.22

ULH5S-1236-036

PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

87,000

17.12.22

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

128,000

17.12.22

ULH7S-1236-036

PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

120,000

17.12.22

ULH7F-1236-036

PPSupportPack(顔認証/人数カウントオプショ
ン)7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：顔認証/人数カウントオプション)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-人数カウントオプション【UL1236-00AB】
・人数カウントオプション【UL1236-00BS-I】

○

○

178,000

17.12.22

ULH1S-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)1年/5 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/WebAPIオプション)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション(1年間保守付)【UL1236-H006】
・組込専用-WebAPIオプション(3年間保守付)【UL1236-H016】
・WebAPIオプション(1年間保守付)【UL1236-H006-I】

○

○

20,000

16.12.26

ULH1F-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)1年
/24時間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション(1年間時間延長保守付)【UL1236-J006】
・組込専用-WebAPIオプション(3年間時間延長保守付)【UL1236-J016】
・WebAPIオプション(1年間時間延長保守付)【UL1236-J006-I】

○

○

28,000

16.12.26

ULH3S-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)3年/5 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/WebAPIオプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション(1年間保守付)【UL1236-H006】
・WebAPIオプション(1年間保守付)【UL1236-H006-I】

○

○

53,000

16.12.26

ULH3F-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)3年
/24時間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション(1年間時間延長保守付)【UL1236-J006】
・WebAPIオプション(1年間時間延長保守付)【UL1236-J006-I】

○

○

78,000

16.12.26

ULH5S-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)5年/5 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/WebAPIオプション)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション【UL1236-00AA】
・WebAPIオプション【UL1236-00BP-I】

○

○

87,000

17.12.22

ULH5F-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)5年
/24時間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション【UL1236-00AA】
・WebAPIオプション【UL1236-00BP-I】

○

○

128,000

17.12.22

ULH7S-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)7年/5 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/WebAPIオプション)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション【UL1236-00AA】
・WebAPIオプション【UL1236-00BP-I】

○

○

120,000

17.12.22

ULH7F-1236-008

PPSupportPack(顔認証/WebAPIオプション)7年
/24時間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-WebAPIオプション【UL1236-00AA】
・WebAPIオプション【UL1236-00BP-I】

○

○

178,000

17.12.22

ULH1S-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)1年/5日間 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
8:30～17:30対応
対象：顔認証/CPライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

13,000

17.12.22

ULH1F-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)1年/24時
間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

17,000

17.12.22

ULH3S-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)3年/5日間 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
8:30～17:30対応
対象：顔認証/CPライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

31,000

17.12.22

ULH3F-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)3年/24時
間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

45,000

17.12.22

ULH5S-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)5年/5日間 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
8:30～17:30対応
対象：顔認証/CPライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

49,000

17.12.22

ULH5F-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)5年/24時
間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

72,000

17.12.22

ULH7S-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)7年/5日間 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
8:30～17:30対応
対象：顔認証/CPライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

68,000

17.12.22

ULH7F-1236-037

PPSupportPack(顔認証/CPライセンス)7年/24時
間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：顔認証/CPライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/CPライセンス【UL1236-00AK】
・顔認証/CPライセンス【UL1236-00BV-I】

○

○

100,000

17.12.22

ULH1S-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236H007】
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス(3年間保守付)【UL1236H017】
・監視カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236-H007-I】

○

○

25,000

16.12.26

ULH1F-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J007】
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス(3年間時間延長保守付)
【UL1236-J017】
・監視カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J007-I】

○

○

36,000

16.12.26

ULH3S-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236H007】
・監視カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236-H007-I】

○

○

68,000

16.12.26

ULH3F-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J007】
・監視カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J007-I】

○

○

101,000

16.12.26

ULH5S-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00AD】
・監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00BT-I】

○

○

112,000

17.12.22

ULH5F-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00AD】
・監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00BT-I】

○

○

166,000

17.12.22

ULH7S-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00AD】
・監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00BT-I】

○

○

155,000

17.12.22

ULH7F-1236-009

PPSupportPack(監視カメレオンコードライセン
ス)7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：監視カメレオンコードライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00AD】
・監視カメレオンコードライセンス【UL1236-00BT-I】

○

○

231,000

17.12.22

ULH5F-1236-036

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：顔認証/WebAPIオプション)1年/24時間365日対応。

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：顔認証/WebAPIオプション)3年/24時間365日対応。

