
こんな悩みを抱えていませんか？

情報セキュリティ／環境マネジメント認証取得 品質マネジメントシステム（QMS）認証取得

IS 79837/ISO 27001
EMS 525633/ISO 14001

FS 674673 / ISO 9001
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アライドテレシスのOne Stop ITサービス
お客様に最適なITソリューションをご提案するためのトータルサービスです。

無線の電波干渉が気になる。適正なワイヤレス環境で仕事したい。

（無線LANサーベイサービス）

システム管理者がいない。
ヘルプデスク含め運用代行をお願いできないかな。

システム、ネットワーク構築を専門家に相談しながら
安心して導入したい。

（設計構築サービス）

運用相談窓口を統一したい。

リモート監視で障害を早期発見したい。予兆で障害を未然に防ぎたい。
（基本＋オプション：リモート監視）

休日夜間でも故障機器の交換をしてほしい。

（オンサイト24/365）

通信が遅い気がするけど、どこに相談すれば……

（診断サービス）（基本サービス）

設計・構築・運用をすべてまかせたい！

機器の障害対応や交換を安価にできないかな・・・

Net.Serviceは、ITインフラにおけるお客様のお悩み・お困りごとをワンストップでサポートします！

導入支援

統合管理

運用支援

業務代行

製品保守

コンサルティング、調査・分析、システム設計・構築、LAN工事など、お客様のITシステムの導入を
支援するサービスです。

ネットワークの一元管理や自動復旧、自律型無線LANによるネットワーク制御が実現可能な、管理 
機能をご提供するサービスです。
また、ネットワーク管理機能に加え、運用支援サービスを組み合わせてご提供します。

ネットワークからサーバーまでお客様のITシステムの運用を支援するサービスです。
運用相談、構成管理、イベント管理、リモート監視、セキュリティー管理、性能管理などIT管理者様
の運用業務を支援するさまざまなサービスをご提供します。

ハードウェア・ソフトウェア製品のトラブルを迅速・確実に解決する製品保守サービスです。
デリバリー、オンサイトのサービスをサービスレベル(配送時間、駆けつけ時間)と組み合わせてご提供
します。

お客様のご要望に応じてIT業務を代行（または支援）するサービスです。
ヘルプデスク業務の代行など、ITシステムの運用に必要なサービスをお客様のご要望に応じてカスタ
マイズしてご提供します。

当社では、今後も情報セキュリティ/品質マネジメントシステムの継続的改善と、環境マネジメントシステムを軸とした環境経営を推進し、経営基盤の強化と社会貢献に取り組んでまいります。

アライドテレシスは、 以下の登録範囲を対象に情報セキュリティマネジメ
ントシステム（ISMS）の国際規格｢ISO 27001｣認証、および環境マネジメン
トシステム（EMS）の国際規格｢ISO 14001｣認証を取得しています。

 1. ネットワーク製品の企画、開発、製造、販売、保守/修理サービス
 2. 再販製品の企画、販売、保守/修理サービス
 3. コンサルテーション、システム構築事業
 4. IT全般に関わるソリューション事業

認証登録範囲 ISO 27001およびISO 14001
認証登録範囲 ISO 9001 

本社、 横浜カスタマーセンター、 藤沢事業所

アライドテレシスは、以下のサービスにおいて、品質マネジメ
ントシステムの国際規格「ISO 9001：2015」を認証取得してい
ます。
導入構築、運用支援・監視から情報セキュリティー管理のコン
サルティングサービスまでを提供するOne Stop ITサービス。

サポート＆サービス事業本部（本社、横浜カスタマーセンター）内の “One Stop ITサービス” を主な
業務としている技術部門で、実際に構築や支援作業を行う組織

動画で紹介中！
の

魅力をスタッフが紹介
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ITシステム導入を設計から検証・評価・構築までワンストップでご提供します。
また、豊富な導入実績をベースに、お客様の導入システム、規模に応じた最適な
導入シナリオのご提案と専門の技術者による構築対応により、安心、安定のシス
テムを導入いただくことが可能です。

製品出荷時にその製品に対してオプション作業を付加して出荷するサービスで
す。製品購入時にご希望のサービスチケットをご購入いただきます。
・プロダクトインテグレーションテストサービス
　�対象製品について、オプションモジュールの搭載出荷、ファームウェア・ライセンスの
プリインストール、単体動作試験を実施したうえで機器を納品します。

・出荷オプションサービス
　ファームウェア指定、同梱、装着、シール貼り付けなどを行い、製品を出荷します。

設計構築サービス プロダクトインテグレーションテストサービス・
出荷オプションサービス

ネットワークからサーバー構築、機器設置・配線まで、お客様のITシステムの設計・構築をトータルに行い、
お客様ごとに最適なシステムの導入をサポートするサービスです。設計構築サービス

実施内容 本サービスによるメリット

マルチベンダー製品によるITシステムの導入をワンストップで支援
・ネットワークからサーバーまで一括導入による最適化とコスト削減�
・保守サポートと監視サービスの一元化により効率的なシステム運用

新規導入だけでなく、システムの移行も支援 ・現行構成を踏襲した再構築や旧システムからの仮想化基盤環境への移行

システムの可視化
・システム全体をドキュメントにまとめ、納入時に「完成図書」として提出
・システム管理/運用に役立て、管理の属人化を排除

アライドテレシスによる
システムインテグレーション

さまざまな市場の運用面の課
題を意識したお客様視点での
ITシステムをご提案します。

■システム導入サービス
・仮想化基盤(クラウド、オンプレミス)
・メール、DNS、Proxy
・資産管理、AD、認証
・インターネット分離、無害化
・テレワーク
・業務支援、グループウェア
・データバックアップ
・PC、タブレット展開

■ワイヤリングサービス
・ネットワーク配線
・無線LAN設置
・19インチラック設置
・サーバー、スイッチラックマウント

■ネットワーク導入サービス
・無線LAN
・ルーター/UTM
・スイッチ
・AMF(ネットワーク統合管理)
・NMS

システム導入サービス

情報セキュリティー対策

運用管理

働き方改革資産管理システム

テレワーク

システム監視システム

インターネット分離

医療

エンタープライズ

文教 自治体
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実際のシステム導入例 ― システムすべてワンストップで構築を行えます。

IT Service

システムの設計・構築から工事までネットワークやサーバーの導入をご支援します。
その他に無線LANサーベイなどのネットワーク診断や配線などの各種ネットワーク工事を実施、 
ITシステムの導入をトータルでサポートします。

ITインフラのプロが導入支援

導入支援



出荷オプションサービスの作業項目

ファイル
•FW/ライセンス
•お客様コンフィング

ゴム足

ディップスイッチ

出荷オプションサービス（Sチケット）

プロダクトインテグレーションテストサービス／出荷オプションサービスチケット　価格表

製品名 サービス内容 コードNo 標準価格
（1台あたり）

プロダクトインテグレーションテストサービスチケット（i チケット）

iチケット-シャーシ2
(対象製品)
AT-SBx8112、AT-SBx8106、AT-SBx908 GEN2、x950シリーズ
オプションモジュールの搭載（出荷）、ファームウェア・ライセンスのインストール、単体動作試験

1011ITS ¥60,000

iチケット-ボックス
スイッチ、ルーター、無線LANアクセスポイント
ファームウェア・ライセンスのインストール、単体動作試験

1012ITS ¥8,000

出荷オプションサービスチケット（Sチケット）

Sチケット-FW/ライセンス ファームウェア・ライセンスのインストール 1000SOS ¥3,600

Sチケット-コンフィグ お客様コンフィグのインストール（動作確認なし） 1001SOS ¥2,400

Sチケット-ゴム足 ゴム足の取り外し 1003SOS ¥1,200

Sチケットｰシール シールの貼り付け 1004SOS ¥1,200

SチケットｰDIPSW ディップスイッチの設定変更 1005SOS ¥1,200

※ 表記価格は標準価格（税抜）です。

プロダクトインテグレーションテストサービス（iチケット）

1.��弊社で最適なファームウェアを選定し、プリインストールします。また、追加購入などを考慮し、ご指定のファーム
ウェアをインストールすることも可能です。
2.�シャーシ製品について、オプションモジュールを搭載した後、単体試験を実施し納品します。
　※シャーシ製品以外のモジュール搭載は対象外です。

このようなお客様に
⃝システム設定の時間が 

ない
⃝インテグレーター様の

受入検査のアウトソーシ
ングとして

このようなお客様に
⃝台数が多く設定やシール

貼りの時間がない
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（1）ファームウェア・ライセンスのインストール
　 （出荷オプションサービスチケット コードNo.1000SOS）

（3）ゴム足の取り外し
　 （出荷オプションサービスチケット コードNo.1003SOS）

（4）シールの貼り付け
　 （出荷オプションサービスチケット コードNo.1004SOS）

（5）ディップスイッチの設定変更
　 （出荷オプションサービスチケット コードNo.1005SOS）

●シャーシ製品のキッティング（プロダクトインテグレーションテストサービスチケット コードNo.1011ITS）

（2）お客様コンフィグのインストール
　 （出荷オプションサービスチケット コードNo.1001SOS）

お客様指定のファー
ムウェア・ライセンス
やお客様作成コンフ
ィグをインストールし
ます。

　①各種オプションモジュールを装置に搭載
　②ファームウェア・ライセンスのインストール（お客様指定なしの場合は、推奨ファームウェアをインストール）
　③単体動作試験を実施
　④モジュール搭載のまま、専用梱包を実施して出荷（ただし、電源モジュールだけは出荷時別梱包）
　対象製品：AT-SBx8112、AT-SBx8106、AT-SBx908�GEN2、x950シリーズ
　�※�シャーシキッティングにその他Sチケットとの組み合わせも可能です。
　�※�モジュール搭載場所の指定、ファームウェアバージョンの指定はあらかじめご連絡ください。
　�※��専用の梱包時、シャーシ前面に保護カバーが付きます。なお、保護カバーは同梱された返却箱にて返却いただきます。

ご注文の内容に設定変更実施

インストール

ラック棚に設置するためなどの目的で、設置底面に�
取り付けられているゴム足を取り外します。また、マグ
ネットKitの装着なども実施します。

設置場所など、ご希望のシールを装置や指定梱包箱に貼り付けます。

シール凡例

装置のディップスイッチ例
装置にあるディップスイッチをご希望の設定に変更します。

IT Service

AT-SBx8112

ITインフラのプロが導入支援

導入支援
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グラフ表示範囲内の統計 業務時間内の統計

現在値 平均値 最小値 最大値

Step 1 ヒアリング
～調査方針の検討～

Step 2 調査（約2週間）
～通信を監視・計測～

Step 3 分　　析
～可視化と傾向分析～

Step 4 レポート報告
～調査結果の報告～

専門家によるヒアリング
お客様が抱えるシステムの問題を
お聞かせください！

ネットワークパフォーマンスを可視化・分析
通信を見える化することで、問題解決を強力に支援します。
不要な通信が発生していないか？
必要な通信が保護されているか？
回線性能は十分か？

ネットワーク工事

ソフトウェアバージョンアップサービス

ネットワーク性能診断サービス

無線LANサーベイサービス 脆弱性診断サービス

弊社製品を導入いただけるお客様向けにネットワーク配線提案・設計・施工を提供します。

弊社作業員がバージョンアップ作業を実施します。

ITインフラのスペシャリストが専用の調査機器・ソフトウェアを用いて、お客様のシステムを調査します。

電波測定ツールを使用して、近隣からの干渉、妨害電波の有無を調査します。 ネットワーク上のセキュリティーリスクの有無を調査します。

診断サービス

メンテナンスサービス

ワイヤリングサービス
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IT Service

このようなお客様に
⃝無線LANがすぐに切れる
⃝ネットワークが遅い

導入支援



Net.AMF スタンダード Net.AMF ライト

AMF Cloud サービス
　AMF機能をクラウドから提供
Vista Cloud サービス
　AMF管理機能／AWC機能をクラウドから提供

AMFマスター／AWC機能／AMF管理機能（ネットワークマップ）
を搭載したルーターをサービスとして貸し出し提供

AMFマスター機能やAT-Vista�Manager�EX（AWC）機能をサービスとして提供し、弊社にて監視および、維持運用を代行するサービスです。さら
に、運用支援サービス（Net.Monitor）を組み合わせ、お客様のネットワークの監視、能動的な障害切り分けなど、LANの安定運用を支援します。

AMFマスター機能／ AT-Vista Manager EX（AWC）機能と運用支援サービスを 
合わせてご提供するスタンダードなサービスです。

※1 AMFマスター設定・データ運用はお客様で実施いただきます。AMFサービスのご提供範囲は、基盤提供・維持となり、AMFそのものの設計設定は含んでおりません。
※2 Net.AMF�スタンダードご契約の際は、運用支援サービス（Net.Monitor）へのご加入が必須となります。

お客様

サービス用回線

VPNルーター

監視センター

Net.AMFサービス クラウド環境

AMFマスター

仮想ゲートウェイ

AMFメンバー

AMFメンバー AWC管理APAMFメンバー お客様環境

仮想データセンター

ポータルサイトアラート

監視

お客様
資産

サービス
提供

Monitor BOX

製品保守連携 など

リモート監視
リモート切り分け

AMF機能／AWC機能のご提供
AMFマスター機能／
AT-Vista Manager EX（AWC）ご提供

運用支援サービスのご提供

監視サービス

AMFマスターの管理機能をクラウ
ド型サービスとしてご提供し、弊社
にてサービス監視および維持運用
を代行します。�※1

▼　　

監視センターよりお客様環境に設
置した監視サーバーを通してリモ
ート監視し、故障有無の判断や交換
復旧を支援します。�※2
サービス内容はオプション選択可
能です。

監視サービス環境構築

お客様ポータルサイト提供

▼　　

本サービスのメリット

運用の簡素化
クラウド上のAMFマス
ターからネットワーク
内すべての機器を一
括で管理

障害早期復旧
クラウド上に毎日自動
で設定情報をバックア
ップ

機器故障時には、代替機
器にケーブルを差し替え
るだけで自動復旧！交換作
業にかかる工数を減らし、
お客様のネットワーク環
境の早期復旧をサポート

本サービスのメリット

運用負荷軽減
運用監視のアウトソースにより
お客様にかかる負荷を軽減

状態の可視化
ポータルサイトから常に機器の
状態を把握

障害早期復旧
リモート監視と製品保守連携に
より早期復旧を支援

Net.AMFの特長

Net.AMF�スタンダード�基本サービス

Net.AMF サービスラインナップ
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IT Service

AMF（統合コンソール・自動復旧）
AWC（自律型無線LAN）
AT-Vista Manager EX（管理・可視化）

Net.Monitor
障害切り分け、リモート監視など

ネットワーク統合管理 運用支援サービス

一元管理・自動復旧・無線LANでのネットワーク制御など	
さまざまな統合管理を提供します。
ネットワーク管理機能に加え、運用支援サービスを組み合わせてご提供します。
ネットワークの重要性が年々高まる一方で、ネットワーク管理者への負担が多く、管理が煩雑になって
しまうケースは少なくありません。Net.AMFは、+αの費用でネットワーク運用管理の簡素化やリモート
監視・予兆検出によるトラブルの未然防止・早期復旧などお客様ITシステムの安定運用を支援します。

ITインフラにAMF技術を生かした統合管理

統合管理
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キッティングサービスチケットをご購入ください。
　・スイッチ／無線LANアクセスポイント製品共通　　　標準価格 10,000円（税抜）／台

4ステップで簡単スタート

AMFマスター／ AWC機能を搭載したルーターをサ
ービスとしてご提供するライトパックもご用意してお
ります。端末台数目安500台程度、AMF管理対象スイ
ッチ20台まで、AWC管理対象無線LANアクセスポイ
ント（AP）25台までの限定となり、中小規模のネット
ワークに最適なサービスです。

※ライトサービスご契約者様限定の弊社販売のスイッチ（AMFメンバー）／無線AP（AWC管理対象）に対する初期キッティングサービスです。
　�初期キッティングに含まれるのは、IPアドレス／AMF／AWC／SNMP／Syslogなどの基本設定となります。VLANやアクセスリスト、VCSなどの設計が含まれる設定をご希望の場合には、別途
お見積もりとなります。機器設置や配線などのオンサイト作業は含まれません。

お客様

サービス用回線

監視センタークラウド環境
アラートに基づき
切り分け

監視装置
 (レンタル)

状態の可視化

AMFメンバー

VPN
ルーター

AMFメンバー AWC管理APAMFメンバー お客様環境

仮想データセンター

ポータルサイトアラート

監視

お客様
資産

サービス
提供

Monitor BOX

製品保守連携 など

リモート監視
リモート切り分け

AMFマスター／
AWC搭載ルーター

項　目 Net.AMF スタンダード Net.AMF ライト

適用
規模 中～大規模 小規模
対象機器 マルチベンダー対応　台数制限無し AMFメンバースイッチ：20台　AWC管理AP：25台

対応時間
受付時間 24時間365日 24時間365日
連絡手段 電話またはメール 電話またはメール

リモート対応

リモート切り分け ○ ○
リモート監視 ○ ○※1
お客様ポータルサイト ○ ○※2
リモート監視対応時間 24時間365日 24時間365日

現地対応
オンサイト切り分け ○ －
オンサイト対応時間 24時間365日 －

運用自動化機能

AMFマスター機能提供 ○クラウドから提供 ○ルーターで提供※3
AMF管理機能提供 ○クラウドから提供 ○ルーターで提供※3
AWC機能提供 ○クラウドから提供 ○ルーターで提供※3
AMF-SEC機能提供 ○クラウドから提供（計画中） －

