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)
ソフトウェア製品
新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

タワー型

ソフトウェア製品概要

希望小売価格(円)

出荷時期

T110i-S

2770

2771
2772

顔認証用ソフトウェア
UL1236-00V

組込専用-バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス

UL1236-00W

組込専用-顔認証SV基本ライセンス

UL1236-00X

組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)

映像アプライアンス製品のバリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス製品です。バリューモデルのみ手配可能です。
本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品用の顔認証SV基本ライセンス製品
です。
本体サ
バと同時手配必須
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視機能を使
用するための１カメラ分のライセンス製品です。監視機能
を使用するカメラ数分手配してください。本体サーバと同
時手配必須。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視機能を使
用するための４カメラ分のライセンス製品です。監視機能
を使用するカメラ数分手配してください。本体サーバと同
時手配必須。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの入退室管理機
能を使用するための１カメラ分のライセンス製品です。入
退室管理機能を使用するカメラ数分手配してください。
（タブレット使用の場合も１台につき１カメラ分のライセ
ンス必要）本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの入退室管理機
能を使用するための４カメラ分のライセンス製品です。入
退室管理機能を使用するカメラ数分手配してください。
（タブレット使用の場合も１台につき１カメラ分のライセ
ンス必要）本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品で顔認証システムのモバイル通知
機能を使用するためライセンス製品です。モバイル端末
(Android)１台につき１ライセンス必要です。最大２０ま
で。本体サーバと同時手配必須。

○

171,000

17.12.22

○

472,000

17.12.22

○

○

80,000

17.12.22

○

○

311,000

17.12.22

○

119,000

17.12.22

○

465,000

17.12.22

○

○

17,000

17.12.22

UL1236-01X

組込専用-顔認証/監視ライセンス(4カメラ)

UL1236-00Y

組込専用-顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)

UL1236-01Y

組込専用-顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)

UL1236-00Z

組込専用-モバイル通知オプション(Android用)

UL1236-00AB

組込専用-人数カウントオプション

映像アプライアンス製品で顔認証システムの人数カウント
機能を使用するためライセンス製品です。サーバ１台に１
ライセンス。本体サーバと同時手配必須。

○

○

191,000

17.12.22

UL1236-00AA

組込専用-WebAPIオプション

映像アプライアンス製品で顔認証システムのWebAPIを使用
するためライセンス製品です。サーバ１台に１ライセン
ス。本体サーバと同時手配必須。

○

○

191,000

17.12.22

UL1236-00AK

組込専用-顔認証/CPライセンス

映像アプライアンス製品で顔認証システムの画面監視機能
を使用するためライセンス製品です。サーバ１台に１ライ
センス。本体サーバと同時手配必須。

○

○

93,000

17.12.22

UL1236-00AD

組込専用-監視カメレオンコードライセンス

映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視機能にカ
メレオンコード連携を使用するためライセンス製品です。
サーバ１台に１ライセンス。本体サーバと同時手配必須。

○

○

65,000

17.12.22

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

タワー型

ソフトウェア製品概要

希望小売価格(円)

出荷時期

T110i-S

2770

UL1236-00AG

組込専用-入退室カメレオンコードライセンス

新 UL1236-00DU

組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)

*1：本ライセンスはN8100-2772,NP81002772P1,NP8100-2772P2のみ手配可能

新 UL1236-01DU

組込専用-顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)

*1：本ライセンスはN8100-2772,NP81002772P1,NP8100-2772P2のみ手配可能

新 UL1236-00DV

組込専用-顔認証/顔位置情報集計オプション

*1：本ライセンスはN8100-2772,NP81002772P1,NP8100-2772P2のみ手配可能

UL1236-009

カメレオンコード（100コード)

UL1236-019

カメレオンコード（1000コード)

UL1236-029

カメレオンコード（5000コード)

UL1236-00BD-I

バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス

UL1236-00BG-I

顔認証SV基本ライセンス

UL1236-00BK-I

顔認証/監視ライセンス(1カメラ)

UL1236-01BK-I

顔認証/監視ライセンス(4カメラ)

新 UL1236-00DW-I

顔認証/監視拡張ライセンス(1カメラ)

*1：本ライセンスはN8100-2772,NP81002772P1,NP8100-2772P2のみ手配可能

新 UL1236-01DW-I

顔認証/監視拡張ライセンス(4カメラ)

*1：本ライセンスはN8100-2772,NP81002772P1,NP8100-2772P2のみ手配可能

新 UL1236-00DX-I

顔認証/顔位置情報集計オプション

新 UL1236-00DY-I

顔認証/NeoFace顔情報マネジメントサービス連携オプショ
ン

UL1236-00BM-I

顔認証/入退室ライセンス(1カメラ)