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：顔認証/WebAPIオプション)5年/24時間365日対応。

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：顔認証/WebAPIオプション)7年/24時間365日対応。

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：顔認証/CPライセンス)1年/24時間365日対応。

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：顔認証/CPライセンス)3年/24時間365日対応。

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：顔認証/CPライセンス)5年/24時間365日対応。

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236H008】
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス(3年間保守付)【UL1236H018】
・入退室カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236-H008-I】

○

25,000

16.12.26

ULH1F-1236-010

PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J008】
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス(3年間時間延長保守付)
【UL1236-J018】
・入退室カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J008-I】

○

36,000

16.12.26

ULH3S-1236-010

PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236H008】
・入退室カメレオンコードライセンス(1年間保守付)【UL1236-H008-I】

○

68,000

16.12.26

ULH3F-1236-010

PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J008】
・入退室カメレオンコードライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J008-I】

○

101,000

16.12.26

ULH5S-1236-010

PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00AG】
・入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00BU-I】

○

112,000

17.12.22

ULH5F-1236-010

PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00AG】
・入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00BU-I】

○

166,000

17.12.22

ULH7S-1236-010

PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00AG】
・入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00BU-I】

○

155,000

17.12.22

ULH7F-1236-010

PPSupportPack(入退室カメレオンコードライセ
ンス)7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：入退室カメレオンコードライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00AG】
・入退室カメレオンコードライセンス【UL1236-00BU-I】

○

231,000

17.12.22

ULH1S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)1年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

28,000

17.12.22

ULH1F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)1年 PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

41,000

17.12.22

ULH3S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)3年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

78,000

17.12.22

ULH3F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)3年 PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

116,000

17.12.22

ULH5S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)5年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

128,000

17.12.22

ULH5F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)5年 PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

191,000

17.12.22

ULH7S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)7年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

178,000

17.12.22

ULH7F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)7年 PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

266,000

17.12.22

ULH1S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)1年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

28,000

17.12.22

ULH1F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)1年 PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

41,000

17.12.22

ULH3S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)3年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

78,000

17.12.22

ULH3F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)3年 PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

116,000

17.12.22

ULH5S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)5年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

128,000

17.12.22

ULH5F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)5年 PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

191,000

17.12.22

ULH7S-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)7年 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

178,000

17.12.22

ULH7F-1236-038

PPSupportPack(顔認証/属性推定ライセンス)7年 PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
/24時間365日対応
対象：顔認証/属性推定ライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・顔認証/属性推定ライセンス【UL1236-00BW-I】

○

○

266,000

17.12.22

新 ULH1S-1236-046

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
メラ))1年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

15,000

18.12.26

新 ULH1F-1236-046

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
メラ))1年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

19,000

18.12.26

新 ULH3S-1236-046

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
メラ))3年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

29,000

18.12.26

新 ULH3F-1236-046

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
メラ))3年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

40,000

18.12.26

新 ULH5S-1236-046

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
メラ))5年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

43,000

18.12.26

新 ULH5F-1236-046

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
メラ))5年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

61,000

18.12.26

新 ULH7S-1236-046

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
メラ))7年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

57,000

18.12.26

ULH1S-1236-010

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

新 ULH7F-1236-046

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(1カ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
メラ))7年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応。

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)【UL1236-00DW-I】

○

○

82,000

18.12.26

新 ULH1S-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
メラ))1年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

35,000

18.12.26

新 ULH1F-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
メラ))1年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

49,000

18.12.26

新 ULH3S-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
メラ))3年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

90,000

18.12.26

新 ULH3F-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
メラ))3年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

130,000

18.12.26

新 ULH5S-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
メラ))5年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

144,000

18.12.26

新 ULH5F-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
メラ))5年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

211,000

18.12.26

新 ULH7S-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
メラ))7年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

198,000

18.12.26

新 ULH7F-1236-047

PPSupportPack(顔認証/監視拡張ライセンス(4カ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
メラ))7年/24時間365日対応
対象：顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DU】
・顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)【UL1236-01DW-I】

○

○

293,000

18.12.26

新 ULH1S-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
ン)1年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

36,000

18.12.26

新 ULH1F-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
ン)1年/24時間365日対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

50,000

18.12.26

新 ULH3S-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
ン)3年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

92,000

18.12.26

新 ULH3F-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
ン)3年/24時間365日対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