その他
サービス専用回線の提供 ○ ○
その他オプションの選択 ○※4 －
製品保守連携 ○ ○

※1 Trap、システム情報、メモリ、CPU　　※2 ポータルサイト内のマップ作成は含まず　　※3 AT-AR4050S(ライセンス搭載)を設置　　※4 オンサイト切り分け、定期ログ確認など

Net.AMF サービス比較

Net.AMF�ライト

Net.AMFライト専用�初期キッティングサービス
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当社

お客様

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

契約申込 ヒアリングシート
を記入

機器が届き、
つなぐ（※） サービス開始

クラウド
情報登録

初期設定済み
機器の発送 サービス確認

統合管理



オプションサービスをご利用いただくには基本サービスへの
加入が必須です。
基本サービスへの加入が不要なその他サービスもご用意して
おります。

お客様ITシステムの構成を把握し、障害発生時には障害切り分けを実施します。

基本サービスにプラスして、必要なオプションサービスを選択・追加できます。オプションサービスにより、お客様要望・用途に合わせたサービスをご提供します。

 基本サービス

 オプションサービス

・障害に少しでも早く気付きたい・・・

・簡単な設定変更をお願いしたい・・・

豊富なオプションで、お客様の
ご要望に応えます！

まずはトラブルが発生した時の
対応をお任せしたい。そんなと
きは基本サービスへ加入！

基本とオプションとの組み合わせで 
お客様ITシステムをしっかりサポート

障害切り分けに必要となる情報をお
客様よりご提供いただき、管理します。構成把握

電話やメールにてお客様IT運用に�
関する相談窓口を統一します。運用相談窓口

お客様からいただいたITシステム
情報の管理・更新を行います。構成管理

稼働状況やイベント対応結果を�
報告書にまとめ、ご連絡します。定期ログ確認

ネットワーク基本設計に変更がな
いことを前提とし、機器の設定変更
を行います。

軽微な設定�
変更

稼働状況やイベント対応結果を�
報告書にまとめ、ご提出します。

運用レポート�
作成・提出

お客様運用状況について定期的に
お客様先にお伺いしご報告します。

お客様先�
レポート報告

リリースノートから、お客様環境へ
の影響度調査を行い結果をご報告
します。

ファームウェア
管理支援

お客様が導入されたNMSからの�
アラートメールを受信し、障害一次
切り分けをします。

NMSメール�
通知

お客様システムの定期的な点検
（現地訪問）を行い、結果をご報告
します。

定期点検

ファームウェアバージョンアップが
必要となった場合、弊社にて実施し
ます。

ファームウェア
バージョンアップ

お客様にて発生した障害の受付�
窓口を準備します。
※�受付時間：平日9:00～17:00�
または24時間365日

障害受付

お客様ITシステムにて、発生した�
イベント（障害）の一次切り分けを
行い、異常箇所を特定します。
※�一次切り分けは、�
「オンサイト対応」�
「リモート対応」�
「オンサイト&リモート対応」�
のいずれかより選択となります。

オンサイト& 
リモート

オンサイト

リモート

障害対応

弊社運用センターよりお客様機器
のリモート監視を行い、障害の早期
検出・予兆検出を行います。
機器の状態は、お客様専用のポー
タルサイトでも確認ができます。

リモート監視

ポータルサイト

監視レポート 
作成・提出

■監視項目
　�Ping監視、SNMP監視、Syslog監視、TCPポート監視、プロトコル
監視、リソース監視※、プロセス監視※、AMF-SECログ監視、IoT
監視(温度/湿度など)�※エージェントのインストールが必要

基本サービス

オプションサービス
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マルチベンダー 
システム

仮想サーバー 
システム

監視カメラ 
システム

お客様ITシステム

AMF 
ネットワーク

AMF-SEC 
ネットワーク

IT Service

リモート監視をはじめ、運用における相談や管理など	
IT管理者様の業務を支援します。
Net.Monitorは、お客様の環境に合わせて「基本サービス」にプラスして「オプションサービス」を
組み合わせることが可能です。
 「その他サービス」は、基本サービスご契約の有無にかかわらず、単独でご利用いただけます。

ITインフラをモニターして運用支援

運用支援
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本サービスは、基本サービスなしでご提供可能なサービスとなります。

Net.Monitorのオプションとして弊社で提供している「リモート監視」を単独サービスとしてご提供します。
本サービスでは、機器故障を検知するために最小限の監視項目（SNMP�TrapやSNMP監視内容）にてリモート監視を行い、機器の故障切り分けまで対応します。
また、お客様専用ポータルサイトでは、監視対象機器や監視項目ごとの情報をいつでもご確認いただけます。

お客様からの障害コール（電話）またはNMSからの障害イベント
メール受信を契機に、あらかじめ登録された連絡先に決められ
た手順にてお電話でイベント発生をご連絡します。

イベント連絡
代行

お客様ネットワーク内のセキュリティーデバイスから出力されるログを、
専門の知識を持ったセキュリティーアナリストが24時間365日リアルタイ
ムで分析を行い、精度の高いインシデント情報をお客様にご報告します。

セキュリティー
管理

弊社クラウドからリモートにて監視を行い、機器の故障を検知しま
す。さらに機器の故障切り分けまで対応し、1台からお手軽に導入い
ただけます。

リモート監視�
ライト

最新ファームウェアのリリースノートに記載された修正項目や�
仕様変更から、お客様環境への影響調査を行い、ファームウェア
バージョンアップに関する検討材料をご連絡します。

ファームウェア
管理支援

定期的に、対象ネットワーク機器のログを確認して結果をお知ら
せします。ネットワークに異常が発生する前に予防策が講じられ
ます。

定期ログ確認

アライドテレシス監視センター

障害発生時、お客様からの電話連絡にて、
現地やリモートでの障害切り分けを実施

SNMP Trap
閾値超過

監視したデータは
ストレージに保存

お客様ポータルサイト

ユーザーからのアクセスにはVPNは
用いず、インターネット経由で公開
Webサーバーへ直接アクセス可能

ユーザーA ユーザー B ユーザー C

オンサイトによる障害切り分け リモート接続による障害切り分け Monitor BOX設置によるリモート監視および、
お客様ポータルサイトによる監視状況の可視化

サーバー

通信不可

VPN 
ルーター

VPN 
ルーター

Monitor 
BOX

オンサイト テンポラリー通信回線 常時接続通信回線

事　後　対　応　　　　　　　　　　　　　　　【 障害対応形態 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　未　然　防　止

お　そ　い　　　　　　　　   　　　　　　    【 切り分け・復旧 】   　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　や　い

サーバー

通信不可

異常箇所が
分からない

異常箇所が
分からない

SNMP Trap

SNMP Trap

電話連絡 電話連絡

リモート切り分け現地切り分け リモート切り分け

インターネット

基本コンポーネント

SNMP Trap閾値超過などの異常発生時には、
お客様への連絡、 障害切り分けなどリアル
タイムでの対応を実施

■ 監視台数：アライドテレシス製品カタログ機器100台まで
■ 監視/切り分けレベル：監視＋通知＋機器故障切り分け
※アラート発生時、お客様/代理店様に連絡（電話＆メール）し、該当機器のログにて
ハードウェア故障有無を確認します。
※ITシステム全体の切り分けは実施しません。
※製品によっては監視＋通知のみとなる場合もあります。

■ 標準監視項目：
・Ping監視、SNMP監視（ハード故障、ループに繋がるTrapに限定)、�������
SNMP監視（システム情報、CPU、Memory）
※製品によってはPing監視のみの場合もあります。

■ オプション項目：
・月次レポート
・トラフィック監視

■ サービス提供機器
・運用/監視センター接続用VPN�ルーター、監視装置Monitor�BOX、�
回線「アライド光」

リモート監視ライト

その他サービス

運用例
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ダッシュボードイメージ

IT Service

運用支援



デバイスキッティングやヘルプデスク業務など、お客様からのご要望が多い4つのサービスを紹介します。本サービス以外にも、お客様のお悩み、ご要望に沿ったサービス
をご提供します。お気軽にご相談ください。

弊社にてお客様ご利用端末の初期セットアップ
作業を行い、お客様先へ発送します。

クライアントデバイス�
キッティング

社員様から受領した申請書の処理を、お客様に
変わって実施します。申請書処理代行 お客様先に導入しているシステムの設定変更や、

システム稼働状態の定期チェックを行います。
情報系システム�
運用支援

ITヘルプデスク社員様からの各種ご質問事項に、
あらかじめご提供いただいた回答をもとにお答え
します。

社員・使用者様向け�
ITヘルプデスク

PCキッティング
（Windows）

申請書に基づいたクローンイメージからのPC
キッティング、AD接続、ソフトウェアの追加イン
ストールなど

モバイルデバイス 
キッティング

申請書に基づいた MDM を用いたデバイスキッ
ティング、ホスト名設定など

アプリケーションの 
リモートインストール

申請書に基づいたお客様ご提供ソフトウェア
のリモートインストール

情報系システムの 
アカウント作成・変更・削除

申請書に基づいた AD のユーザー/グループ
の登録、変更や共有フォルダ権限、メールアカ
ウントの登録・変更など

基幹系システムの 
アカウント作成・変更・削除

申請書に基づいた基幹系システムのアカウン
ト登録、変更など

DHCP/RADIUS  
登録・変更・削除

申請書に基づいたDHCPやRADIUSサーバー
への登録、変更など

クライアントPC 
サポート

プリンター印刷やネットワーク接続など、PC 
自体の操作に関するサポート

情報系ソフトウェア 
サポート

Internet Explorerなどの一般的なWebブラウザ、
Outlookなどのメールクライアントの操作に関
するサポートやセットアップ支援など

MS Office操作 
サポート

Word、Excel、PowerPointの操作に関する 
サポート

PCリモート操作 
サポート 上記各サポートをリモート操作でも実施

DNS 申請書に基づいたDNSレコードの登録、変更など

URL Filter・Firewall 申請書に基づいたフィルタ設定の登録、変更など

アンチウイルスソフト・ 
WSUS

お客様運用ポリシーに基づくパターンファイル・
アップデート配信状況の定期レポートなど

週次・日次チェック
リモートからの定期的なシステム稼働状態の
チェック（サーバーIPMIなど）

ヘルプデスク
開設

情報収集STEP 資料整備STEP プレ運用STEP 運用開始STEP

ヒアリング

2週間から3週間

3週間から1ヵ月
2週間から3週間

1ヵ月

整備状況
確認

運用資料
作成

運用資料
整備

ナレッジ
蓄積

ヘルプデスク
開設

ナレッジ
蓄積環境構築

再度
ヒアリング 運用改善

ヘルプデスクや情報システム、コールセンター業務といった	
IT業務の代行や支援を行います。
サービス内容はお客様ごとにカスタマイズしてご提供します。以下サービス
以外にも、お客様のお悩み、ご要望に沿ったサービスをご提供します。
お気軽にご相談ください。

ITインフラの管理者をアシストする業務代行

業務代行

サービス概要

提供STEP
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コール
センター

受付

   ファーム
ウェア提供

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル

24h365d

24h365d

6時間配送

スタンダード 6時間（9-17） 6時間（24h365d） 2時間（9-17） 2時間（24h365d）

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル

24h365d

24h365d

6時間配送

スタンダード 6時間（9-17） 6時間（24h365d） 2時間（9-17） 2時間（24h365d）

◦デリバリー・オンサイトのサービス提供期間は、最長で製品販売終了から原則5年 ◦ファームウェアのサービス提供期間は、最長で製品販売終了から原則2年
◦デリバリー・オンサイトのサービスは、現行製品であれば更新可能 ◦本表のサービスは、アライドテレシス社製品に対するサービスで、再販製品は除く
注）デリバリー・オンサイト【契約】は、単年および複数年一括に関わらず継続期間は原則最大5年間で終了となります。5年満了以降の契約延長は個別対応とし、保守料金が改定になる場合

がございます。

障害
発生 連絡

ダウンタイム長い 後出しセンドバック（修理したものを送り返す）のため、冗長構成や予備機
を持っていないとネットワークは止まったままです。

代替機器
発送

故障機器と
代替機
入替え

故障機器
送付 復　旧▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

修理機器
組み込み 復　旧故障機器

修理
故障機器
送付

故障機器
取り外し原因究明

デリバリーサービス
（有償）

無償保証 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ダウンタイム短い 先出しセンドバック（2H※・6H・翌営業日）でお届けいたしますので、ダウ
ンタイムが短くて済みます。

https://www.allied-telesis.co.jp/contact/

詳細はP130をご覧ください。

サービス 1年 2年 3年 4年 5年 7年

テクニカル
サポート

デリバリー【契約】 ● ● ● ● ●

オンサイト【契約】 ● ● ● ● ●

デリバリー【サポートチケット】 ● ●

デリバリー【バンドル】 ● ● ●

デリバリー オンサイト

契　約 障害発生 コールセンター 復　旧代替交換オンサイト

デリバリー

単年のご契約が
可能です。

5年間のご契約が
可能です。

E-mail : info@allied-telesis.co.jp  TEL：0120-860442（月～金/9：00～17：30）

代替機器先出し（翌営業日以降） 代替機器先出し（翌営業日以降）
テクニカルサポート（電話・メール） テクニカルサポート（電話・メール）

ファームウェア提供 ファームウェア提供

2時間配送
技術員駆けつけ

2時間配送

お問い合わせ窓口

ハードウェア・ソフトウェア製品のトラブルを迅速・確実に解決する	
製品保守サービスです。
デリバリー、オンサイトのサービス受付時間と配送/駆けつけ時間とを組み合わせて提供します。
Net.Coverは、機器故障が確認されましたらアライドテレシスより代替機を発送いたします。故障機器
はアライドテレシスへ送付ください（先出しセンドバック）。無償製品保証は、故障機器を送付いただき
修理して返送するサービスです（後出しセンドバック）。

ITインフラをリカバーする製品保守 

製品保守

サポートサービス期間

サポートサービスメニュー

保守サービスと保証
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※オプションメニューです。 
詳しくはお問い合わせください。

※オプションメニューです。�
詳しくはお問い合わせください。

※オプションメニューです。�
詳しくはお問い合わせください。

IT Service



サポートサービス加入/契約必須製品一覧表

1 �保守契約、Web登録、初年度無償登録のいずれかが必要です。

2 ��初年度無償登録、Web登録もしくは保守加入が必要です。次年度以降は、有償保守加入が
必要になります。

3 �加入登録URL�https://support.allied-telesis.co.jp�にて、必要事項の登録をしていただきます。

4 ��専用登録書（申込書）を弊社営業にご請求ください。無償登録のメニューはデリバリース
タンダード相当です。

5 5 ��平日（祝日年末年始を除く月-金）�9：00～17：00。製品「マニュアル」記載事項についてサポー
トします（コンサルは除きます）。障害発生時には、弊社にて必要と判断した障害機器情報
のご提供をお願いする場合があります。情報取得に必要な機材はお客様側でご準備いただ
きます。また、設定情報のバックアップ・保管についてもお客様側にてお願いいたします。

6 6 �対象製品のソフトウェアや対象機器のファームウェアのアップデート改訂版を提供します。

7 7 ��障害が発生した機器を弊社へ送付いただき、実機の修理を行うサービスです。初年度のみ
のメニューです。（※6は次年度以降も可能）なお、修理中の代替機の提供はありません。

8 8 �翌営業日以降デリバリー対応いたします。

9 �6時間目安でデリバリー対応いたします。提供地域に制限があります。

10 �2時間目安でデリバリー対応いたします。提供地域に制限があります。（オプションサービス）

11 �翌営業日以降オンサイト対応いたします。

12 �6時間目安でオンサイト対応いたします。提供地域に制限があります。

13 �2時間目安でオンサイト対応いたします。提供地域に制限があります。（オプションサービス）

14 �障害が発生した場合、代替機を先にお届けするサービスです。

15 ��お客様ご指定の場所へ技術員を派遣し、機器交換を行うサービスです。提供地域に制限
があります。

16 ��24時間365日。お客様ご指定の場所へ技術員を派遣し、機器交換を行うサービスです。
提供地域に制限があります。

注）目安時間は、機器のお届けや技術員駆けつけの目安であり、時間をお約束するものではありません。　注）平日（祝日年末年始を除く月～金）の受付時間は、特に注釈がない限り、9：00～17：00です。

※1� 製品本体ご購入の際に、加入登録が必要です。
※2� AT-x600-48Ts-LMは対象外です。
※3� スイッチ本体に搭載されるオプション・モジュール・ライセンスもすべて対象です。
※4� 製品購入後1ヶ月以内に、登録手続きが必要です。
※5� 管理対象となる製品のサポートサービス加入/契約が必要になります。
※6� センドバック修理は、初年度に引き続き次年度も有償で加入いただけます。

※7� OTPオプションのハードウェアトークンは保守対象外です。
※8� �ソフトウェアとハードウェアの保守加入が必要です。サポート期間は製品購入から最長

で5年間です。
※9� 保守スタートは、メーカー出荷日翌月1日からです。
※10� 詳細はお問い合わせください。

保守サービスの延長（更新）について（2回目以降）
■�保守延長（更新）方法
保守契約の延長（更新）は以下のいずれかの方法で延長することが可能です。また、保守サー
ビスをグレードアップし変更※することも可能です。
※�保守サービスを変更される場合は「一般契約」になります。弊社（またはお取引中の代理店）
までご連絡をお願いいたします。

■��延長（更新）契約は満了日までに完了ください
保守契約の延長（更新）は、ご契約中の保守期間満了日の“1ヶ月前”を目安に延長依頼を弊社
までお願いいたします。保守契約満了日を過ぎますと保守未加入になり、保守サービスをご提
供することができません。安心して製品をお使いいただくために、保守契約満了日までに延長
（更新）をお願いいたします。