映像アプライアンス製品で顔認証システムの入退室管理機
能にカメレオンコード連携を使用するためライセンス製品
です。サーバ１台に１ライセンス。本体サーバと同時手配
必須。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視拡張機能
を使用するための１カメラ分のライセンス製品です。監視
ライセンスと同数のライセンスを手配してください。本体
サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視拡張機能
を使用するための４カメラ分のライセンス製品です。監視
ライセンスと同数のライセンスを手配してください。本体
サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの顔位置情報集
計機能を使用するためのライセンス製品です。サーバ１台
に１ライセンス。
本体サーバと同時手配必須。
顔認証システム導入セットまたは、ビデオマネジメントシ
ステム導入セット製品で顔認証システムのカメレオンコー
ド連携を使用するためのカメレオンコード（カラーバー
コード）を１００コード提供する製品です。
顔認証システム導入セットまたは、ビデオマネジメントシ
ステム導入セット製品で顔認証システムのカメレオンコー
ド連携を使用するためのカメレオンコード（カラーバー
コード）を１０００コード提供する製品です。
顔認証システム導入セットまたは、ビデオマネジメントシ
ステム導入セット製品で顔認証システムのカメレオンコー
ド連携を使用するためのカメレオンコード（カラーバー
コード）を５０００コード提供する製品です。
映像アプライアンス製品のバリューモデル用顔認証SV基本
ライセンス製品です。バリューモデルのみ手配可能です。
映像アプライアンス製品用の顔認証SV基本ライセンス製品
です。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視機能を使
用するための１カメラ分のライセンス製品です。監視機能
を使用するカメラ数分手配してください。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視機能を使
用するための４カメラ分のライセンス製品です。監視機能
を使用するカメラ数分手配してください。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視拡張機能
を使用するための１カメラ分のライセンス製品です。監視
ライセンスと同数のライセンスを手配してください。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視拡張機能
を使用するための４カメラ分のライセンス製品です。監視
ライセンスと同数のライセンスを手配してください。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの顔位置情報集
計機能を使用するためのライセンス製品です。サーバ１台
に１ライセンス。
映像アプライアンス製品でNeoFace顔情報マネジメントサー
ビス連携オプションを使用するためのライセンス製品で
す。サーバ１台に１ライセンス。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの入退室管理機
能を使用するための１カメラ分のライセンス製品です。入
退室管理機能を使用するカメラ数分手配してください。
（タブレット使用の場合も１台につき１カメラ分のライセ
ンス必要）

2771
2772
○

65,000

17.12.22

○*1

65,000

18.12.26

○*1

240,000

18.12.26

○*1

304,000

18.12.26

○

○

8,000

16.12.26

○

○

50,000

16.12.26

○

○

240,000

16.12.26

○

171,000

17.12.22

○

472,000

17.12.22

○

○

80,000

17.12.22

○

○

311,000

17.12.22

○*1

65,000

18.12.26

○*1

240,000

18.12.26

○

○

304,000

18.12.26

○

○

100,000

18.12.26

○

○

119,000

17.12.22

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

タワー型

ソフトウェア製品概要

希望小売価格(円)

出荷時期

T110i-S

2770

UL1236-01BM-I

顔認証/入退室ライセンス(4カメラ)

UL1236-00BN-I

モバイル通知オプション(Android用)

UL1236-00BP-I

WebAPIオプション

UL1236-00BS-I

人数カウントオプション

UL1236-00BT-I

監視カメレオンコードライセンス

UL1236-00BU-I

入退室カメレオンコードライセンス

UL1236-00BV-I

顔認証/CPライセンス

UL1236-00BW-I

顔認証/属性推定ライセンス

映像アプライアンス製品で顔認証システムの入退室管理機
能を使用するための４カメラ分のライセンス製品です。入
退室管理機能を使用するカメラ数分手配してください。
（タブレット使用の場合も１台につき１カメラ分のライセ
ンス必要）
映像アプライアンス製品で顔認証システムのモバイル通知
機能を使用するためライセンス製品です。モバイル端末
(Android)１台につき１ライセンス必要です。最大２０ま
で。
映像アプライアンス製品で顔認証システムのWebAPIを使用
するためライセンス製品です。サーバ１台に１ライセン
ス。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの人数カウント
機能を使用するためライセンス製品です。サーバ１台に１
ライセンス。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの監視機能にカ
メレオンコード連携を使用するためライセンス製品です。
サーバ１台に１ライセンス。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの入退室管理機
能にカメレオンコード連携を使用するためライセンス製品
です。サーバ１台に１ライセンス。

2771
2772
○

○

465,000

17.12.22

○

○

17,000

17.12.22

○

○

191,000

17.12.22

○

○

191,000

17.12.22

○

○

65,000

17.12.22

○

○

65,000

17.12.22

映像アプライアンス製品で顔認証システムの画面監視機能
を使用するためライセンス製品です。サーバ１台に１ライ
センス。
映像アプライアンス製品で顔認証システムの属性推定機能
を使用するためライセンス製品です。サーバ１台に１ライ
センス。

○

○

93,000

17.12.22

○

○

353,000

17.12.22

映像アプライアンス製品でビデオマネジメント機能を使用
するためのVMS基本ライセンス製品です。本体サーバと同時
手配必須。
映像アプライアンス製品でビデオマネジメント機能を使用
するための１カメラ分のライセンス製品です。使用するカ
メラ数分手配してください。本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でビデオマネジメント機能を使用
するための１０カメラ分のライセンス製品です。使用する
カメラ数分手配してください。本体サーバと同時手配必
須。
映像アプライアンス製品でビデオマネジメント機能を使用
するためのVMS基本ライセンス製品です。