134,000

18.12.26

新 ULH5S-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
ン)5年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

148,000

18.12.26

新 ULH5F-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
ン)5年/24時間365日対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

218,000

18.12.26

新 ULH7S-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
ン)7年/5日間8:30～17:30対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

203,000

18.12.26

新 ULH7F-1236-048

PPSupportPack(顔認証/顔位置情報集計オプショ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
ン)7年/24時間365日対応
対象：顔認証/顔位置情報集計オプション)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DV】
・顔認証/顔位置情報集計オプション【UL1236-00DX-I】

○

○

301,000

18.12.26

新 ULH1S-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)1年/5日間8:30～
17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)1年/5日間8:30～17:30
対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション【UL123600DY-I】

○

○

16,000

18.12.26

新 ULH1F-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)1年/24時間365日
対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)1年/24時間365日対応。 最大1年間提供する製品
・顔認証/顔情報共有サービス連携オプション【UL1236-00DY-I】

○

○

24,000

18.12.26

新 ULH3S-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)3年/5日間8:30～
17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)3年/5日間8:30～17:30
対。

○

○

50,000

18.12.26

新 ULH3F-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)3年/24時間365日
対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)3年/24時間365日対応。 最大3年間提供する製品
・顔認証/顔情報共有サービス連携オプション【UL1236-00DY-I】

○

○

73,000

18.12.26

新 ULH5S-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)5年/5日間8:30～
17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)5年/5日間8:30～17:30
対。

○

○

85,000

18.12.26

新 ULH5F-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)5年/24時間365日
対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)5年/24時間365日対応。 最大5年間提供する製品
・顔認証/顔情報共有サービス連携オプション【UL1236-00DY-I】

○

○

122,000

18.12.26

新 ULH7S-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)7年/5日間8:30～
17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)7年/5日間8:30～17:30
対。

○

○

119,000

18.12.26

新 ULH7F-1236-049

PPSupportPack(顔認証/NeoFace顔情報マネジメ
ントサービス連携オプション)7年/24時間365日
対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
対象：顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプション)7年/24時間365日対応。 最大7年間提供する製品
・顔認証/顔情報共有サービス連携オプション【UL1236-00DY-I】

○

○

172,000

18.12.26

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・顔認証/顔情報共有サービス連携オプション【UL1236-00DY-I】

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・顔認証/顔情報共有サービス連携オプション【UL1236-00DY-I】

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・顔認証/顔情報共有サービス連携オプション【UL1236-00DY-I】

ビデオマネジメントシステム
新 ULH1S-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)1
年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

2,700

18.12.26

新 ULH1F-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)1
年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

3,500

18.12.26

新 ULH3S-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)3
年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

4,600

18.12.26

新 ULH3F-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)3
年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

6,400

18.12.26

新 ULH5S-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)5
年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

6,000

18.12.26

新 ULH5F-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)5
年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

8,500

18.12.26

新 ULH7S-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)7
年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

6,800

18.12.26

新 ULH7F-1236-050

PPSupportPack(組込専用-VMS基本ライセンス)7
年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：組込専用-VMS基本ライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ】

○

○

9,600

18.12.26

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

3,700

18.12.26

新 ULH1F-1236-052

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

5,600

18.12.26

新 ULH3S-1236-052

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

7,500

18.12.26

新 ULH3F-1236-052

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

10,800

18.12.26

新 ULH5S-1236-052

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

11,500

18.12.26

新 ULH5F-1236-052

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

16,500

18.12.26

新 ULH7S-1236-052

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

16,500

18.12.26

新 ULH7F-1236-052

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(1カメラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA】

○

○

23,700

18.12.26

新 ULH1S-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

35,000

18.12.26

新 ULH1F-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

53,000

18.12.26

新 ULH3S-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

69,000

18.12.26

新 ULH3F-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

102,000

18.12.26

新 ULH5S-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

105,000

18.12.26

新 ULH5F-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

155,000

18.12.26

新 ULH7S-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

155,000

18.12.26

新 ULH7F-1236-054

PPSupportPack(組込専用-VMSカメラライセンス
(10カメラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA】

○

○

227,000

18.12.26

新 ULH1S-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)1年/5日間
8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

2,700

18.12.26

新 ULH1F-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)1年/24時間
365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

3,500

18.12.26

新 ULH3S-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)3年/5日間
8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

4,600

18.12.26

新 ULH3F-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)3年/24時間
365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