【ご注意】 【ご注意】

※有償サポート必須製品は2回目以降も保守サービス加入が必要です。
※�UTMライセンス（Juniper�Networks）、SystemAnswerライセンス（IBC）はそれぞれ更新用ライセンスも必要です。

※一般契約は、単年および複数年一括に関わらず継続期間は原則最大5年間で終了となります。
�　5年満了以降の契約延長は個別対応とし、保守料金が改定になる場合がございます。

延長（更新）方法

現在の保守契約 サポートチケット
（バンドル製品用）

サポートチケット
（更新用） 一般契約

製品の保守バンドル（-Z-Y-X型番） ● － ●
サポートチケット － ● ●
一般契約 － － ●
無償保証 － － ●

満了日

約1ヵ月 ※延長（更新）は保守契約の満了日より
　1ヵ月前を目安に行ってください

延長（更新）申請

ご契約中の保守サービス

延長（更新）した保守サービス

製品名

申告必須項目 有償サービス加入初年度サービス
1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16

保守加入
必須

ベーシック
ワランティ

加入
登録

初年度
無償登録

技術
サポート

ソフトウェア/
ファームウェア提供

センドバック
修理

デリバリー
スタンダード

デリバリー
6

デリバリー
2

オンサイト
スタンダード

オンサイト
6

オンサイト
2

先出し
センドバック

オンサイト
平日

オンサイト
24H

アライドテレシス

SBx8100/SBx908/x930/x900/x610/
x600/x3100シリーズ/DC2552XS ※2※3 ○ － － － ○ ○ － ○ ○ ※10 ○ ○ ※10 － － －

SBx8100/SBx908/x900/x930/
x610/x600/x3100シリーズ/
DC2552XS（バンドル）※1※2※4

○ － ○ － ○ ○ － ○ ○ ※10 ○ ○ ※10 － － －

Allied SkyMarshal/
AlliedView NMS ※1※5 ○ － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － －

Allied Telesis Unified
Wireless Controller ○ － － － ○ ○ － － － － － － － － － －

AlliedView/AT-SESC-APL/AT-Vista 
Manager/AT-UWCシリーズ ※1※5 ○ － ○ － ○ ○ － － － － － － － － － －

TQ4400e ○ － － － ○ ○ － ○ ○ ※10 ※10 ※10 ※10 － － －
Partner製品

Pulse Secure ※9 ○ － － － － ○ － ○ － － － － － － － ○ ○ ○
サイトラインシステムズ ○ － － － － ○ － ○ － － － － － － － － － －
Stratus Avance ○ － － － － ○ － ○ － － － － － － － － － －
フォーティネット ※9 ○ － － ○ － ○ － ○ － － － － － － － ○ ○ ○

ジュニパーネットワークス
SRXシリーズ ※1※3※9 ○ ○※1 － － ○ ○ ○ － － ○ ※10 ※10 ○ ※10 ※10 － － －

ソリトンシステムズ 
EPSシリーズ OTPライセンス ※6※7※9 ○ － － － － ○ － ○ － ○ － － － － － － ○ ○ ○

ソリトンシステムズFileZen ※6※9 ○ － － － ○ ○ ○ － － － － － － ○ ○ ○

アイビーシー SystemAnswer ※8 ○ － － － － ○ － ○ － － － － － － － ○ － －

アイビーソリューション
iBAQS-FX02/GoNET ※9 ○ － － － － ○ － ○ － ○ － － － － － － － －
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サポートサービス・ピックアップ

サポートサービス登録/加入必須製品については無償サポートサービスの登録手続きおよび
有償サポートサービスへ加入（サポートライセンスの購入を含む）しなかった場合、一切のサポートサービスを受けることができませんので、ご注意ください。

有償サポートサービス（保守）バンドル製品・サポートチケット登録の流れ

有償サポートサービス（保守）がバンドルされた製品

Web登録URL  https://support.allied-telesis.co.jp
※�「デリバリーサービス」保守付製品のサービス更新に関しては更新チケットをご用意しています。
※� オプション製品についても「デリバリーサービス」保守付製品をお買い求めください。
※� 製品購入後、お客様都合による保守なし製品への変更は、別途手数料をいただく場合があります。
※� デリバリー6（平日9～17時）1年付/5年付（Y1/Y5）、デリバリー6（24時間/365日）1年付/5年付（X1/X5）のバンドル製
品は2015年6月末に販売終了しました。

①有償サポートサービス（保守）がバンドルされた製品のご購入（デリバリーサービス）
製品ご購入時に有償サポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくとWebからのオンライン登録のみでサポートサービスが提供されます。下2桁目Zが

「デリバリースタンダード」を表し、下1桁目が提供年数を表します。

②製品のみをご購入いただき有償サポートサービス（保守）を別にご契約いただく場合
有償サポートサービス（製品名にZ）が付いていない製品単体をご購入いただき、別に有償サポートサービス（保守）をご契約いただく方法です。有償サポートサービス（保守）
の内容・ご契約に関する内容はお問い合わせください。料金に関しては代理店までお問い合わせください。

保守バンドル製品のサポートサービス（保守）料金と消費税について
● サポートサービスがバンドルされている製品の価格設定は、製品本体価格と

サポートサービス（保守）料金で構成されています。
※2014年4月以降の消費税増分については別途申し受けます。

〈製品例〉
■�デリバリースタンダード
受付時間：平日9〜17時　
代替機器配送時間目安：翌営業日以降 
製品名に“Ｚ”が付いたものに、このサポートサービスがバンドルされています。
AT-SBx908 GEN2-Z1（デリバリースタンダード1年付） 
AT-SBx908 GEN2-Z5（デリバリースタンダード5年付）
AT-SBx908 GEN2-Z7（デリバリースタンダード7年付）
※製品本体以外のモジュールやオプション、ライセンスなども本体と同じ有償サポートサービス（Z）付きの製品をお求めください。

例；
製品本体： AT-xOOO-＊＊ ￥162,500
保守バンドル製品： AT-xOOO-＊＊-Z1 ￥175,500

差額： サポートサービス料金 ￥13,000

有償サポートサービス（保守）バンドル製品のご契約について

対象製品：サポートサービス（保守）バンドル製品（Webサイトの価格表をご参照ください）
●サポートサービス（保守）バンドル製品とは、サポートサービス行使権利があらかじめ同梱されている製品です。

対象製品：サポートチケット価格表または、ホームページをご参照ください。

サポートサービス（保守）
バンドル製品のご注文 サポートチケットのご注文

サービス開始 サービス開始

Web登録URLにアクセス1 Web登録URLにアクセス

ユーザー登録・本登録2 ユーザー登録・本登録

登録完了3 登録完了

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼

▼
▼
▼

▼
▼
▼

▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼

１. ユーザー登録（確認メールの発行）
２. 確認E-mailに基づき再ログインして、以下の必須項目を入力して

ください。
　①登録会社名
　②設置先情報（会社名・住所・担当者名・電話番号・E-mail）
　③障害時連絡先情報（会社名・住所・担当者名・電話番号・E-mail）
　④製品のシリアル番号※
※モジュールや電源などのシリアル番号も必要です。

１. ユーザー登録（確認メールの発行）
２. 確認E-mailに基づき再ログインして、以下の必須項目を入力して

ください。
　①登録会社名
　②設置先情報（会社名・住所・担当者名・電話番号・E-mail）
　③障害時連絡先情報（会社名・住所・担当者名・電話番号・E-mail）
　④チケットに掲載のチケットID/確認コード/製品本体のシリアル番号

●登録完了翌日より起算して4営業日後※ほどで、登録完了の
　ご連絡を「障害時連絡先」宛に送信いたします。
　このお知らせをもって、サービスインです。
※あくまで目安であり、お時間をお約束するものではありません。

●登録完了翌日より起算して4営業日後※ほどで、登録完了の
　ご連絡を「障害時連絡先」宛に送信いたします。
　このお知らせをもって、サービスインです。
※あくまで目安であり、お時間をお約束するものではありません。

●Web登録URL https://support.allied-telesis.co.jpへアクセス
　してください。

●Web登録URL https://support.allied-telesis.co.jpへアクセス
　してください。

●サポートサービス（保守）バンドル製品を代理店・ユーザーへ 
　発送いたします。 ●サポートチケットを封入し、代理店・ユーザーへ発送いたします。

1

2

3

障害発生時の電話および 
メールによる技術サポート

ファームウェアの提供

代替機器配送サービス

Z1 Z5 Z7
1年 5年 7年

デリバリースタンダード

製品本体
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サポートサービス期間は、ご登録の有無にかかわらず、サポートチケッ

トに記載の通りとなります。ただし、登録期間内にご登録されない場合、

サポートサービスをご提供できません。あらかじめご了承ください。

サポートチケットはご購入翌月の1日から13ヵ月間がサポートチケットの

有効期間となっております。ご購入からご購入後翌月1日の最大1ヵ月間は

Web登録をしていただくための猶予期間として付与されますので、早く

ご登録いただくと有効期間が長くなりおトクです。逆に、例えばご購入後

半年経過後にWeb登録いただいた場合、有効期間は残り6ヵ月と短くなり

ます。ぜひ、ご購入後、お早目のWeb登録をお願いいたします。
※更新チケットの有効期間は、前年度までの期間満了日から1年間です。
※ ご購入の際、コードNoの頭5桁が製品本体のコードNoの頭5桁と同じかご確認ください。

誤発注の際は交換しかねますのでご注意ください。
※1つの製品シリアルにつき、複数枚チケットの同時販売はいたしかねますのでご注意ください。
※ 更新チケットでの保守メニュー変更はいたしかねます。

サポートチケットに関するご注意

｜例：1年チケットの場合｜

8月10日
Web登録

3月15日
Web登録

9月1日

9月1日8月10日

9月30日

9月30日

サポートチケット
ご購入日

サポートチケット
ご購入日

期間満了

期間満了

サポートチケット有効期間は13ヵ月強

サポートチケット有効期間は6ヵ月半

サポートチケット
サポートチケットは、製品単位のサポートサービスを前売りチケットで販売するサービス商品です。お客様はチケットを購入後、簡単な登録だけで、
すぐに安心のサポートサービスが提供されます。サポートチケットは、サービスのメニューごとに商品コードが設定されておりますので、通常の製品
と同じようにご購入いただけます。

サービス内容

サポートチケット（複数年からお選びいただけます）

デリバリースタンダード
（平日9:00～17:00） 1年 5年 サポートチケット更新

デリバリーサービス（年間契約・有償） オンサイトサービス（年間契約・有償）

※	デリバリー6、デリバリー2のサポートチケットの新規販売は2015年
6月末に終了しました。更新チケットのみの販売となります。

デリバリーサービスは、ご購入いただきました機器に、万が一障害が発生した
場合、お客様に障害の一次切り分けを行っていただいた後、代替機器を先行
してお届けするサービスです。

※	オンサイトスタンダード、オンサイト6、オンサイト2のサポートチケット新規
販売は2015年6月末に終了しました。更新チケットのみの販売となります。

オンサイトサービスは、ご購入いただきました機器に、万が一障害が発生した場
合、お客様に障害の一次切り分けを行っていただいた後、代替機器を先行して
お届けするとともに、現地へ技術員を派遣し機器交換を行うサービスです。

メニュー 障害時受付時間 代替機器配送時間（目安）

デリバリースタンダード 平日9：00〜17：00 翌営業日以降

デリバリー6 ＊更新チケットのみ 平日9：00〜17：00または
24時間365日

6時間

デリバリー2 ＊更新チケットのみ 2時間

※「デリバリー6/デリバリー2」の障害時受付時間は、「平日9:00〜17:00」または「24時間365日」のいずれか
を選択可能です。

※代替機器の配送時間は、あくまで目安です。お届けの時間をお約束するものではありません。

▼�代替機器配送サービス
機器の障害が確認されたのち、お客様ご指定の場所へ障害発生機器の代替機器を先にお届
けするサービスです。契約メニューにより、障害発生時の受付時間と代替機器の配送時間が
異なります。
※代替機器へのお客様個別の設定および設定変更はサービスに含まれておりません。
※代替えは同製品の在庫がない場合、対象機器以上の機能・性能を持つ製品（再生品含む）

になります。

▼�障害発生時の電話およびメールによる技術サポート
技術サポートの受付時間：平日9:00〜17:00（祝日および年末年始は除きます）
※内容は「マニュアル」記載事項についてサポートいたします。
　障害発生時には、弊社にて必要と判断した障害機器情報のご提供をお願いする場合があります。
　情報取得に必要な機材はお客様側でご準備いただきます。

▼�ファームウェアの提供
対象となる機器のファームウェアのアップデート改訂版の提供をいたします。
受付時間：24時間365日（Web経由）

メニュー 障害時受付時間 代替機器配送/技術員派遣時間（目安）

オンサイトスタンダード 
＊更新チケットのみ

平日9：00〜17：00 翌営業日以降

オンサイト6 ＊更新チケットのみ 平日9：00〜17：00または
24時間365日

6時間

オンサイト2 ＊更新チケットのみ 2時間

※「オンサイト6/オンサイト2」の障害時受付時間は、「平日9:00〜17:00」または「24時間365日」のいずれか
を選択可能です。

※代替機器の配送および技術員の派遣時間は、あくまで目安です。お届けおよび到着の時間をお約束するものではありません。

▼�機器交換サービス
お客様ご指定の場所へ技術員を派遣し、機器交換を行うサービスです。契約メニューにより、
障害発生時の受付時間と代替機の配送および技術員の派遣に要する時間が異なります。
※代替機器への設定変更はサービスに含まれておりません。
※設定情報のバックアップ、保管についてはお客様側にてお願いいたします。
※高所（機器設置場所が床から2m以上）のオンサイトサービスについては0120-860442
（月〜金/9：00〜17：30）までお問い合わせください。

※代替えは同製品の在庫がない場合、対象機器以上の機能・性能を持つ製品（再生品含む）になります。

▼�障害発生時の電話およびメールによる技術サポート
技術サポートの受付時間：平日9:00〜17:00（祝日および年末年始は除きます）
※内容は「マニュアル」記載事項についてサポートいたします。
　障害発生時には、弊社にて必要と判断した障害機器情報のご提供をお願いする場合があります。
　情報取得に必要な機材はお客様側でご準備いただきます。

▼�ファームウェアの提供
対象となる機器のファームウェアのアップデート改訂版の提供をいたします。
受付時間：24時間365日（Web経由）

■�サポート期間（チケット有効期間）
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サービス開始までの流れ

カタログ・Webから該当する商品をご確認ください。

■  お客様  ■

チケット

Web登録

注文書

チケット

E-mail
（登録完了のご連絡）

131

サポートチケットご発注時に
ご確認ください！

チケットに記載されている
内容をご確認ください。

登 録 完 了と連 絡 窓 口 の 確 認

■対象製品の商品コードNo.
■ご希望のサポートメニュー提供可能地域
■新規チケットは初回のみ、以降更新は更新チケット
　でご登録ください
■1つの製品シリアルにつき、1枚のチケットをご購入    
    ください

右記の商品コード規則に従ってご発注いただきますよう
お願いいたします。
※ 製品本体に搭載されている、すべてのモジュールおよび

ライセンスは、本体機器と同時にサポートチケットをご
発注くださいますようお願いいたします。

チケットに同封されている利用約款と仕様をご確認いただき、Web登録
窓口より、ご登録をお願いいたします。なお、登録には製品のシリアルナン
バーが必要になります。

Web登録後のチケットはお客様控えとなりますので、保管してください。

サポートチケットご発注1

3

5

上記のようにAT-x230-10GPの場合は「デリバリースタンダード」「5年間保守」が1436RA3の7桁になります。
※更新チケットのみ販売しています。

例：AT-x230-10GP

対象機器の既存コード5桁の後ろに、サービスコード2桁
を追加しました。

サービスコード

1 4 3 6 R
AT-x230-10GPの コ ードNo

A 3

0；1年間保守
3：5年間保守
4：更新（1年）

：デリバリースタンダード
：デリバリー6（平日9：00〜17：00）※
：デリバリー6（24時間365日）※
：デリバリー2（平日9:00〜17:00）※
：デリバリー2（24時間365日）※
：オンサイトスタンダード※
：オンサイト6（平日9:00〜17:00）※
：オンサイト6（24時間365日）※
：オンサイト2（平日9:00〜17:00）※
：オンサイト2（24時間365日）※

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ

商品コードについて

■  アライドテレシス  ■

受 注

お申し込み受付

機器＋チケットまたはチケットのみ
ご発注確認後、弊社よりチケットを製品とともに発送いたします。

（サポートチケットのみのご発注に関しては代理店までお問い合わせください）

弊社でWeb登録受付後4営業日後※ほどで、お申込者様向け
のお問い合わせ先などを記載したE-mail（登録完了のご連
絡）を「障害時連絡先」へ送信いたします。このE-mailの内容
をお客様が確認された時点でご登録は完了となり、サービス
が開始されます。

Web登録URL ： https://support.allied-telesis.co.jp
※あくまで目安であり、お時間をお約束するものではありません。 

2

4

IT Service

Web 登録サイトにアクセス
https://support.
allied-telesis.co.jp

1 ユーザー登録2
設置先情報や
障害時の連絡先、
シリアル番号を登録

3
登録完了のご案内を
後日 E-mailで
お送りします。

4

保守加入ご登録の流れ

登録完了
メール
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サポートチケット（デリバリーサービス）
サポートメニュー コードNo 標準価格

x900シリーズ
AT-PWR01-70（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0137RA0 ¥5,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0137RA3 ¥24,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0137RA4 ¥5,500
デリ6（平日9〜17時） 0137RB4 ¥6,200
デリ6（24時間365日） 0137RC4 ¥7,700
デリ2（平日9〜17時） 0137RD4 ¥10,000
デリ2（24時間365日） 0137RF4 ¥12,300