○

○

5,200

18.12.26

○

○

18,000

18.12.26

○

○

165,000

18.12.26

○

○

5,200

18.12.26

映像アプライアンス製品でビデオマネジメント機能を使用
するための１カメラ分のライセンス製品です。使用するカ
メラ数分手配してください。
映像アプライアンス製品でビデオマネジメント機能を使用
するための１０カメラ分のライセンス製品です。使用する
カメラ数分手配してください。

○

○

18,000

18.12.26

○

○

165,000

18.12.26

ビデオマネジメントシステム
新 UL1236-00DZ

組込専用-VMS基本ライセンス

新 UL1236-00GA

組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)

新 UL1236-01GA

組込専用-VMSカメラライセンス(10カメラ)

新 UL1236-00DZ-I

VMS基本ライセンス

新 UL1236-00GA-I

VMSカメラライセンス(1カメラ)

新 UL1236-01GA-I

VMSカメラライセンス(10カメラ)

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

タワー型

ソフトウェア製品概要

希望小売価格(円)

出荷時期

T110i-S

2770

2771
2772

FieldAnalyst
UL1236-00AT

組込専用-FieldAnalyst(Gate)SVライセンス

UL1236-00AU

組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)

UL1236-01AU

組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)

UL1236-00AV

組込専用-FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション

UL1236-00AW

組込専用-FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション

UL1236-00AX

組込専用-FieldAnalyst(Signage)SVライセンス

UL1236-00AY

組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメ
ラ)

UL1236-01AY

組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメ
ラ)

UL1236-00AZ

組込専用-FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション

UL1236-00BA

組込専用-FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション

UL1236-00BB

組込専用-FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプショ
ン

UL1236-00DB-I

FieldAnalyst(Gate)SVライセンス

UL1236-00DD-I

FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)

UL1236-01DD-I

FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(4カメラ)

UL1236-00DG-I

FieldAnalyst(Gate)/顔装着物検知オプション

UL1236-00DK-I

FieldAnalyst(Gate)/笑顔推定オプション

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するためのSVライセンス製品です。本体サーバと同時手配
必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための１カメラ分のライセンス製品です。使用するカ
メラ数分手配してください。本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための４カメラ分のライセンス製品です。使用するカ
メラ数分手配してください。本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための顔装着物検知オプションライセンス製品です。
本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための笑顔推定オプションライセンス製品です。本体
サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するためのSVライセンス製品です。本体サーバと同時手
配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための１カメラ分のライセンス製品です。使用する
カメラ数分手配してください。本体サーバと同時手配必
須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための４カメラ分のライセンス製品です。使用する
カメラ数分手配してください。本体サーバと同時手配必
須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための顔装着物検知オプションライセンス製品で
す。本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための笑顔推定オプションライセンス製品です。本
体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するためのコンテンツ切替オプションライセンス製品で
す。本体サーバと同時手配必須。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するためのSVライセンス製品です。

○

○

135,000

17.12.22

○

○

220,000

17.12.22

○

○

839,000

17.12.22

○

○

169,000

17.12.22

○

○

86,000

17.12.22

○

○

135,000

17.12.22

○

○

220,000

17.12.22

○

○

839,000

17.12.22

○

○

169,000

17.12.22

○

○

86,000

17.12.22

○

○

422,000

17.12.22

○

○

135,000

17.12.22

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための１カメラ分のライセンス製品です。使用するカ
メラ数分手配してください。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための４カメラ分のライセンス製品です。使用するカ
メラ数分手配してください。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための顔装着物検知オプションライセンス製品です。

○

○

220,000

17.12.22

○

○

839,000

17.12.22

○

○

169,000

17.12.22

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Gate)機能を使用
するための笑顔推定オプションライセンス製品です。

○

○

86,000

17.12.22

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定
型名

製品名

備考

タワー型

ソフトウェア製品概要

希望小売価格(円)

出荷時期

T110i-S

2770

2771
2772

UL1236-00DM-I

FieldAnalyst(Signage)SVライセンス

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するためのSVライセンス製品です。

○

○

135,000

17.12.22

UL1236-00DN-I

FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための１カメラ分のライセンス製品です。使用する
カメラ数分手配してください。

○

○

220,000

17.12.22

UL1236-01DN-I

FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための４カメラ分のライセンス製品です。使用する
カメラ数分手配してください。

○

○

839,000

17.12.22

UL1236-00DP-I

FieldAnalyst(Signage)/顔装着物検知オプション

○

○

169,000

17.12.22

UL1236-00DS-I

FieldAnalyst(Signage)/笑顔推定オプション

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための顔装着物検知オプションライセンス製品で
す。
映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するための笑顔推定オプションライセンス製品です。

○

○

86,000

17.12.22

UL1236-00DT-I

FieldAnalyst(Signage)/コンテンツ切替オプション

映像アプライアンス製品でFieldAnalyst(Signage)機能を使
用するためのコンテンツ切替オプションライセンス製品で
す。

○

○

422,000

17.12.22