6,400

18.12.26

新 ULH5S-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)5年/5日間
8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

6,000

18.12.26

新 ULH5F-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)5年/24時間
365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

8,500

18.12.26

新 ULH7S-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)7年/5日間
8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

6,800

18.12.26

新 ULH7F-1236050-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)7年/24時間
365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

9,600

18.12.26

新 ULH3S-1236051-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)サポート切
れ後3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)サポート切れ後3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

7,400

18.12.26

新 ULH3F-1236051-I

PPSupportPack(VMS基本ライセンス)サポート切
れ後3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：VMS基本ライセンス)サポート切れ後3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・VMS基本ライセンス【UL1236-00DZ-I】

○

○

10,000

18.12.26

新 ULH1S-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

3,700

18.12.26

新 ULH1F-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

5,600

18.12.26

新 ULH3S-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

7,500

18.12.26

新 ULH3F-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

10,800

18.12.26

新 ULH5S-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

11,500

18.12.26

新 ULH5F-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

16,500

18.12.26

新 ULH7S-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

16,500

18.12.26

新 ULH7F-1236052-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメ
ラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

23,700

18.12.26

新 ULH3S-1236053-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメラ)) PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
サポート切れ後3年/5日間8:30～17:30対応
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))サポート切れ後3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

11,000

18.12.26

新 ULH3F-1236053-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(1カメラ)) PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
サポート切れ後3年/24時間365日対応
対象：VMSカメラライセンス(1カメラ))サポート切れ後3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00GA-I】

○

○

16,000

18.12.26

新 ULH1S-1236054-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

35,000

18.12.26

新 ULH1F-1236054-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

53,000

18.12.26

新 ULH1S-1236-052

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

69,000

18.12.26

新 ULH3F-1236054-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

102,000

18.12.26

新 ULH5S-1236054-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

105,000

18.12.26

新 ULH5F-1236054-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

155,000

18.12.26

新 ULH7S-1236054-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

155,000

18.12.26

新 ULH7F-1236054-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

227,000

18.12.26

新 ULH3S-1236055-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))サポート切れ後3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))サポート切れ後3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

108,000

18.12.26

新 ULH3F-1236055-I

PPSupportPack(VMSカメラライセンス(10カメ
ラ))サポート切れ後3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：VMSカメラライセンス(10カメラ))サポート切れ後3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・VMSカメラライセンス(10カメラ)【UL1236-01GA-I】

○

○

158,000

18.12.26

ULH1S-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間保守付)【UL1236H00D】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(3年間保守付)【UL1236H01D】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間保守付)【UL1236-H00D-I】

○

○

20,000

17.04.28

ULH1F-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00D】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(3年間時間延長保守付)
【UL1236-J01D】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J00D-I】

○

○

28,000

17.04.28

ULH3S-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間保守付)【UL1236H00D】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間保守付)【UL1236-H00D-I】

○

○

50,000

17.04.28

ULH3F-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00D】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J00D-I】

○

○

73,000

17.04.28

ULH5S-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00AT】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00DB-I】

○

○

80,000

17.12.22

ULH5F-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00AT】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00DB-I】

○

○

118,000

17.12.22

ULH7S-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00AT】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00DB-I】

○

○

110,000

17.12.22

ULH7F-1236-022

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)SVライセン
ス)7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Gate)SVライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00AT】
・FieldAnalyst(Gate)SVライセンス【UL1236-00DB-I】

○

○

163,000

17.12.22

ULH1S-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
センス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間保守
付)【UL1236-H00G】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(3年間保守
付)【UL1236-H01G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H00G-I】

○

○

30,000

17.04.28

ULH1F-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
センス(1カメラ))1年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間時間
延長保守付)【UL1236-J00G】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(3年間時間
延長保守付)【UL1236-J01G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守
付)【UL1236-J00G-I】

○

○

43,000

17.04.28

ULH3S-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
センス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間保守
付)【UL1236-H00G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H00G-I】

○

○

80,000

17.04.28

ULH3F-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
センス(1カメラ))3年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間時間
延長保守付)【UL1236-J00G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守
付)【UL1236-J00G-I】

○

○

118,000

17.04.28

ULH5S-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
センス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL123600AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DD-I】

○

○

130,000

17.12.22

ULH5F-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
センス(1カメラ))5年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL123600AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DD-I】

○

○

193,000

17.12.22

ULH7S-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
センス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL123600AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DD-I】