AT-FAN01（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0139RA4 ¥1,500
デリ6（平日9〜17時） 0139RB4 ¥3,500
デリ6（24時間365日） 0139RC4 ¥4,300
デリ2（平日9〜17時） 0139RD4 ¥5,600
デリ2（24時間365日） 0139RF4 ¥6,900

x610/x600シリーズ
AT-PWR250-70（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0749RA0 ¥3,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0749RA3 ¥18,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 0749RA4 ¥3,700
AT-PWR250-80（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0775RA0 ¥11,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0775RA3 ¥58,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 0775RA4 ¥11,400
x550シリーズ
AT-x550-18XTQ（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3677RA0 ¥52,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3677RA3 ¥260,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3677RA4 ¥52,000
AT-x550-18XSQ（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3678RA0 ¥52,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3678RA3 ¥260,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3678RA4 ¥52,000
AT-x550-18XSPQm（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3679RA0 ¥52,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3679RA3 ¥260,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3679RA4 ¥52,000
AT-x550-FL01 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02817A0 ¥6,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02817A3 ¥30,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02817A4 ¥6,100
AT-x550-FL10
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02929A0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02929A3 ¥15,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02929A4 ¥3,000
AT-x550-FL11
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03020A0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03020A3 ¥15,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03020A4 ¥3,000
AT-x550-FL15 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02850A0 ¥5,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02850A3 ¥25,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02850A4 ¥5,000
x530シリーズ
AT-x530-28GPXm（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3825RA0 ¥39,000 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3825RA3 ¥192,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3825RA4 ¥39,000 
AT-x530-28GTXm（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3770RA0 ¥36,000 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3770RA3 ¥180,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3770RA4 ¥36,000 
AT-x530-FL01 ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03103A0 ¥7,000 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03103A3 ¥31,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03103A4 ¥7,000 
AT-x530-FL10 ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03157A0 ¥3,000 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03157A3 ¥15,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03157A4 ¥3,000 
AT-x530-FL11 ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03158A0 ¥3,000 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03158A3 ¥15,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03158A4 ¥3,000 
x510シリーズ
AT-x510-52GPX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1022RA0 ¥54,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1022RA3 ¥271,100
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1022RA4 ¥54,500
AT-x510-28GPX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1021RA0 ¥35,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1021RA3 ¥174,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1021RA4 ¥35,100
AT-x510-28GSX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1023RA0 ¥58,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1023RA3 ¥290,400
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1023RA4 ¥52,000

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-x510-52GTX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1020RA0 ¥48,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1020RA3 ¥242,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1020RA4 ¥48,400
AT-x510-28GTX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1019RA0 ¥29,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1019RA3 ¥145,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1019RA4 ¥29,100
AT-x510DP-52GTX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1291RA0 ¥48,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1291RA3 ¥242,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1291RA4 ¥48,400
AT-x510DP-28GTX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1736RA0 ¥35,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1736RA3 ¥174,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1736RA4 ¥35,400
AT-x510L-52GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2317RA0 ¥15,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2317RA3 ¥67,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2317RA4 ¥15,800
AT-x510L-28GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2316RA0 ¥9,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2316RA3 ¥39,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2316RA4 ¥9,100
AT-x510L-52GT（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2315RA0 ¥14,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2315RA3 ¥60,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2315RA4 ¥14,000
AT-x510L-28GT（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2314RA0 ¥7,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2314RA3 ¥30,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2314RA4 ¥7,000
AT-StackOP/0.3（RoHS）
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1044RA4 ¥12,100
AT-StackOP/9.0（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1045RA0 ¥27,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1045RA3 ¥135,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1045RA4 ¥27,900
AT-StackXS/1.0（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1051RA0 ¥3,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1051RA3 ¥15,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1051RA4 ¥3,700
AT-PWR100R-70（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1295RA0 ¥3,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1295RA3 ¥18,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1295RA4 ¥3,700
AT-x510-FL01
1年 デリスタ（平日9〜17時） 00591A0 ¥6,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 00591A3 ¥30,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 00591A4 ¥6,100
AT-x510-FL10 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02766A0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02766A3 ¥15,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02766A4 ¥3,000
AT-x510L-FL03
1年 デリスタ（平日9〜17時） 01610A0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 01610A3 ¥9,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 01610A4 ¥2,100
AT-x510L-FL07
1年 デリスタ（平日9〜17時） 01612A0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 01612A3 ¥9,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 01612A4 ¥2,100
AT-x510-FL15 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02449A0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02449A3 ¥14,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02449A4 ¥3,000
x310シリーズ
AT-x310-50FP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1510RA0 ¥14,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1510RA3 ¥63,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1510RA4 ¥14,700
デリ6（平日9〜17時） 1510RB4 ¥25,200
デリ6（24時間365日） 1510RC4 ¥33,600
デリ2（平日9〜17時） 1510RD4 ¥52,000
デリ2（24時間365日） 1510RF4 ¥64,000

AT-x310-26FP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1428RA0 ¥9,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1428RA3 ¥39,400

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1428RA4 ¥9,200
デリ6（平日9〜17時） 1428RB4 ¥15,800
デリ6（24時間365日） 1428RC4 ¥21,000
デリ2（平日9〜17時） 1428RD4 ¥32,500
デリ2（24時間365日） 1428RF4 ¥40,000

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-x310-50FT（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1427RA0 ¥11,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1427RA3 ¥47,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1427RA4 ¥11,100
デリ6（平日9〜17時） 1427RB4 ¥18,900
デリ6（24時間365日） 1427RC4 ¥25,200
デリ2（平日9〜17時） 1427RD4 ¥39,000
デリ2（24時間365日） 1427RF4 ¥48,000

AT-x310-26FT（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1426RA0 ¥5,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1426RA3 ¥23,700

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1426RA4 ¥5,600
デリ6（平日9〜17時） 1426RB4 ¥9,500
デリ6（24時間365日） 1426RC4 ¥12,600
デリ2（平日9〜17時） 1426RD4 ¥19,500
デリ2（24時間365日） 1426RF4 ¥24,000

AT-x310-FL01
1年 デリスタ（平日9〜17時） 01335A0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 01335A3 ¥9,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 01335A4 ¥2,100
AT-x310-FL03
1年 デリスタ（平日9〜17時） 01270A0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 01270A3 ¥9,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 01270A4 ¥2,100
デリ6（平日9〜17時） 01270B4 ¥3,600
デリ6（24時間365日） 01270C4 ¥4,800
デリ2（平日9〜17時） 01270D4 ¥7,800
デリ2（24時間365日） 01270F4 ¥9,600

AT-x310-FL10 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02870A0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02870A3 ¥9,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02870A4 ¥2,100
AT-x310-FL15 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02462A0 ¥2,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02462A3 ¥8,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02462A4 ¥2,000
x230/x220シリーズ
AT-x230-28GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1741RA0 ¥8,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1741RA3 ¥36,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1741RA4 ¥8,400
AT-x230-18GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1437RA0 ¥7,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1437RA3 ¥30,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1437RA4 ¥7,000
デリ6（平日9〜17時） 1437RB4 ¥12,000
デリ6（24時間365日） 1437RC4 ¥16,000
デリ2（平日9〜17時） 1437RD4 ¥24,700
デリ2（24時間365日） 1437RF4 ¥30,400

AT-x230-10GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1436RA0 ¥4,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1436RA3 ¥18,900

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1436RA4 ¥4,500
デリ6（平日9〜17時） 1436RB4 ¥7,600
デリ6（24時間365日） 1436RC4 ¥10,100
デリ2（平日9〜17時） 1436RD4 ¥15,600
デリ2（24時間365日） 1436RF4 ¥19,200

AT-x230-28GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3278RA0 ¥6,700 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3278RA3 ¥28,500 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3278RA4 ¥6,700
AT-x230-18GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3277RA0 ¥4,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3277RA3 ¥21,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3277RA4 ¥4,900
AT-x230-10GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3279RA0 ¥3,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3279RA3 ¥13,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3279RA4 ¥3,200
AT-x230L-26GT（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3896RA0 ¥4,900 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3896RA3 ¥21,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3896RA4 ¥4,900 
AT-x230L-17GT（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3895RA0 ¥3,400 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3895RA3 ¥14,300 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3895RA4 ¥3,400 
AT-x230-FL03
1年 デリスタ（平日9〜17時） 01269A0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 01269A3 ¥9,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 01269A4 ¥2,100
デリ6（平日9〜17時） 01269B4 ¥3,600
デリ6（24時間365日） 01269C4 ¥4,800
デリ2（平日9〜17時） 01269D4 ¥7,800
デリ2（24時間365日） 01269F4 ¥9,600
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※表記価格は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載のない製品につきましてはお問い合わせください（サポートチケット対象外の製品もございますのであらかじめご了承ください）。
※表記価格は標準価格（税抜）です。

※製品名は「CentreCOM」を省略しています。

●：新製品

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-x230-FL15 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02463A0 ¥2,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02463A3 ¥8,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02463A4 ¥2,000
AT-x220-28GS（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3625RA0 ¥13,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3625RA3 ¥58,200 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3625RA4 ¥13,600
x200/x210シリーズ
AT-x200-GE-52T（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0739RA4 ¥15,700
デリ6（平日9〜17時） 0739RB4 ¥26,900
デリ6（24時間365日） 0739RC4 ¥35,900
デリ2（平日9〜17時） 0739RD4 ¥55,500
デリ2（24時間365日） 0739RF4 ¥68,300

AT-x200-GE-28T（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0740RA4 ¥9,000
デリ6（平日9〜17時） 0740RB4 ¥15,400
デリ6（24時間365日） 0740RC4 ¥20,600
デリ2（平日9〜17時） 0740RD4 ¥31,800
デリ2（24時間365日） 0740RF4 ¥39,100

AT-x200-GE-FL03

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00489A4 ¥2,000
デリ6（平日9〜17時） 00489B4 ¥3,300
デリ6（24時間365日） 00489C4 ¥4,400
デリ2（平日9〜17時） 00489D4 ¥7,200
デリ2（24時間365日） 00489F4 ¥8,800

AT-x210-24GT（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0823RA4 ¥7,900
デリ6（平日9〜17時） 0823RB4 ¥13,500
デリ6（24時間365日） 0823RC4 ¥18,000
デリ2（平日9〜17時） 0823RD4 ¥27,800
デリ2（24時間365日） 0823RF4 ¥34,200

AT-x210-16GT（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0822RA0 ¥6,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0822RA3 ¥25,700

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0822RA4 ¥6,000
デリ6（平日9〜17時） 0822RB4 ¥10,300
デリ6（24時間365日） 0822RC4 ¥13,700
デリ2（平日9〜17時） 0822RD4 ¥21,200
デリ2（24時間365日） 0822RF4 ¥26,100

AT-x210-9GT（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0821RA4 ¥4,100
デリ6（平日9〜17時） 0821RB4 ¥7,100
デリ6（24時間365日） 0821RC4 ¥9,400
デリ2（平日9〜17時） 0821RD4 ¥14,500
デリ2（24時間365日） 0821RF4 ¥17,800

AT-x210-GT-FL03
1年 デリスタ（平日9〜17時） 00490A0 ¥2,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 00490A3 ¥8,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00490A4 ¥2,000
デリ6（平日9〜17時） 00490B4 ¥3,300
デリ6（24時間365日） 00490C4 ¥4,400
デリ2（平日9〜17時） 00490D4 ¥7,200
デリ2（24時間365日） 00490F4 ¥8,800

XS900MXシリーズ
AT-XS916MXS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3450RA0 ¥9,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3450RA3 ¥39,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3450RA4 ¥9,300
AT-XS916MXT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3449RA0 ¥12,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3449RA3 ¥52,700
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3449RA4 ¥12,300
SH510シリーズ
AT-SH510-52GPX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3520RA0 ¥11,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3520RA3 ¥51,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3520RA4 ¥11,900
AT-SH510-28GPX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3519RA0 ¥7,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3519RA3 ¥32,700
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3519RA4 ¥7,700
AT-SH510-52GTX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3522RA0 ¥10,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3522RA3 ¥43,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3522RA4 ¥10,100
AT-SH510-28GTX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3521RA0 ¥5,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3521RA3 ¥23,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3521RA4 ¥5,600
SH310シリーズ
AT-SH310-50FP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3531RA0 ¥10,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3531RA3 ¥44,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3531RA4 ¥10,400

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-SH310-26FP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3530RA0 ¥6,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3530RA3 ¥26,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3530RA4 ¥6,200
AT-SH310-50FT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3529RA0 ¥9,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3529RA3 ¥39,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3529RA4 ¥9,300
AT-SH310-26FT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3528RA0 ¥3,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3528RA3 ¥15,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3528RA4 ¥3,800
GS900MXシリーズ
AT-GS948MX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3579RA0 ¥9,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3579RA3 ¥39,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3579RA4 ¥9,300
AT-GS924MX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3578RA0 ¥5,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3578RA3 ¥23,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3578RA4 ¥5,600
AT-GS948MPX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3581RA0 ¥11,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3581RA3 ¥49,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3581RA4 ¥11,500
AT-GS924MPX（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3580RA0 ¥7,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3580RA3 ¥31,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3580RA4 ¥7,500
SH230/SH210シリーズ
AT-SH230-28GP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3532RA0 ¥6,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3532RA3 ¥26,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3532RA4 ¥6,200
AT-SH230-18GP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3523RA0 ¥5,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3523RA3 ¥21,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3523RA4 ¥5,000
AT-SH230-10GP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3524RA0 ¥3,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3524RA3 ¥13,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3524RA4 ¥3,100
AT-SH230-28GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3684RA0 ¥4,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3684RA3 ¥21,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3684RA4 ¥4,900
AT-SH230-18GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3674RA0 ¥3,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3674RA3 ¥14,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3674RA4 ¥3,400
AT-SH230-10GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3673RA0 ¥2,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3673RA3 ¥9,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3673RA4 ¥2,300
AT-SH210-24GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3525RA0 ¥5,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3525RA3 ¥25,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3525RA4 ¥5,900
AT-SH210-16GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3526RA0 ¥3,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3526RA3 ¥16,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3526RA4 ¥3,900
AT-SH210-9GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3527RA0 ¥2,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3527RA3 ¥11,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3527RA4 ¥2,700
GS980Mシリーズ
AT-GS980M/52（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3631RA0 ¥8,400 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3631RA3 ¥36,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3631RA4 ¥8,400 
AT-GS980M-FL11 ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03161A0 ¥2,100 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03161A3 ¥9,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03161A4 ¥2,100 
GS900M V2シリーズ
GS908M V2-4PS（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0714RA0 ¥3,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0714RA3 ¥14,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0714RA4 ¥3,300
デリ6（平日9〜17時） 0714RB4 ¥9,700
デリ6（24時間365日） 0714RC4 ¥12,100
デリ2（平日9〜17時） 0714RD4 ¥15,800
デリ2（24時間365日） 0714RF4 ¥19,400

サポートメニュー コードNo 標準価格
GS924M V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0526RA4 ¥9,300
デリ6（平日9〜17時） 0526RB4 ¥14,800
デリ6（24時間365日） 0526RC4 ¥18,500
デリ2（平日9〜17時） 0526RD4 ¥24,100
デリ2（24時間365日） 0526RF4 ¥29,600

GS916M V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0525RA4 ¥6,500
デリ6（平日9〜17時） 0525RB4 ¥10,400
デリ6（24時間365日） 0525RC4 ¥13,000
デリ2（平日9〜17時） 0525RD4 ¥16,900
デリ2（24時間365日） 0525RF4 ¥20,800

GS908M V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0524RA4 ¥3,900
デリ6（平日9〜17時） 0524RB4 ¥6,200
デリ6（24時間365日） 0524RC4 ¥7,700
デリ2（平日9〜17時） 0524RD4 ¥10,000
デリ2（24時間365日） 0524RF4 ¥12,300

FS980M/FS900Mシリーズ
AT-FS980M/52（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3308RA0 ¥6,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3308RA3 ¥28,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3308RA4 ¥6,600
AT-FS980M/28（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3306RA0 ¥3,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3306RA3 ¥16,400
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3306RA4 ¥3,900
AT-FS980M/18（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3304RA0 ¥2,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3304RA3 ¥11,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3304RA4 ¥2,800
AT-FS980M/9（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3302RA0 ¥2,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3302RA3 ¥8,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3302RA4 ¥2,000
AT-FS980M/52PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3309RA0 ¥7,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3309RA3 ¥33,600
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3309RA4 ¥7,900
AT-FS980M/28PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3307RA0 ¥4,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3307RA3 ¥20,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3307RA4 ¥4,800
AT-FS980M/18PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3305RA0 ¥3,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3305RA3 ¥14,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3305RA4 ¥3,500
AT-FS980M/9PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3303RA0 ¥2,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3303RA3 ¥10,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3303RA4 ¥2,600
FS926M-PS（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0051RA4 ¥3,500
デリ6（平日9〜17時） 0051RB4 ¥13,100
デリ6（24時間365日） 0051RC4 ¥17,400
デリ2（平日9〜17時） 0051RD4 ¥26,900
デリ2（24時間365日） 0051RF4 ¥33,100

FS917M-PS（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0050RA4 ¥6,400
デリ6（平日9〜17時） 0050RB4 ¥11,000
デリ6（24時間365日） 0050RC4 ¥14,600
デリ2（平日9〜17時） 0050RD4 ¥22,600
デリ2（24時間365日） 0050RF4 ¥27,900

FS909M-PS（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0049RA4 ¥4,100
デリ6（平日9〜17時） 0049RB4 ¥7,000
デリ6（24時間365日） 0049RC4 ¥9,300
デリ2（平日9〜17時） 0049RD4 ¥14,300
デリ2（24時間365日） 0049RF4 ¥17,600