○

○

180,000

17.12.22

ULH7F-1236-023

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
センス(1カメラ))7年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL123600AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DD-I】

○

○

268,000

17.12.22

ULH1S-1236-024

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
センス(4カメラ))1年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間保守
付)【UL1236-H03G】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(3年間保守
付)【UL1236-H04G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H03G-I】

○

○

110,000

17.04.28

新 ULH3S-1236054-I

FieldAnalyst

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

ULH1F-1236-024

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
センス(4カメラ))1年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))1年/24時間365日対応。

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間時間
延長保守付)【UL1236-J03G】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(3年間時間
延長保守付)【UL1236-J04G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保守
付)【UL1236-J03G-I】

○

○

160,000

17.04.28

ULH3S-1236-024

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
センス(4カメラ))3年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間保守
付)【UL1236-H03G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H03G-I】

○

○

310,000

17.04.28

ULH3F-1236-024

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
センス(4カメラ))3年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間時間
延長保守付)【UL1236-J03G】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保守
付)【UL1236-J03G-I】

○

○

460,000

17.04.28

ULH5S-1236-024

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
センス(4カメラ))5年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL123601AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DD-I】

○

○

510,000

17.12.22

ULH5F-1236-024

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
センス(4カメラ))5年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL123601AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DD-I】

○

○

760,000

17.12.22

ULH7S-1236-024

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
センス(4カメラ))7年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL123601AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DD-I】

○

○

710,000

17.12.22

ULH7F-1236-024

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/カメラライ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
センス(4カメラ))7年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ))7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL123601AU】
・FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DD-I】

○

○

1,060,000

17.12.22

ULH1S-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
知オプション)1年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00K】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(3年間保守付)
【UL1236-H01K】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間保守付)【UL1236H00K-I】

○

○

23,000

17.04.28

ULH1F-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
知オプション)1年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間時間延
長保守付)【UL1236-J00K】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(3年間時間延
長保守付)【UL1236-J01K】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00K-I】

○

○

33,000

17.04.28

ULH3S-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
知オプション)3年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00K】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間保守付)【UL1236H00K-I】

○

○

63,000

17.04.28

ULH3F-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
知オプション)3年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間時間延
長保守付)【UL1236-J00K】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00K-I】

○

○

93,000

17.04.28

ULH5S-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
知オプション)5年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL123600AV】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DG-I】

○

○

103,000

17.12.22

ULH5F-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
知オプション)5年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL123600AV】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DG-I】

○

○

153,000

17.12.22

ULH7S-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
知オプション)7年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL123600AV】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DG-I】

○

○

143,000

17.12.22

ULH7F-1236-025

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検 PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
知オプション)7年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL123600AV】
・FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DG-I】

○

○

213,000

17.12.22

ULH1S-1236-026

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
プション)1年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00M】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(3年間保守付)
【UL1236-H01M】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間保守付)【UL1236H00M-I】

○

○

13,000

17.04.28

ULH1F-1236-026

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
プション)1年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J00M】
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(3年間時間延長保
守付)【UL1236-J01M】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00M-I】

○

○

18,000

17.04.28

ULH3S-1236-026

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
プション)3年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00M】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間保守付)【UL1236H00M-I】

○

○

33,000

17.04.28

ULH3F-1236-026

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
プション)3年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J00M】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00M-I】

○

○

48,000

17.04.28

ULH5S-1236-026

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
プション)5年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00AW】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00DK-I】

○

○

53,000

17.12.22

ULH5F-1236-026

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
プション)5年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00AW】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00DK-I】

○

○

78,000

17.12.22

ULH7S-1236-026

PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
プション)7年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00AW】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00DK-I】

○

○

73,000

17.12.22

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

ULH7F-1236-026

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
プション)7年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション)7年/24時間365日対応。

2770

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00AW】
・FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション【UL1236-00DK-I】

○

○

108,000

17.12.22

ULH1S-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
ンス)1年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間保守付)
【UL1236-H00N】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(3年間保守付)
【UL1236-H01N】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間保守付)【UL1236-H00N-I】

○

○

20,000

17.04.28

ULH1F-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
ンス)1年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00N】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(3年間時間延長保守付)
【UL1236-J01N】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J00N-I】

○

○

28,000

17.04.28

ULH3S-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
ンス)3年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間保守付)
【UL1236-H00N】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間保守付)【UL1236-H00N-I】

○

○

50,000

17.04.28

ULH3F-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
ンス)3年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00N】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス(1年間時間延長保守付)【UL1236J00N-I】

○

○

73,000

17.04.28

ULH5S-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
ンス)5年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00AX】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00DM-I】

○

○

80,000

17.12.22

ULH5F-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
ンス)5年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00AX】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00DM-I】

○

○

118,000

17.12.22

ULH7S-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
ンス)7年/5日間8:30～17:30対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00AX】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00DM-I】

○

○

110,000

17.12.22

ULH7F-1236-027

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)SVライセ PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
ンス)7年/24時間365日対応
対象：FieldAnalyst(Signage)SVライセンス)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00AX】
・FieldAnalyst(Signage)SVライセンス【UL1236-00DM-I】

○

○

163,000

17.12.22

ULH1S-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間
保守付)【UL1236-H00P】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(3年間
保守付)【UL1236-H01P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H00P-I】

○

○

30,000

17.04.28

ULH1F-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間
時間延長保守付)【UL1236-J00P】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(3年間
時間延長保守付)【UL1236-J01P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J00P-I】

○

○

43,000

17.04.28

ULH3S-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間
保守付)【UL1236-H00P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H00P-I】

○

○

80,000

17.04.28

ULH3F-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間
時間延長保守付)【UL1236-J00P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J00P-I】

○

○

118,000

17.04.28

ULH5S-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

○

○

130,000

17.12.22

ULH5F-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))5年/24時間365日対応。

○

○

193,000

17.12.22

ULH7S-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

○

○

180,000

17.12.22

ULH7F-1236-028

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ))7年/24時間365日対応。

○

○

268,000

17.12.22

ULH1S-1236-029

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))1年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)
【UL1236-00AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DNI】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)
【UL1236-00AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DNI】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)
【UL1236-00AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DNI】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)
【UL1236-00AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)【UL1236-00DNI】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間
保守付)【UL1236-H03P】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(3年間
保守付)【UL1236-H04P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H03P-I】

○

○

110,000

17.04.28

ULH1F-1236-029

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間
時間延長保守付)【UL1236-J03P】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(3年間
時間延長保守付)【UL1236-J04P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J03P-I】

○

○

160,000

17.04.28

ULH3S-1236-029

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))3年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間
保守付)【UL1236-H03P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間保守付)
【UL1236-H03P-I】

○

○

310,000

17.04.28

ULH3F-1236-029

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間
時間延長保守付)【UL1236-J03P】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J03P-I】

○

○

460,000

17.04.28

ULH5S-1236-029

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))5年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)
【UL1236-01AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DNI】

○

○

510,000

17.12.22

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

ULH5F-1236-029

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))5年/24時間365日対応

2770

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)
【UL1236-01AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DNI】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)
【UL1236-01AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DNI】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)
【UL1236-01AY】
・FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)【UL1236-01DNI】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間保守
付)【UL1236-H00S】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(3年間保守
付)【UL1236-H01S】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00S-I】

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

○

○

760,000

17.12.22

○

○

710,000

17.12.22

○

○

1,060,000

17.12.22

○

○

23,000

17.04.28

ULH7S-1236-029

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))7年/5日間8:30～17:30対
応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))7年/5日間8:30～17:30対。

ULH7F-1236-029

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/カメラ
ライセンス(4カメラ))7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ))7年/24時間365日対応。

ULH1S-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)1年/5日間8:30～17:30対。

ULH1F-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間時間
延長保守付)【UL1236-J00S】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(3年間時間
延長保守付)【UL1236-J01S】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間時間延長保守
付)【UL1236-J00S-I】

○

○

33,000

17.04.28

ULH3S-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間保守
付)【UL1236-H00S】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00S-I】

○

○

63,000

17.04.28

ULH3F-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間時間
延長保守付)【UL1236-J00S】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション(1年間時間延長保守
付)【UL1236-J00S-I】

○

○

93,000

17.04.28

ULH5S-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL123600AZ】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DP-I】

○

○

103,000

17.12.22

ULH5F-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)5年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL123600AZ】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DP-I】

○

○

153,000

17.12.22

ULH7S-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL123600AZ】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DP-I】

○

○

143,000

17.12.22

ULH7F-1236-030

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/顔装着
物検知オプション)7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション)7年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL123600AZ】
・FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション【UL1236-00DP-I】

○

○

213,000

17.12.22

ULH1S-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)1年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00T】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(3年間保守付)
【UL1236-H01T】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間保守付)【UL1236H00T-I】