FS926M（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0048RA0 ¥3,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0048RA3 ¥13,500

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0048RA4 ¥3,200
デリ6（平日9〜17時） 0048RB4 ¥6,800
デリ6（24時間365日） 0048RC4 ¥9,100
デリ2（平日9〜17時） 0048RD4 ¥14,100
デリ2（24時間365日） 0048RF4 ¥17,300

FS917M（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0047RA4 ¥2,500
デリ6（平日9〜17時） 0047RB4 ¥5,600
デリ6（24時間365日） 0047RC4 ¥7,400
デリ2（平日9〜17時） 0047RD4 ¥11,500
デリ2（24時間365日） 0047RF4 ¥14,100
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サポートチケット（デリバリーサービス）
サポートメニュー コードNo 標準価格

FS909M（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0046RA4 ¥1,800
デリ6（平日9〜17時） 0046RB4 ¥3,500
デリ6（24時間365日） 0046RC4 ¥4,700
デリ2（平日9〜17時） 0046RD4 ¥7,200
デリ2（24時間365日） 0046RF4 ¥8,800

FS816M（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0267RA4 ¥2,800
デリ6（平日9〜17時） 0267RB4 ¥4,800
デリ6（24時間365日） 0267RC4 ¥6,400
デリ2（平日9〜17時） 0267RD4 ¥9,900
デリ2（24時間365日） 0267RF4 ¥12,200

FS808M V2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1338RA0 ¥1,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1338RA3 ¥8,200

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1338RA4 ¥1,900
デリ6（平日9〜17時） 1338RB4 ¥3,000
デリ6（24時間365日） 1338RC4 ¥4,000
デリ2（平日9〜17時） 1338RD4 ¥6,200
デリ2（24時間365日） 1338RF4 ¥7,600

ディストリビューション・スイッチ
8724SL V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0135RA4 ¥13,100
デリ6（平日9〜17時） 0135RB4 ¥17,500
デリ6（24時間365日） 0135RC4 ¥21,800
デリ2（平日9〜17時） 0135RD4 ¥28,400
デリ2（24時間365日） 0135RF4 ¥34,900

AT-G8T（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0078RA4 ¥2,800
デリ6（平日9〜17時） 0078RB4 ¥5,700
デリ6（24時間365日） 0078RC4 ¥7,100
デリ2（平日9〜17時） 0078RD4 ¥9,200
デリ2（24時間365日） 0078RF4 ¥11,300

AT-G8SX（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0077RA4 ¥2,300
デリ6（平日9〜17時） 0077RB4 ¥4,800
デリ6（24時間365日） 0077RC4 ¥6,000
デリ2（平日9〜17時） 0077RD4 ¥7,800
デリ2（24時間365日） 0077RF4 ¥9,600

AT-G8LX（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0076RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0076RB4 ¥9,600
デリ6（24時間365日） 0076RC4 ¥11,900
デリ2（平日9〜17時） 0076RD4 ¥15,500
デリ2（24時間365日） 0076RF4 ¥19,100

AT-G9ZX（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0079RA4 ¥27,200
デリ6（平日9〜17時） 0079RB4 ¥56,400
デリ6（24時間365日） 0079RC4 ¥70,400
デリ2（平日9〜17時） 0079RD4 ¥91,600
デリ2（24時間365日） 0079RF4 ¥112,700

9408LC/SP（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0090RA4 ¥26,900
デリ6（平日9〜17時） 0090RB4 ¥43,000
デリ6（24時間365日） 0090RC4 ¥53,700
デリ2（平日9〜17時） 0090RD4 ¥69,800
デリ2（24時間365日） 0090RF4 ¥85,900

8424TX（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0111RA4 ¥9,100
デリ6（平日9〜17時） 0111RB4 ¥14,500
デリ6（24時間365日） 0111RC4 ¥18,100
デリ2（平日9〜17時） 0111RD4 ¥23,500
デリ2（24時間365日） 0111RF4 ¥28,900

8324XL（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0002RA4 ¥6,900
デリ6（平日9〜17時） 0002RB4 ¥11,000
デリ6（24時間365日） 0002RC4 ¥13,700
デリ2（平日9〜17時） 0002RD4 ¥17,800
デリ2（24時間365日） 0002RF4 ¥21,900

8316XL（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0022RA0 ¥2,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0022RA3 ¥9,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0022RA4 ¥2,200
デリ6（平日9〜17時） 0022RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0022RC4 ¥11,500
デリ2（平日9〜17時） 0022RD4 ¥14,900
デリ2（24時間365日） 0022RF4 ¥18,400

AT-A50（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0004RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0004RA3 ¥1,600

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0004RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0004RB4 ¥4,800
デリ6（24時間365日） 0004RC4 ¥6,000
デリ2（平日9〜17時） 0004RD4 ¥7,800
デリ2（24時間365日） 0004RF4 ¥9,600

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-A51（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0005RA4 ¥3,600
デリ6（平日9〜17時） 0005RB4 ¥5,700
デリ6（24時間365日） 0005RC4 ¥7,100
デリ2（平日9〜17時） 0005RD4 ¥9,200
デリ2（24時間365日） 0005RF4 ¥11,300

AT-A53（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0006RA4 ¥5,800
デリ6（平日9〜17時） 0006RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0006RC4 ¥11,500
デリ2（平日9〜17時） 0006RD4 ¥14,900
デリ2（24時間365日） 0006RF4 ¥18,400

AT-FAN02（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0001RA0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0001RA3 ¥14,900

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0001RA4 ¥3,000
デリ6（平日9〜17時） 0001RB4 ¥4,800
デリ6（24時間365日） 0001RC4 ¥6,000
デリ2（平日9〜17時） 0001RD4 ¥7,800
デリ2（24時間365日） 0001RF4 ¥9,600

RPS3204（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0092RA0 ¥21,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0092RA3 ¥100,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0092RA4 ¥21,100
デリ6（平日9〜17時） 0092RB4 ¥26,800
デリ6（24時間365日） 0092RC4 ¥33,500
デリ2（平日9〜17時） 0092RD4 ¥43,500
デリ2（24時間365日） 0092RF4 ¥53,600

PWR3202（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0161RA0 ¥10,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0161RA3 ¥48,800

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0161RA4 ¥10,600
デリ6（平日9〜17時） 0161RB4 ¥13,100
デリ6（24時間365日） 0161RC4 ¥16,300
デリ2（平日9〜17時） 0161RD4 ¥21,200
デリ2（24時間365日） 0161RF4 ¥26,100

エッジ・スイッチ
AT-GS950/48（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1919RA0 ¥8,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1919RA3 ¥36,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1919RA4 ¥8,400
AT-GS950/24（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1918RA0 ¥4,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1918RA3 ¥18,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1918RA4 ¥4,200
AT-GS950/16（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1917RA0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1917RA3 ¥12,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1917RA4 ¥3,000
AT-GS950/8（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1916RA0 ¥1,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1916RA3 ¥7,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1916RA4 ¥1,800
AT-GS950/48PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3276RA0 ¥10,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3276RA3 ¥44,700
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3276RA4 ¥10,500
AT-GS950/28PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3275RA0 ¥5,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3275RA3 ¥24,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3275RA4 ¥5,600
AT-GS950/16PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3274RA0 ¥4,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3274RA3 ¥18,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3274RA4 ¥4,200
AT-GS950/10PS（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3273RA0 ¥2,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3273RA3 ¥9,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3273RA4 ¥2,300
AT-GS920/24（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3589RA0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3589RA3 ¥8,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3589RA4 ¥2,100
AT-GS920/16（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3588RA0 ¥1,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3588RA3 ¥6,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3588RA4 ¥1,500
AT-GS920/8（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3587RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3587RA3 ¥2,400
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3587RA4 ¥1,000
AT-GS920/8PS（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3807RA0 ¥1,800 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3807RA3 ¥7,500 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3807RA4 ¥1,800 

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-GS910/24（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2332RA0 ¥2,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2332RA3 ¥8,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2332RA4 ¥2,000
AT-GS910/16（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2331RA0 ¥1,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2331RA3 ¥5,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2331RA4 ¥1,400
AT-GS910/8（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2329RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2329RA3 ¥1,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2329RA4 ¥1,000
AT-GS910/5（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2313RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2313RA3 ¥1,700
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2313RA4 ¥1,000
AT-GS910/8E（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2330RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2330RA3 ¥2,100
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2330RA4 ¥1,000
AT-GS910/5E（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2289RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2289RA3 ¥1,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2289RA4 ¥1,000
GS908SS（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0349RA4 ¥3,100
デリ6（平日9〜17時） 0349RB4 ¥4,900
デリ6（24時間365日） 0349RC4 ¥6,100
デリ2（平日9〜17時） 0349RD4 ¥7,900
デリ2（24時間365日） 0349RF4 ¥9,700

GS908S-TP（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0426RA4 ¥1,100
デリ6（平日9〜17時） 0426RB4 ¥1,800
デリ6（24時間365日） 0426RC4 ¥2,300
デリ2（平日9〜17時） 0426RD4 ¥3,600
デリ2（24時間365日） 0426RF4 ¥4,400

GS908S-TP V2（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1921RA0  ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1921RA3 ¥4,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1921RA4 ¥1,000
FS917S（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0294RA4 ¥3,000
デリ6（平日9〜17時） 0294RB4 ¥4,800
デリ6（24時間365日） 0294RC4 ¥6,000
デリ2（平日9〜17時） 0294RD4 ¥7,700
デリ2（24時間365日） 0294RF4 ¥9,500

FS816S（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0331RA4 ¥1,500
デリ6（平日9〜17時） 0331RB4 ¥2,500
デリ6（24時間365日） 0331RC4 ¥3,300
デリ2（平日9〜17時） 0331RD4 ¥5,100
デリ2（24時間365日） 0331RF4 ¥6,300

FS808TP V1（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0014RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0014RA3 ¥3,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0014RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0014RB4 ¥1,300
デリ6（24時間365日） 0014RC4 ¥1,800
デリ2（平日9〜17時） 0014RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0014RF4 ¥4,000

GS908XL V2（RoHS）
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 0795RA4 ¥1,000
GS924XL（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0371RA4 ¥2,600
デリ6（平日9〜17時） 0371RB4 ¥4,500
デリ6（24時間365日） 0371RC4 ¥6,000
デリ2（平日9〜17時） 0371RD4 ¥9,200
デリ2（24時間365日） 0371RF4 ¥11,300

GS924XL-F（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0516RA4 ¥2,600
デリ6（平日9〜17時） 0516RB4 ¥4,500
デリ6（24時間365日） 0516RC4 ¥6,000
デリ2（平日9〜17時） 0516RD4 ¥9,200
デリ2（24時間365日） 0516RF4 ¥11,300

GS916XL（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0370RA4 ¥1,800
デリ6（平日9〜17時） 0370RB4 ¥3,000
デリ6（24時間365日） 0370RC4 ¥4,000
デリ2（平日9〜17時） 0370RD4 ¥6,200
デリ2（24時間365日） 0370RF4 ¥7,600

GS916XL-F（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0515RA4 ¥1,800
デリ6（平日9〜17時） 0515RB4 ¥3,000
デリ6（24時間365日） 0515RC4 ¥4,000
デリ2（平日9〜17時） 0515RD4 ¥6,200
デリ2（24時間365日） 0515RF4 ¥7,600

Price List
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※表記価格は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載のない製品につきましてはお問い合わせください（サポートチケット対象外の製品もございますのであらかじめご了承ください）。
※表記価格は標準価格（税抜）です。

※製品名は「CentreCOM」を省略しています。

●：新製品

サポートメニュー コードNo 標準価格
GS908XL（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0369RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0369RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0369RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0369RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0369RF4 ¥4,000

AT-GS900/8PS（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0799RA0 ¥3,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0799RA3 ¥14,900

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0799RA4 ¥3,500
デリ6（平日9〜17時） 0799RB4 ¥6,000
デリ6（24時間365日） 0799RC4 ¥8,000
デリ2（平日9〜17時） 0799RD4 ¥12,900
デリ2（24時間365日） 0799RF4 ¥15,900

GS924L V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0511RA4 ¥2,500
デリ6（平日9〜17時） 0511RB4 ¥4,300
デリ6（24時間365日） 0511RC4 ¥5,800
デリ2（平日9〜17時） 0511RD4 ¥8,900
デリ2（24時間365日） 0511RF4 ¥10,900

GS916L V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0510RA4 ¥1,700
デリ6（平日9〜17時） 0510RB4 ¥2,900
デリ6（24時間365日） 0510RC4 ¥3,800
デリ2（平日9〜17時） 0510RD4 ¥5,900
デリ2（24時間365日） 0510RF4 ¥7,200

GS908L V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0509RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0509RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0509RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0509RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0509RF4 ¥4,000

GS905L V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0588RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0588RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0588RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0588RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0588RF4 ¥4,000

GS908E V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0589RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0589RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0589RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0589RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0589RF4 ¥4,000

GS908TPL V2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0590RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0590RA3 ¥2,800

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0590RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0590RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0590RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0590RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0590RF4 ¥4,000

FS724TX V3（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0251RA0 ¥1,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0251RA3 ¥8,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0251RA4 ¥1,900
デリ6（平日9〜17時） 0251RB4 ¥3,200
デリ6（24時間365日） 0251RC4 ¥4,300
デリ2（平日9〜17時） 0251RD4 ¥6,600
デリ2（24時間365日） 0251RF4 ¥8,100

FS716TX V3（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0250RA0 ¥1,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0250RA3 ¥6,100

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0250RA4 ¥1,500
デリ6（平日9〜17時） 0250RB4 ¥2,500
デリ6（24時間365日） 0250RC4 ¥3,300
デリ2（平日9〜17時） 0250RD4 ¥5,000
デリ2（24時間365日） 0250RF4 ¥6,200

FS708XL V3（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0253RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0253RA3 ¥2,600

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0253RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0253RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0253RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0253RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0253RF4 ¥4,000

FS908TL-PS（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0626RA0 ¥2,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0626RA3 ¥9,100

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0626RA4 ¥2,200
デリ6（平日9〜17時） 0626RB4 ¥3,700
デリ6（24時間365日） 0626RC4 ¥4,900
デリ2（平日9〜17時） 0626RD4 ¥7,900
デリ2（24時間365日） 0626RF4 ¥9,700

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-FS710/24（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3719RA0 ¥1,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3719RA3 ¥6,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3719RA4 ¥1,500
AT-FS710/16（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3718RA0 ¥1,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3718RA3 ¥4,600
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3718RA4 ¥1,100
AT-FS710/8（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3716RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3716RA3 ¥1,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3716RA4 ¥1,000
AT-FS710/5（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3714RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3714RA3 ¥1,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3714RA4 ¥1,000
AT-FS710/16E（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3717RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3717RA3 ¥4,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3717RA4 ¥1,000
AT-FS710/8E（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3715RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3715RA3 ¥2,400
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3715RA4 ¥1,000
AT-FS710/5E（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3713RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3713RA3 ¥1,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3713RA4 ¥1,000
FS724TL V2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0587RA0 ¥1,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0587RA3 ¥6,500

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0587RA4 ¥1,500
デリ6（平日9〜17時） 0587RB4 ¥2,600
デリ6（24時間365日） 0587RC4 ¥3,500
デリ2（平日9〜17時） 0587RD4 ¥5,600
デリ2（24時間365日） 0587RF4 ¥6,900

FS716TL V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0586RA4 ¥1,100
デリ6（平日9〜17時） 0586RB4 ¥1,900
デリ6（24時間365日） 0586RC4 ¥2,500
デリ2（平日9〜17時） 0586RD4 ¥4,000
デリ2（24時間365日） 0586RF4 ¥4,900

FS708TL V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0585RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0585RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0585RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0585RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0585RF4 ¥4,000

FS705TX V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0419RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0419RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0419RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0419RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0419RF4 ¥4,000

FS705EX V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0420RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0420RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0420RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0420RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0420RF4 ¥4,000

FS716EL V2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0772RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0772RA3 ¥4,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0772RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0772RB4 ¥1,600
デリ6（24時間365日） 0772RC4 ¥2,100
デリ2（平日9〜17時） 0772RD4 ¥3,500
デリ2（24時間365日） 0772RF4 ¥4,200

FS708EL V2（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0771RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0771RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0771RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0771RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0771RF4 ¥4,000

FS708TPL-PS（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0328RA0 ¥1,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0328RA3 ¥7,800

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0328RA4 ¥1,900
デリ6（平日9〜17時） 0328RB4 ¥3,200
デリ6（24時間365日） 0328RC4 ¥4,200
デリ2（平日9〜17時） 0328RD4 ¥6,500
デリ2（24時間365日） 0328RF4 ¥7,900

サポートメニュー コードNo 標準価格
FS708TPL V2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0252RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0252RA3 ¥2,500

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0252RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0252RB4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 0252RC4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 0252RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0252RF4 ¥4,000

産業用スイッチ
AT-IE200-6GT（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2347RA0 ¥5,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2347RA3 ¥22,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2347RA4 ¥5,200
AT-IE200-6GP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 2348RA0 ¥6,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 2348RA3 ¥26,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 2348RA4 ¥6,200
AT-IE200-FL03 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 01631A0 ¥1,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 01631A3 ¥8,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 01631A4 ¥1,900
AT-IE200-FL10 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02769A0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02769A3 ¥9,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02769A4 ¥2,100
AT-IE210L-10GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3783RA0 ¥5,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3783RA3 ¥22,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3783RA4 ¥5,300
AT-IE210L-18GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3784RA0 ¥8,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3784RA3 ¥37,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3784RA4 ¥8,800
AT-IE210L-FL03
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03018A0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03018A3 ¥15,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03018A4 ¥3,000
AT-IE210L-FL10
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03019A0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03019A3 ¥15,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03019A4 ¥3,000
AT-IE210L-FL15
1年 デリスタ（平日9〜17時） 03050A0 ¥2,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 03050A3 ¥8,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 03050A4 ¥2,000
AT-IS230-10GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3797RA0 ¥3,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3797RA3 ¥15,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3797RA4 ¥3,500
AT-IS130-6GP（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3798RA0 ¥2,300 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3798RA3 ¥9,500 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3798RA4 ¥2,300 
IA810M（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0724RA0 ¥1,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0724RA3 ¥5,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0724RA4 ¥1,300
デリ6（平日9〜17時） 0724RB4 ¥8,100
デリ6（24時間365日） 0724RC4 ¥10,800
デリ2（平日9〜17時） 0724RD4 ¥16,700
デリ2（24時間365日） 0724RF4 ¥20,500

IA708C（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0808RA0 ¥1,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0808RA3 ¥4,700

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0808RA4 ¥1,100
デリ6（平日9〜17時） 0808RB4 ¥1,900
デリ6（24時間365日） 0808RC4 ¥2,600
デリ2（平日9〜17時） 0808RD4 ¥3,900
デリ2（24時間365日） 0808RF4 ¥4,800

IA-FL-01
1年 デリスタ（平日9〜17時） 90738A0 ¥3,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 90738A3 ¥14,700

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 90738A4 ¥3,500
デリ6（平日9〜17時） 90738B4 ¥15,700
デリ6（24時間365日） 90738C4 ¥19,600
デリ2（平日9〜17時） 90738D4 ¥25,500
デリ2（24時間365日） 90738F4 ¥31,400
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サポートチケット（デリバリーサービス）
サポートメニュー コードNo 標準価格

無線LAN
AT-TQ5403（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3806RA0 ¥3,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3806RA3 ¥14,400
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3806RA4 ¥3,400
AT-TQ4600（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1509RA0 ¥3,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1509RA3 ¥14,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1509RA4 ¥3,400
デリ6（平日9〜17時） 1509RB4 ¥7,800
デリ6（24時間365日） 1509RC4 ¥10,400
デリ2（平日9〜17時） 1509RD4 ¥16,900
デリ2（24時間365日） 1509RF4 ¥20,800

AT-TQ4400（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1551RA4 ¥2,500
デリ6（平日9〜17時） 1551RB4 ¥6,000
デリ6（24時間365日） 1551RC4 ¥8,000
デリ2（平日9〜17時） 1551RD4 ¥12,900
デリ2（24時間365日） 1551RF4 ¥15,900

AT-TQ4000-FL15 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 02452A0 ¥1,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 02452A3 ¥7,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 02452A4 ¥1,700
AT-TQ3600（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1024RA4 ¥1,460
デリ6（平日9〜17時） 1024RB4 ¥3,900
デリ6（24時間365日） 1024RC4 ¥5,200
デリ2（平日9〜17時） 1024RD4 ¥8,500
デリ2（24時間365日） 1024RF4 ¥10,400

AT-TQ3600-FL15 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 01687A4 ¥2,000
AT-TQ3400（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1552RA0 ¥1,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1552RA3 ¥7,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1552RA4 ¥1,700
AT-TQ3200（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1553RA0 ¥1,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1553RA3 ¥4,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1553RA4 ¥1,200
AT-TQ2450（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0647RA4 ¥1,040
デリ6（平日9〜17時） 0647RB4 ¥3,000
デリ6（24時間365日） 0647RC4 ¥4,000
デリ2（平日9〜17時） 0647RD4 ¥6,500
デリ2（24時間365日） 0647RF4 ¥8,000

AT-TQ2403EX（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0773RA4 ¥3,200
デリ6（平日9〜17時） 0773RB4 ¥7,400
デリ6（24時間365日） 0773RC4 ¥9,200
デリ2（平日9〜17時） 0773RD4 ¥11,900
デリ2（24時間365日） 0773RF4 ¥14,700

AT-TQ2403（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0442RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0442RA3 ¥2,500

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0442RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0442RB4 ¥1,200
デリ6（24時間365日） 0442RC4 ¥1,600
デリ2（平日9〜17時） 0442RD4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 0442RF4 ¥4,000

AT-TQm5403（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3910RA0 ¥1,700 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3910RA3 ¥7,200 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3910RA4 ¥1,700 
AT-MWS5028GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1948RA0 ¥7,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1948RA3 ¥32,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1948RA4 ¥7,700
AT-MWS2012GP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1947RA0 ¥4,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1947RA3 ¥19,600
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1947RA4 ¥4,600
AT-MWS2533AP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3697RA0 ¥3,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3697RA3 ¥14,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3697RA4 ¥3,400
AT-MWS1750AP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1952RA0 ¥2,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1952RA3 ¥11,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1952RA4 ¥2,800
AT-MWS900AP（RoHS）
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1951RA4 ¥1,800
AT-MWS600AP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1950RA0 ¥1,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1950RA3 ¥6,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1950RA4 ¥1,400

サポートメニュー コードNo 標準価格
QSFP+/SFP+/SFPモジュール
AT-QSFP28SR4（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3754RA0  ¥13,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3754RA3 ¥58,500
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3754RA4  ¥13,700
AT-QSFP28LR4（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3757RA0  ¥42,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3757RA3 ¥180,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3757RA4  ¥42,000
AT-QSFPSR4（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3442RA0  ¥15,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3442RA3 ¥75,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3442RA4 ¥15,000
AT-QSFPLR4（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3443RA0  ¥60,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3443RA3 ¥300,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3443RA4 ¥60,000
AT-QSFPER4（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3880RA0 ¥133,000 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3880RA3 ¥570,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3880RA4 ¥133,000 
AT-SP10T（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3571RA0 ¥6,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3571RA3 ¥26,700
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3571RA4 ¥6,300
AT-SP10SR（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0766RA0 ¥4,200 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0766RA3 ¥18,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0766RA4 ¥4,200 
デリ6（平日9〜17時） 0766RB4 ¥17,500
デリ6（24時間365日） 0766RC4 ¥21,800
デリ2（平日9〜17時） 0766RD4 ¥28,400
デリ2（24時間365日） 0766RF4 ¥34,900

AT-SP10LR（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0767RA0 ¥11,900 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0767RA3 ¥51,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0767RA4 ¥11,900 
デリ6（平日9〜17時） 0767RB4 ¥39,500
デリ6（24時間365日） 0767RC4 ¥49,300
デリ2（平日9〜17時） 0767RD4 ¥64,100
デリ2（24時間365日） 0767RF4 ¥78,900

AT-SP10ZR80/I（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3444RA0 ¥29,100 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3444RA3 ¥124,500 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3444RA4 ¥29,100 
AT-SP10TW1（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0768RA0 ¥2,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0768RA3 ¥7,200

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0768RA4 ¥2,400
デリ6（平日9〜17時） 0768RB4 ¥1,900
デリ6（24時間365日） 0768RC4 ¥2,400
デリ2（平日9〜17時） 0768RD4 ¥3,100
デリ2（24時間365日） 0768RF4 ¥4,000

AT-SP10TW3（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0769RA0 ¥2,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0769RA3 ¥9,700

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0769RA4 ¥2,500
デリ6（平日9〜17時） 0769RB4 ¥2,600
デリ6（24時間365日） 0769RC4 ¥3,200
デリ2（平日9〜17時） 0769RD4 ¥4,200
デリ2（24時間365日） 0769RF4 ¥5,200

AT-SP10TW7（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0770RA0 ¥3,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0770RA3 ¥13,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0770RA4 ¥3,600
デリ6（平日9〜17時） 0770RB4 ¥3,700
デリ6（24時間365日） 0770RC4 ¥4,700
デリ2（平日9〜17時） 0770RD4 ¥6,100
デリ2（24時間365日） 0770RF4 ¥7,400

AT-SPTXa（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1430RA0 ¥2,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1430RA3 ¥10,600

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1430RA4 ¥2,500
デリ6（平日9〜17時） 1430RB4 ¥4,300
デリ6（24時間365日） 1430RC4 ¥7,100
デリ2（平日9〜17時） 1430RD4 ¥9,200
デリ2（24時間365日） 1430RF4 ¥11,300

AT-SPSX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0122RA0 ¥2,200 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0122RA3 ¥9,200 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0122RA4 ¥2,200 
デリ6（平日9〜17時） 0122RB4 ¥4,300
デリ6（24時間365日） 0122RC4 ¥5,700
デリ2（平日9〜17時） 0122RD4 ¥9,200
デリ2（24時間365日） 0122RF4 ¥11,300

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-SPSX2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0523RA0 ¥3,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0523RA3 ¥14,700 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0523RA4 ¥3,500
デリ6（平日9〜17時） 0523RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0523RC4 ¥11,300
デリ2（平日9〜17時） 0523RD4 ¥18,400
デリ2（24時間365日） 0523RF4 ¥22,600

AT-SPLX10（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0123RA0 ¥5,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0123RA3 ¥23,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0123RA4 ¥5,500
デリ6（平日9〜17時） 0123RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0123RC4 ¥11,300
デリ2（平日9〜17時） 0123RD4 ¥18,400
デリ2（24時間365日） 0123RF4 ¥22,600

AT-SPLX10/I 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3685RA0 ¥10,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3685RA3 ¥44,700
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3685RA4 ¥10,500
AT-SPLX40（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0124RA0 ¥10,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0124RA3 ¥45,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0124RA4 ¥10,500 
デリ6（平日9〜17時） 0124RB4 ¥31,600
デリ6（24時間365日） 0124RC4 ¥42,100
デリ2（平日9〜17時） 0124RD4 ¥68,400
デリ2（24時間365日） 0124RF4 ¥84,200

AT-SPZX80（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0125RA0 ¥16,800 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0125RA3 ¥72,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0125RA4 ¥16,800 
デリ6（平日9〜17時） 0125RB4 ¥41,500
デリ6（24時間365日） 0125RC4 ¥55,300
デリ2（平日9〜17時） 0125RD4 ¥89,900
デリ2（24時間365日） 0125RF4 ¥110,600

AT-SPZX120/I（RoHS） ●
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3881RA0 ¥63,000 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3881RA3 ¥270,000 
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3881RA4 ¥63,000 
AT-SPBDM-A（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0519RA0 ¥3,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0519RA3 ¥14,700 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0519RA4 ¥3,500 
デリ6（平日9〜17時） 0519RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0519RC4 ¥11,300
デリ2（平日9〜17時） 0519RD4 ¥18,400
デリ2（24時間365日） 0519RF4 ¥22,600

AT-SPBDM-B（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0520RA0 ¥3,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0520RA3 ¥14,700 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0520RA4 ¥3,500 
デリ6（平日9〜17時） 0520RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0520RC4 ¥11,300
デリ2（平日9〜17時） 0520RD4 ¥18,400
デリ2（24時間365日） 0520RF4 ¥22,600

AT-SPBD10-13（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0704RA0 ¥5,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0704RA3 ¥23,300 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0704RA4 ¥5,500 
デリ6（平日9〜17時） 0704RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0704RC4 ¥12,200
デリ2（平日9〜17時） 0704RD4 ¥19,800
デリ2（24時間365日） 0704RF4 ¥24,300

AT-SPBD10-14（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0705RA0 ¥5,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0705RA3 ¥23,300 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0705RA4 ¥5,500 
デリ6（平日9〜17時） 0705RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0705RC4 ¥12,200
デリ2（平日9〜17時） 0705RD4 ¥19,800
デリ2（24時間365日） 0705RF4 ¥24,300

AT-SPBD40-13/I（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1071RA0 ¥10,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1071RA3 ¥45,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1071RA4 ¥10,500 
デリ6（平日9〜17時） 1071RB4 ¥28,300
デリ6（24時間365日） 1071RC4 ¥37,700
デリ2（平日9〜17時） 1071RD4 ¥61,300
デリ2（24時間365日） 1071RF4 ¥75,400
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※表記価格は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載のない製品につきましてはお問い合わせください（サポートチケット対象外の製品もございますのであらかじめご了承ください）。
※表記価格は標準価格（税抜）です。

※製品名は「CentreCOM」を省略しています。

●：新製品

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-SPBD40-14/I（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1072RA0 ¥10,500 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1072RA3 ¥45,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 1072RA4 ¥10,500 
デリ6（平日9〜17時） 1072RB4 ¥28,300
デリ6（24時間365日） 1072RC4 ¥37,700
デリ2（平日9〜17時） 1072RD4 ¥61,300
デリ2（24時間365日） 1072RF4 ¥75,400

AT-SPBD80-A（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0521RA0 ¥16,800 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0521RA3 ¥72,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0521RA4 ¥16,800 
デリ6（平日9〜17時） 0521RB4 ¥64,700
デリ6（24時間365日） 0521RC4 ¥86,300
デリ2（平日9〜17時） 0521RD4 ¥140,200
デリ2（24時間365日） 0521RF4 ¥172,500

AT-SPBD80-B（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0522RA0 ¥16,800 
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0522RA3 ¥72,000 

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0522RA4 ¥16,800 
デリ6（平日9〜17時） 0522RB4 ¥64,700
デリ6（24時間365日） 0522RC4 ¥86,300
デリ2（平日9〜17時） 0522RD4 ¥140,200
デリ2（24時間365日） 0522RF4 ¥172,500

AT-SPFX/2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0621RA0 ¥3,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0621RA3 ¥12,800

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0621RA4 ¥3,000
デリ6（平日9〜17時） 0621RB4 ¥4,700
デリ6（24時間365日） 0621RC4 ¥6,200
デリ2（平日9〜17時） 0621RD4 ¥10,000
デリ2（24時間365日） 0621RF4 ¥12,300

AT-SPFX/15（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0622RA0 ¥6,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0622RA3 ¥26,200

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0622RA4 ¥6,100
デリ6（平日9〜17時） 0622RB4 ¥9,600
デリ6（24時間365日） 0622RC4 ¥12,700
デリ2（平日9〜17時） 0622RD4 ¥20,600
デリ2（24時間365日） 0622RF4 ¥25,400

AT-SPFXBD-LC-13（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0624RA0 ¥6,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0624RA3 ¥25,100

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0624RA4 ¥6,000
デリ6（平日9〜17時） 0624RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0624RC4 ¥12,200
デリ2（平日9〜17時） 0624RD4 ¥19,800
デリ2（24時間365日） 0624RF4 ¥24,300

AT-SPFXBD-LC-15（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0625RA0 ¥6,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0625RA3 ¥25,100

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0625RA4 ¥6,000
デリ6（平日9〜17時） 0625RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0625RC4 ¥12,200
デリ2（平日9〜17時） 0625RD4 ¥19,800
デリ2（24時間365日） 0625RF4 ¥24,300

ルーター
AT-AR4050S（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1627RA0 ¥6,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1627RA3 ¥26,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1627RA4 ¥6,200
AT-AR3050S（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1626RA0 ¥3,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1626RA3 ¥13,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1626RA4 ¥3,100
AT-AR2050V（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1661RA0 ¥2,500
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1661RA3 ¥10,600
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1661RA4 ¥2,500
AT-AR2010V（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 1660RA0 ¥2,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 1660RA3 ¥10,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 1660RA4 ¥2,600
AR570S（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0282RA4 ¥8,900
デリ6（平日9〜17時） 0282RB4 ¥15,200
デリ6（24時間365日） 0282RC4 ¥20,200
デリ2（平日9〜17時） 0282RD4 ¥31,200
デリ2（24時間365日） 0282RF4 ¥38,400

AR560S（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0645RA4 ¥4,800 
デリ6（平日9〜17時） 0645RB4 ¥8,200
デリ6（24時間365日） 0645RC4 ¥11,000
デリ2（平日9〜17時） 0645RD4 ¥16,900
デリ2（24時間365日） 0645RF4 ¥20,800

サポートメニュー コードNo 標準価格
AR550S（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0140RA4 ¥4,500
デリ6（平日9〜17時） 0140RB4 ¥7,700
デリ6（24時間365日） 0140RC4 ¥10,200
デリ2（平日9〜17時） 0140RD4 ¥15,800
デリ2（24時間365日） 0140RF4 ¥19,400

ARX640S（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0728RA4 ¥5,100
デリ6（平日9〜17時） 0728RB4 ¥8,700
デリ6（24時間365日） 0728RC4 ¥11,600
デリ2（平日9〜17時） 0728RD4 ¥17,900
デリ2（24時間365日） 0728RF4 ¥22,000

AR415S（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0195RA0 ¥2,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0195RA3 ¥9,900

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0195RA4 ¥2,300
デリ6（平日9〜17時） 0195RB4 ¥4,200
デリ6（24時間365日） 0195RC4 ¥5,600
デリ2（平日9〜17時） 0195RD4 ¥8,600
デリ2（24時間365日） 0195RF4 ¥10,600

AR260S V2（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0059RA0 ¥1,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0059RA3 ¥5,400

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0059RA4 ¥1,300
デリ6（平日9〜17時） 0059RB4 ¥2,500
デリ6（24時間365日） 0059RC4 ¥3,300
デリ2（平日9〜17時） 0059RD4 ¥5,000
デリ2（24時間365日） 0059RF4 ¥6,200

AR020（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0159RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0159RA3 ¥3,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0159RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0159RB4 ¥11,300
デリ6（24時間365日） 0159RC4 ¥14,100
デリ2（平日9〜17時） 0159RD4 ¥18,400
デリ2（24時間365日） 0159RF4 ¥22,600

AR021 V3（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0333RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0333RA3 ¥2,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0333RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0333RB4 ¥3,600
デリ6（24時間365日） 0333RC4 ¥4,400
デリ2（平日9〜17時） 0333RD4 ¥5,700
デリ2（24時間365日） 0333RF4 ¥7,100