○

○

13,000

17.04.28

ULH1F-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)1年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)1年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間時間延長
保守付)【UL1236-J00T】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(3年間時間延長
保守付)【UL1236-J01T】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00T-I】

○

○

18,000

17.04.28

ULH3S-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)3年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00T】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間保守付)【UL1236H00T-I】

○

○

33,000

17.04.28

ULH3F-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)3年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)3年/24時間365日対応。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間時間延長
保守付)【UL1236-J00T】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション(1年間時間延長保守付)
【UL1236-J00T-I】

○

○

48,000

17.04.28

ULH5S-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)5年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)5年/5日間8:30～17:30対。

○

○

53,000

17.12.22

ULH5F-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)5年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)5年/24時間365日対応。

○

○

78,000

17.12.22

ULH7S-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)7年/5日間8:30～17:30対応

PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)7年/5日間8:30～17:30対。

○

○

73,000

17.12.22

ULH7F-1236-031

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/笑顔推
定オプション)7年/24時間365日対応

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション)7年/24時間365日対応。

○

○

108,000

17.12.22

ULH1S-1236-032

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を1年間提供。
ンツ切替オプション)1年/5日間8:30～17:30対応 対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)1年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL123600BA】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL1236-00DS-I】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL123600BA】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL1236-00DS-I】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL123600BA】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL1236-00DS-I】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL123600BA】
・FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション【UL1236-00DS-I】
以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大1
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間保
守付)【UL1236-H00U】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(3年間保
守付)【UL1236-H01U】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00U-I】

○

○

53,000

17.04.28

ULH1F-1236-032

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ
ンツ切替オプション)1年/24時間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大1年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間時
間延長保守付)【UL1236-J00U】
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(3年間時
間延長保守付)【UL1236-J01U】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J00U-I】

○

○

78,000

17.04.28

ULH3S-1236-032

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を3年間提供。
ンツ切替オプション)3年/5日間8:30～17:30対応 対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)3年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大3
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間保
守付)【UL1236-H00U】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間保守付)
【UL1236-H00U-I】

○

○

152,000

17.04.28

PP・サポートサービス（24時間365日）を1年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)1年/24時間365日対応。

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

DataStationLine

注意事項

タワー型
T110i-S

ULH3F-1236-032

[凡例]
新…新製品／価…価格改定
○…サポート（本体内蔵可）
△…接続サポート（外付け増設機器経由含む）
T…タワーモデルで接続サポート
R…ラックモデルもしくは
タワーモデル+ラックコンバージョンキットで
接続サポート
*…備考欄の注釈を参照／個…個別対応（RPQ)
PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ
ンツ切替オプション)3年/24時間365日対応

2770

PP・サポートサービス（24時間365日）を3年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)3年/24時間365日対応。

希望小売価格(円)

出荷時期

2771
2772

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大3年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間時
間延長保守付)【UL1236-J00U】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション(1年間時間延長保
守付)【UL1236-J00U-I】

○

○

227,000

17.04.28

ULH5S-1236-032

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を5年間提供。
ンツ切替オプション)5年/5日間8:30～17:30対応 対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)5年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大5
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション
【UL1236-00BB】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション【UL1236-00DT-I】

○

○

252,000

17.12.22

ULH5F-1236-032

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ
ンツ切替オプション)5年/24時間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大5年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション
【UL1236-00BB】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション【UL1236-00DT-I】

○

○

377,000

17.12.22

ULH7S-1236-032

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ PP・サポートサービス（平日8:30-17:30）を7年間提供。
ンツ切替オプション)7年/5日間8:30～17:30対応 対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)7年/5日間8:30～17:30対。

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（標準サービス）を最大7
年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション
【UL1236-00BB】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション【UL1236-00DT-I】

○

○

352,000

17.12.22

ULH7F-1236-032

PPSupportPack(FieldAnalyst(Signage)/コンテ
ンツ切替オプション)7年/24時間365日対応

以下の製品を対象とするPP・サポートサービス（時間延長サービス）を
最大7年間提供する製品
・組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション
【UL1236-00BB】
・FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション【UL1236-00DT-I】

○

○

527,000

17.12.22

PP・サポートサービス（24時間365日）を5年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)5年/24時間365日対応。

PP・サポートサービス（24時間365日）を7年間提供。
対象：FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション)7年/24時間365日対応。