フィーチャーライセンス（スイッチ/ルーター）
AT-FL-02-B

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00359A4 ¥5,100
デリ6（平日9〜17時） 00359B4 ¥6,500
デリ6（24時間365日） 00359C4 ¥8,100
デリ2（平日9〜17時） 00359D4 ¥10,500
デリ2（24時間365日） 00359F4 ¥13,000

AT-FL-03-B

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00360A4 ¥10,800
デリ6（平日9〜17時） 00360B4 ¥13,700
デリ6（24時間365日） 00360C4 ¥17,100
デリ2（平日9〜17時） 00360D4 ¥22,300
デリ2（24時間365日） 00360F4 ¥27,400

AT-FL-04-B

更新（1年）

デリ6（平日9〜17時） 00361A4 ¥2,000 
デリ6（平日9〜17時） 00361B4 ¥4,600
デリ6（24時間365日） 00361C4 ¥5,700
デリ2（平日9〜17時） 00361D4 ¥7,400
デリ2（24時間365日） 00361F4 ¥9,100

AT-FL-05-B

更新（1年）

デリ6（平日9〜17時） 00362A4 ¥2,000 
デリ6（平日9〜17時） 00362B4 ¥4,600
デリ6（24時間365日） 00362C4 ¥5,700
デリ2（平日9〜17時） 00362D4 ¥7,400
デリ2（24時間365日） 00362F4 ¥9,100

AT-FL-06-B

更新（1年）

デリ6（平日9〜17時） 00363A4 ¥1,000 
デリ6（平日9〜17時） 00363B4 ¥1,900
デリ6（24時間365日） 00363C4 ¥2,300
デリ2（平日9〜17時） 00363D4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 00363F4 ¥4,000

AT-FL-08-B
1年 デリスタ（平日9〜17時） 00364A0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 00364A3 ¥2,500

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00364A4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 00364B4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 00364C4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 00364D4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 00364F4 ¥4,000

サポートメニュー コードNo 標準価格
AT-FL-13-B

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00365A4 ¥4,200
デリ6（平日9〜17時） 00365B4 ¥4,400
デリ6（24時間365日） 00365C4 ¥5,500
デリ2（平日9〜17時） 00365D4 ¥7,200
デリ2（24時間365日） 00365F4 ¥8,800

AT-FL-15-B

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00366A4 ¥1,200
デリ6（平日9〜17時） 00366B4 ¥2,700
デリ6（24時間365日） 00366C4 ¥3,300
デリ2（平日9〜17時） 00366D4 ¥4,300
デリ2（24時間365日） 00366F4 ¥5,300

AT-FL-20-B

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00577A4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 00577B4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 00577C4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 00577D4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 00577F4 ¥4,000

メディアコンバーター
AT-DMC1000/ST（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3331RA0 ¥1,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3331RA3 ¥7,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3331RA4 ¥1,700
AT-DMC1000/SC（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3332RA0 ¥1,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3332RA3 ¥7,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3332RA4 ¥1,700
AT-DMC1000/LC（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3339RA0 ¥1,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3339RA3 ¥7,200
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3339RA4 ¥1,700
AT-DMC100/ST（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3573RA0 ¥1,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3573RA3 ¥6,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3573RA4 ¥1,400
AT-DMC100/SC（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3572RA0 ¥1,400
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3572RA3 ¥6,000
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3572RA4 ¥1,400
AT-DMC100/LC（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3574RA0 ¥1,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3574RA3 ¥5,300
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3574RA4 ¥1,300
AT-MMC2000/ST（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3447RA0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3447RA3 ¥8,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3447RA4 ¥2,100
AT-MMC2000/SC（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3448RA0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3448RA3 ¥8,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3448RA4 ¥2,100
AT-MMC2000/LC（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3533RA0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3533RA3 ¥8,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3533RA4 ¥2,100
AT-MMC2000/SP（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3534RA0 ¥2,100
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3534RA3 ¥8,900
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3534RA4 ¥2,100
AT-MMC200/ST（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3576RA0 ¥1,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3576RA3 ¥6,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3576RA4 ¥1,600
AT-MMC200/SC（RoHS） 
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3575RA0 ¥1,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3575RA3 ¥6,800
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3575RA4 ¥1,600
AT-MMCR18（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3765RA0 ¥7,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3765RA3 ¥29,700
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3765RA4 ¥7,000 
AT-MMCR-FAN（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3767RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3767RA3 ¥4,100
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3767RA4 ¥1,000
AT-MMCR-PWR-AC-70（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3766RA0 ¥1,000
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3766RA3 ¥3,600
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3766RA4 ¥1,000
AT-MMCR-PWR-DC-80（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 3768RA0 ¥3,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 3768RA3 ¥13,400
更新（1年） デリスタ（平日9〜17時） 3768RA4 ¥3,200

Price List
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サポートチケット（デリバリーサービス）
サポートメニュー コードNo 標準価格

AT-MC606（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0115RA0 ¥1,800
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0115RA3 ¥7,800

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0115RA4 ¥1,800
デリ6（平日9〜17時） 0115RB4 ¥2,900
デリ6（24時間365日） 0115RC4 ¥3,800
デリ2（平日9〜17時） 0115RD4 ¥6,200
デリ2（24時間365日） 0115RF4 ¥7,600

LMC101（RoHS）

更新（1年）

デリ6（平日9〜17時） 0010RA4 ¥2,700 
デリ6（平日9〜17時） 0010RB4 ¥4,700
デリ6（24時間365日） 0010RC4 ¥6,200
デリ2（平日9〜17時） 0010RD4 ¥10,000
デリ2（24時間365日） 0010RF4 ¥12,300

LMC102（RoHS）

更新（1年）

デリ6（平日9〜17時） 0011RA4 ¥2,700 
デリ6（平日9〜17時） 0011RB4 ¥4,700
デリ6（24時間365日） 0011RC4 ¥6,200
デリ2（平日9〜17時） 0011RD4 ¥10,000
デリ2（24時間365日） 0011RF4 ¥12,300

LMC103（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0012RA4 ¥5,600
デリ6（平日9〜17時） 0012RB4 ¥9,600
デリ6（24時間365日） 0012RC4 ¥12,700
デリ2（平日9〜17時） 0012RD4 ¥20,600
デリ2（24時間365日） 0012RF4 ¥25,400

LMC103LH（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0013RA4 ¥8,700
デリ6（平日9〜17時） 0013RB4 ¥14,800
デリ6（24時間365日） 0013RC4 ¥19,800
デリ2（平日9〜17時） 0013RD4 ¥32,100
デリ2（24時間365日） 0013RF4 ¥39,500

LMC111（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0415RA0 ¥2,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0415RA3 ¥11,600

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0415RA4 ¥2,700
デリ6（平日9〜17時） 0415RB4 ¥4,800
デリ6（24時間365日） 0415RC4 ¥6,400
デリ2（平日9〜17時） 0415RD4 ¥10,300
デリ2（24時間365日） 0415RF4 ¥12,700

LMC112（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0416RA0 ¥2,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0416RA3 ¥11,600

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0416RA4 ¥2,700
デリ6（平日9〜17時） 0416RB4 ¥4,800
デリ6（24時間365日） 0416RC4 ¥6,400
デリ2（平日9〜17時） 0416RD4 ¥10,300
デリ2（24時間365日） 0416RF4 ¥12,700

LMC113（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0417RA0 ¥5,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0417RA3 ¥23,700

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0417RA4 ¥5,600
デリ6（平日9〜17時） 0417RB4 ¥9,800
デリ6（24時間365日） 0417RC4 ¥13,100
デリ2（平日9〜17時） 0417RD4 ¥21,200
デリ2（24時間365日） 0417RF4 ¥26,100

MMC201A（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0020RA0 ¥5,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0020RA3 ¥22,600

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0020RA4 ¥5,300
デリ6（平日9〜17時） 0020RB4 ¥10,300
デリ6（24時間365日） 0020RC4 ¥13,700
デリ2（平日9〜17時） 0020RD4 ¥22,200
デリ2（24時間365日） 0020RF4 ¥27,300

MMC201B（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0021RA0 ¥5,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0021RA3 ¥22,600

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0021RA4 ¥5,300
デリ6（平日9〜17時） 0021RB4 ¥10,300
デリ6（24時間365日） 0021RC4 ¥13,700
デリ2（平日9〜17時） 0021RD4 ¥22,200
デリ2（24時間365日） 0021RF4 ¥27,300

MMC202A（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0018RA0 ¥9,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0018RA3 ¥40,900

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0018RA4 ¥9,600
デリ6（平日9〜17時） 0018RB4 ¥16,900
デリ6（24時間365日） 0018RC4 ¥22,500
デリ2（平日9〜17時） 0018RD4 ¥36,500
デリ2（24時間365日） 0018RF4 ¥44,900

サポートメニュー コードNo 標準価格
MMC202B（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0019RA0 ¥9,600
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0019RA3 ¥40,900

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0019RA4 ¥9,600
デリ6（平日9〜17時） 0019RB4 ¥16,900
デリ6（24時間365日） 0019RC4 ¥22,500
デリ2（平日9〜17時） 0019RD4 ¥36,500
デリ2（24時間365日） 0019RF4 ¥44,900

AT-MCF2000（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0363RA4 ¥10,600
デリ6（平日9〜17時） 0363RB4 ¥16,400
デリ6（24時間365日） 0363RC4 ¥21,900
デリ2（平日9〜17時） 0363RD4 ¥35,500
デリ2（24時間365日） 0363RF4 ¥43,700

AT-MCF2000AC（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0388RA4 ¥8,500
デリ6（平日9〜17時） 0388RB4 ¥13,100
デリ6（24時間365日） 0388RC4 ¥17,500
デリ2（平日9〜17時） 0388RD4 ¥28,400
デリ2（24時間365日） 0388RF4 ¥34,900

AT-MCF2000M（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0535RA4 ¥7,200
デリ6（平日9〜17時） 0535RB4 ¥11,100
デリ6（24時間365日） 0535RC4 ¥14,800
デリ2（平日9〜17時） 0535RD4 ¥24,100
デリ2（24時間365日） 0535RF4 ¥29,600

AT-MCF2032SP（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0986RA4 ¥38,100
デリ6（平日9〜17時） 0986RB4 ¥59,300
デリ6（24時間365日） 0986RC4 ¥79,100
デリ2（平日9〜17時） 0986RD4 ¥128,500
デリ2（24時間365日） 0986RF4 ¥158,100

AT-MCF2KFAN（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0711RA4 ¥7,200
デリ6（平日9〜17時） 0711RB4 ¥11,100
デリ6（24時間365日） 0711RC4 ¥14,800
デリ2（平日9〜17時） 0711RD4 ¥24,100
デリ2（24時間365日） 0711RF4 ¥29,600

AT-GS2002/SP（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0330RA0 ¥1,300
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0330RA3 ¥5,300

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0330RA4 ¥1,300
デリ6（平日9〜17時） 0330RB4 ¥6,000
デリ6（24時間365日） 0330RC4 ¥7,500
デリ2（平日9〜17時） 0330RD4 ¥9,800
デリ2（24時間365日） 0330RF4 ¥12,000

MC1004（RoHS）

更新（1年）

デリ6（平日9〜17時） 0566RA4 ¥1,700 
デリ6（平日9〜17時） 0566RB4 ¥7,200
デリ6（24時間365日） 0566RC4 ¥9,600
デリ2（平日9〜17時） 0566RD4 ¥15,500
デリ2（24時間365日） 0566RF4 ¥19,100

MC1008/GB（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0810RA4 ¥1,100
デリ6（平日9〜17時） 0810RB4 ¥5,300
デリ6（24時間365日） 0810RC4 ¥7,100
デリ2（平日9〜17時） 0810RD4 ¥11,500
デリ2（24時間365日） 0810RF4 ¥14,100

MC1008/SP（RoHS）

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0811RA4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 0811RB4 ¥3,000
デリ6（24時間365日） 0811RC4 ¥3,900
デリ2（平日9〜17時） 0811RD4 ¥6,300
デリ2（24時間365日） 0811RF4 ¥7,800

MCR12（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0569RA0 ¥1,200
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0569RA3 ¥5,100

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0569RA4 ¥1,200
デリ6（平日9〜17時） 0569RB4 ¥3,100
デリ6（24時間365日） 0569RC4 ¥3,900
デリ2（平日9〜17時） 0569RD4 ¥5,100
デリ2（24時間365日） 0569RF4 ¥6,200

PWR4（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0570RA0 ¥1,900
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0570RA3 ¥8,000

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0570RA4 ¥1,900
デリ6（平日9〜17時） 0570RB4 ¥4,900
デリ6（24時間365日） 0570RC4 ¥6,100
デリ2（平日9〜17時） 0570RD4 ¥7,900
デリ2（24時間365日） 0570RF4 ¥9,700

サポートメニュー コードNo 標準価格
トランシーバー
MX10

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） T0006A4 ¥1,100
デリ6（平日9〜17時） T0006B4 ¥1,800
デリ6（24時間365日） T0006C4 ¥2,200
デリ2（平日9〜17時） T0006D4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） T0006F4 ¥4,000

MX10S

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） T0586A4 ¥1,100
デリ6（平日9〜17時） T0586B4 ¥1,800
デリ6（24時間365日） T0586C4 ¥2,200
デリ2（平日9〜17時） T0586D4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） T0586F4 ¥4,000

210TS

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） R0535A4 ¥3,300
デリ6（平日9〜17時） R0535B4 ¥2,400
デリ6（24時間365日） R0535C4 ¥3,000
デリ2（平日9〜17時） R0535D4 ¥3,900
デリ2（24時間365日） R0535F4 ¥4,800

LANアダプター
LA100-PCI-T V3

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 75102A4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 75102B4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 75102C4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 75102D4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 75102F4 ¥4,000

VDSL
VX502EX

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 00355A4 ¥1,000
デリ6（平日9〜17時） 00355B4 ¥1,500
デリ6（24時間365日） 00355C4 ¥2,000
デリ2（平日9〜17時） 00355D4 ¥3,000
デリ2（24時間365日） 00355F4 ¥4,000

HUB
MR820TRX（RoHS）
1年 デリスタ（平日9〜17時） 0788RA0 ¥4,700
5年 デリスタ（平日9〜17時） 0788RA3 ¥20,700

更新（1年）

デリスタ（平日9〜17時） 0788RA4 ¥4,700
デリ6（平日9〜17時） 0788RB4 ¥4,000
デリ6（24時間365日） 0788RC4 ¥5,000
デリ2（平日9〜17時） 0788RD4 ¥6,500
デリ2（24時間365日） 0788RF4 ¥7,900

Price List
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サポートチケット（オンサイトサービス更新用）
※製品名は「CentreCOM」を省略しています。

※表記価格は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載のない製品につきましてはお問い合わせください（サポートチケット対象外の製品もございますのであらかじめご了承ください）。
※表記価格は標準価格（税抜）です。

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
x900シリーズ
AT-PWR01-70（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0137RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0137RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0137RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0137RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0137RK4 ￥80,000 
AT-FAN01（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0139RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0139RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0139RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0139RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0139RK4 ￥80,000 
x510シリーズ
AT-x510-52GPX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1022RG4 ￥55,300 
オン6（平日9〜17時） 1022RH4 ￥92,100 
オン6（24時間365日） 1022RI4 ￥110,500 
オン2（平日9〜17時） 1022RJ4 ￥135,100 
オン2（24時間365日） 1022RK4 ￥159,600 
AT-x510-28GPX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1021RG4 ￥35,500 
オン6（平日9〜17時） 1021RH4 ￥59,100 
オン6（24時間365日） 1021RI4 ￥70,900 
オン2（平日9〜17時） 1021RJ4 ￥86,700 
オン2（24時間365日） 1021RK4 ￥102,400 
AT-x510-28GSX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1023RG4 ￥59,300 
オン6（平日9〜17時） 1023RH4 ￥98,700 
オン6（24時間365日） 1023RI4 ￥118,500 
オン2（平日9〜17時） 1023RJ4 ￥144,800 
オン2（24時間365日） 1023RK4 ￥171,100 
AT-x510-52GTX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1020RG4 ￥49,400 
オン6（平日9〜17時） 1020RH4 ￥82,200 
オン6（24時間365日） 1020RI4 ￥98,700 
オン2（平日9〜17時） 1020RJ4 ￥120,600 
オン2（24時間365日） 1020RK4 ￥142,500 
AT-x510-28GTX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1019RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1019RH4 ￥49,200 
オン6（24時間365日） 1019RI4 ￥59,100 
オン2（平日9〜17時） 1019RJ4 ￥72,200 
オン2（24時間365日） 1019RK4 ￥85,300 
AT-x510DP-52GTX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1291RG4 ￥49,400 
オン6（平日9〜17時） 1291RH4 ￥82,200 
オン6（24時間365日） 1291RI4 ￥98,700 
オン2（平日9〜17時） 1291RJ4 ￥120,600 
オン2（24時間365日） 1291RK4 ￥142,500 
AT-x510DP-28GTX（RoHS） 
オンスタ（平日9〜17時） 1736RG4 ¥35,500 
オン6（平日9〜17時） 1736RH4 ¥59,100 
オン6（24時間365日） 1736RI4 ¥70,900 
オン2（平日9〜17時） 1736RJ4 ¥86,700 
オン2（24時間365日） 1736RK4 ¥102,400 
AT-StackOP/0.3（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1044RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1044RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 1044RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1044RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 1044RK4 ￥80,000 
AT-StackOP/9.0（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1045RG4 ￥44,400 
オン6（平日9〜17時） 1045RH4 ￥74,000 
オン6（24時間365日） 1045RI4 ￥88,800 
オン2（平日9〜17時） 1045RJ4 ￥108,500 
オン2（24時間365日） 1045RK4 ￥128,200 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-StackXS/1.0（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1051RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1051RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 1051RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1051RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 1051RK4 ￥80,000 
AT-x510-FL01
オンスタ（平日9〜17時） 00591G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00591H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00591I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00591J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00591K4 ￥80,000 
x310シリーズ
AT-x310-50FP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1510RG4 ¥36,000 
オン6（平日9〜17時） 1510RH4 ¥60,000 
オン6（24時間365日） 1510RI4 ¥72,000 
オン2（平日9〜17時） 1510RJ4 ¥88,000 
オン2（24時間365日） 1510RK4 ¥104,000 
AT-x310-26FP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1428RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1428RH4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 1428RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1428RJ4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 1428RK4 ¥80,000 
AT-x310-50FT（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1427RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1427RH4 ¥45,000 
オン6（24時間365日） 1427RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1427RJ4 ¥66,000 
オン2（24時間365日） 1427RK4 ¥80,000 
AT-x310-26FT（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1426RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1426RH4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 1426RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1426RJ4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 1426RK4 ¥80,000 
AT-x310-FL03
オンスタ（平日9〜17時） 01270G4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 01270H4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 01270I4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 01270J4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 01270K4 ¥80,000 
x230シリーズ
AT-x230-18GP（RoHS） 
オンスタ（平日9〜17時） 1437RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1437RH4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 1437RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1437RJ4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 1437RK4 ¥80,000 
AT-x230-10GP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1436RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1436RH4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 1436RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1436RJ4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 1436RK4 ¥80,000 
AT-x230-FL03
オンスタ（平日9〜17時） 01269G4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 01269H4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 01269I4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 01269J4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 01269K4 ¥80,000 
x200/x210シリーズ
AT-x200-GE-52T（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0739RG4 ￥38,500 
オン6（平日9〜17時） 0739RH4 ￥64,100 
オン6（24時間365日） 0739RI4 ￥76,900 
オン2（平日9〜17時） 0739RJ4 ￥93,900 
オン2（24時間365日） 0739RK4 ￥111,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-x200-GE-28T（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0740RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0740RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0740RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0740RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0740RK4 ￥80,000 
AT-x200-GE-FL03
オンスタ（平日9〜17時） 00489G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00489H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00489I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00489J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00489K4 ￥80,000 
AT-x210-24GT（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0823RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0823RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0823RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0823RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0823RK4 ￥80,000 
AT-x210-16GT（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0822RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0822RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0822RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0822RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0822RK4 ￥80,000 
AT-x210-9GT（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0821RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0821RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0821RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0821RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0821RK4 ￥80,000 
AT-x210-GT-FL03
オンスタ（平日9〜17時） 00490G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00490H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00490I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00490J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00490K4 ￥80,000 
ディストリビューション・スイッチ
8724SL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0135RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0135RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0135RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0135RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0135RK4 ￥80,000 
AT-G8T（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0078RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0078RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0078RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0078RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0078RK4 ￥80,000 
AT-G8SX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0077RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0077RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0077RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0077RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0077RK4 ￥80,000 
AT-G8LX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0076RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0076RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0076RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0076RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0076RK4 ￥80,000 
AT-G9ZX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0079RG4 ￥63,400 
オン6（平日9〜17時） 0079RH4 ￥105,600 
オン6（24時間365日） 0079RI4 ￥126,800 
オン2（平日9〜17時） 0079RJ4 ￥154,900 
オン2（24時間365日） 0079RK4 ￥183,100 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
9408LC/SP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0090RG4 ￥48,400 
オン6（平日9〜17時） 0090RH4 ￥80,600 
オン6（24時間365日） 0090RI4 ￥96,700 
オン2（平日9〜17時） 0090RJ4 ￥118,100 
オン2（24時間365日） 0090RK4 ￥139,600 
8424TX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0111RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0111RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0111RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0111RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0111RK4 ￥80,000 
8324XL（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0002RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0002RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0002RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0002RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0002RK4 ￥80,000 
8316XL（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0022RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0022RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0022RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0022RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0022RK4 ￥80,000 
AT-A50（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0004RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0004RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0004RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0004RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0004RK4 ￥80,000 
AT-A51（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0005RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0005RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0005RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0005RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0005RK4 ￥80,000 
AT-A53（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0006RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0006RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0006RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0006RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0006RK4 ￥80,000 
AT-FAN02（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0001RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0001RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0001RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0001RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0001RK4 ￥80,000 
RPS3204（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0092RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0092RH4 ￥50,200 
オン6（24時間365日） 0092RI4 ￥60,200 
オン2（平日9〜17時） 0092RJ4 ￥73,600 
オン2（24時間365日） 0092RK4 ￥87,000 
PWR3202（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0161RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0161RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0161RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0161RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0161RK4 ￥80,000 
インテリジェント・エッジ・スイッチ
GS908M V2-4PS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0714RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0714RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0714RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0714RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0714RK4 ￥80,000 

Price List
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サポートチケット（オンサイトサービス更新用）
サポートメニュー

更新（1年）
コードNo 標準価格

GS924M V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0526RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0526RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0526RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0526RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0526RK4 ￥80,000 
GS916M V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0525RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0525RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0525RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0525RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0525RK4 ￥80,000 
GS908M V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0524RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0524RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0524RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0524RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0524RK4 ￥80,000 
FS926M-PS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0051RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0051RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0051RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0051RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0051RK4 ￥80,000 
FS917M-PS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0050RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0050RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0050RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0050RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0050RK4 ￥80,000 
FS909M-PS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0049RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0049RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0049RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0049RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0049RK4 ￥80,000 
FS926M（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0048RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0048RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0048RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0048RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0048RK4 ￥80,000 
FS917M（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0047RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0047RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0047RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0047RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0047RK4 ￥80,000 
FS909M（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0046RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0046RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0046RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0046RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0046RK4 ￥80,000 
FS816M（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0267RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0267RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0267RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0267RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0267RK4 ￥80,000 
FS808M V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1338RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1338RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 1338RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1338RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 1338RK4 ￥80,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
エッジ・スイッチ
GS908SS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0349RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0349RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0349RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0349RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0349RK4 ￥80,000 
GS908S-TP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0426RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0426RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0426RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0426RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0426RK4 ￥80,000 
FS917S（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0294RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0294RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0294RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0294RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0294RK4 ￥80,000 
FS816S（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0331RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0331RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0331RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0331RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0331RK4 ￥80,000 
FS808TP V1（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0014RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0014RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0014RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0014RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0014RK4 ￥80,000 
GS924XL（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0371RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0371RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0371RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0371RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0371RK4 ￥80,000 
GS924XL-F（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0516RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0516RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0516RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0516RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0516RK4 ￥80,000 
GS916XL（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0370RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0370RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0370RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0370RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0370RK4 ￥80,000 
GS916XL-F（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0515RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0515RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0515RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0515RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0515RK4 ￥80,000 
GS908XL（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0369RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0369RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0369RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0369RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0369RK4 ￥80,000 
AT-GS900/8PS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0799RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0799RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0799RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0799RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0799RK4 ￥80,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
GS924L V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0511RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0511RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0511RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0511RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0511RK4 ￥80,000 
GS916L V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0510RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0510RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0510RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0510RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0510RK4 ￥80,000 
GS908L V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0509RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0509RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0509RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0509RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0509RK4 ￥80,000 
GS905L V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0588RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0588RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0588RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0588RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0588RK4 ￥80,000 
GS908E V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0589RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0589RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0589RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0589RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0589RK4 ￥80,000 
GS908TPL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0590RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0590RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0590RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0590RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0590RK4 ￥80,000 
FS724TX V3（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0251RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0251RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0251RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0251RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0251RK4 ￥80,000 
FS716TX V3（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0250RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0250RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0250RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0250RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0250RK4 ￥80,000 
FS708XL V3（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0253RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0253RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0253RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0253RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0253RK4 ￥80,000 
FS908TL-PS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0626RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0626RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0626RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0626RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0626RK4 ￥80,000 
FS724TL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0587RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0587RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0587RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0587RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0587RK4 ￥80,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
FS716TL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0586RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0586RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0586RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0586RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0586RK4 ￥80,000 
FS708TL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0585RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0585RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0585RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0585RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0585RK4 ￥80,000 
FS705TX V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0419RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0419RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0419RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0419RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0419RK4 ￥80,000 
FS705EX V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0420RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0420RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0420RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0420RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0420RK4 ￥80,000 
FS716EL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0772RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0772RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0772RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0772RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0772RK4 ￥80,000 
FS708EL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0771RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0771RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0771RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0771RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0771RK4 ￥80,000 
FS708TPL-PS（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0328RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0328RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0328RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0328RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0328RK4 ￥80,000 
FS708TPL V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0252RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0252RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0252RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0252RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0252RK4 ￥80,000 
産業用スイッチ
IA810M（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0724RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0724RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0724RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0724RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0724RK4 ￥80,000 
IA708C（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0808RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0808RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0808RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0808RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0808RK4 ￥80,000 
IA-FL-01
オンスタ（平日9〜17時） 90738G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 90738H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 90738I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 90738J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 90738K4 ￥80,000 

Price List
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※表記価格は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載のない製品につきましてはお問い合わせください（サポートチケット対象外の製品もございますのであらかじめご了承ください）。
※表記価格は標準価格（税抜）です。

※製品名は「CentreCOM」を省略しています。

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
無線LANアクセスポイント
AT-TQ4600（RoHS） 
オンスタ（平日9〜17時） 1509RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1509RH4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 1509RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1509RJ4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 1509RK4 ¥80,000 
AT-TQ4400（RoHS） 
オンスタ（平日9〜17時） 1551RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1551RH4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 1551RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1551RJ4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 1551RK4 ¥80,000 
AT-TQ3600（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1024RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1024RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 1024RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1024RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 1024RK4 ￥80,000 
AT-TQ2450（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0647RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0647RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0647RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0647RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0647RK4 ￥80,000 
AT-TQ2403EX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0773RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0773RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0773RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0773RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0773RK4 ￥80,000 
AT-TQ2403（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0442RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0442RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0442RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0442RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0442RK4 ￥80,000 
SFP+/SFPモジュール
AT-SP10SR（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0766RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0766RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0766RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0766RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0766RK4 ￥80,000 
AT-SP10LR（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0767RG4 ￥44,400 
オン6（平日9〜17時） 0767RH4 ￥74,000 
オン6（24時間365日） 0767RI4 ￥88,800 
オン2（平日9〜17時） 0767RJ4 ￥108,500 
オン2（24時間365日） 0767RK4 ￥128,200 
AT-SP10TW1（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0768RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0768RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0768RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0768RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0768RK4 ￥80,000 
AT-SP10TW3（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0769RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0769RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0769RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0769RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0769RK4 ￥80,000 
AT-SP10TW7（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0770RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0770RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0770RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0770RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0770RK4 ￥80,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-SPTXa（RoHS） 
オンスタ（平日9〜17時） 1430RG4 ¥35,000 
オン6（平日9〜17時） 1430RH4 ¥39,000 
オン6（24時間365日） 1430RI4 ¥58,000 
オン2（平日9〜17時） 1430RJ4 ¥57,000 
オン2（24時間365日） 1430RK4 ¥80,000 
AT-SPSX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0122RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0122RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0122RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0122RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0122RK4 ￥80,000 
AT-SPSX2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0523RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0523RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0523RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0523RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0523RK4 ￥80,000 
AT-SPLX10（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0123RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0123RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0123RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0123RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0123RK4 ￥80,000 
AT-SPLX40（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0124RG4 ￥47,400 
オン6（平日9〜17時） 0124RH4 ￥78,900 
オン6（24時間365日） 0124RI4 ￥94,700 
オン2（平日9〜17時） 0124RJ4 ￥115,700 
オン2（24時間365日） 0124RK4 ￥136,800 
AT-SPZX80（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0125RG4 ￥62,200 
オン6（平日9〜17時） 0125RH4 ￥103,700 
オン6（24時間365日） 0125RI4 ￥124,400 
オン2（平日9〜17時） 0125RJ4 ￥152,000 
オン2（24時間365日） 0125RK4 ￥179,700 
AT-SPBDM-A（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0519RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0519RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0519RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0519RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0519RK4 ￥80,000 
AT-SPBDM-B（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0520RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0520RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0520RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0520RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0520RK4 ￥80,000 
AT-SPBD10-13（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0704RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0704RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0704RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0704RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0704RK4 ￥80,000 
AT-SPBD10-14（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0705RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0705RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0705RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0705RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0705RK4 ￥80,000 
AT-SPBD40-13/I（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1071RG4 ￥42,400 
オン6（平日9〜17時） 1071RH4 ￥70,700 
オン6（24時間365日） 1071RI4 ￥84,800 
オン2（平日9〜17時） 1071RJ4 ￥103,600 
オン2（24時間365日） 1071RK4 ￥122,500 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-SPBD40-14/I（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 1072RG4 ￥42,400 
オン6（平日9〜17時） 1072RH4 ￥70,700 
オン6（24時間365日） 1072RI4 ￥84,800 
オン2（平日9〜17時） 1072RJ4 ￥103,600 
オン2（24時間365日） 1072RK4 ￥122,500 
AT-SPBD80-A（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0521RG4 ￥97,100 
オン6（平日9〜17時） 0521RH4 ￥161,700 
オン6（24時間365日） 0521RI4 ￥194,100 
オン2（平日9〜17時） 0521RJ4 ￥237,200 
オン2（24時間365日） 0521RK4 ￥280,300 
AT-SPBD80-B（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0522RG4 ￥97,100 
オン6（平日9〜17時） 0522RH4 ￥161,700 
オン6（24時間365日） 0522RI4 ￥194,100 
オン2（平日9〜17時） 0522RJ4 ￥237,200 
オン2（24時間365日） 0522RK4 ￥280,300 
AT-SPFX/2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0621RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0621RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0621RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0621RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0621RK4 ￥80,000 
AT-SPFX/15（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0622RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0622RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0622RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0622RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0622RK4 ￥80,000 
AT-SPFXBD-LC-13（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0624RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0624RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0624RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0624RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0624RK4 ￥80,000 
AT-SPFXBD-LC-15（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0625RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0625RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0625RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0625RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0625RK4 ￥80,000 
ルーター
AR570S（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0282RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0282RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0282RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0282RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0282RK4 ￥80,000 
AR560S（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0645RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0645RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0645RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0645RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0645RK4 ￥80,000 
AR550S（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0140RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0140RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0140RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0140RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0140RK4 ￥80,000 
ARX640S（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0728RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0728RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0728RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0728RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0728RK4 ￥80,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AR415S（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0195RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0195RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0195RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0195RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0195RK4 ￥80,000 
AR260S V2（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0059RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0059RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0059RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0059RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0059RK4 ￥80,000 
AR020（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0159RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0159RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0159RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0159RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0159RK4 ￥80,000 
AR021 V3（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0333RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0333RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0333RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0333RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0333RK4 ￥80,000 
フィーチャーライセンス（スイッチ/ルーター）
AT-FL-02-B
オンスタ（平日9〜17時） 00359G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00359H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00359I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00359J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00359K4 ￥80,000 
AT-FL-03-B
オンスタ（平日9〜17時） 00360G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00360H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00360I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00360J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00360K4 ￥80,000 
AT-FL-04-B
オンスタ（平日9〜17時） 00361G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00361H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00361I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00361J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00361K4 ￥80,000 
AT-FL-05-B
オンスタ（平日9〜17時） 00362G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00362H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00362I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00362J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00362K4 ￥80,000 
AT-FL-06-B
オンスタ（平日9〜17時） 00363G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00363H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00363I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00363J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00363K4 ￥80,000 
AT-FL-08-B
オンスタ（平日9〜17時） 00364G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00364H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00364I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00364J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00364K4 ￥80,000 
AT-FL-13-B
オンスタ（平日9〜17時） 00365G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00365H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00365I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00365J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00365K4 ￥80,000 
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サポートチケット（オンサイトサービス更新用）
サポートメニュー

更新（1年）
コードNo 標準価格

AT-FL-15-B
オンスタ（平日9〜17時） 00366G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00366H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00366I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00366J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00366K4 ￥80,000 
AT-FL-20-B
オンスタ（平日9〜17時） 00577G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00577H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00577I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00577J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00577K4 ￥80,000 
メディアコンバーター
AT-MC606（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0115RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0115RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0115RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0115RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0115RK4 ￥80,000 
LMC101（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0010RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0010RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0010RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0010RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0010RK4 ￥80,000 
LMC102（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0011RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0011RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0011RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0011RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0011RK4 ￥80,000 
LMC103（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0012RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0012RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0012RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0012RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0012RK4 ￥80,000 
LMC103LH（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0013RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0013RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0013RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0013RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0013RK4 ￥80,000 
LMC111（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0415RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0415RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0415RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0415RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0415RK4 ￥80,000 
LMC112（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0416RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0416RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0416RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0416RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0416RK4 ￥80,000 
LMC113（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0417RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0417RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0417RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0417RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0417RK4 ￥80,000 
MMC201A（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0020RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0020RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0020RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0020RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0020RK4 ￥80,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
MMC201B（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0021RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0021RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0021RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0021RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0021RK4 ￥80,000 
MMC202A（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0018RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0018RH4 ￥42,100 
オン6（24時間365日） 0018RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0018RJ4 ￥61,800 
オン2（24時間365日） 0018RK4 ￥80,000 
MMC202B（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0019RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0019RH4 ￥42,100 
オン6（24時間365日） 0019RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0019RJ4 ￥61,800 
オン2（24時間365日） 0019RK4 ￥80,000 
AT-MCF2000（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0363RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0363RH4 ￥41,000 
オン6（24時間365日） 0363RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0363RJ4 ￥60,100 
オン2（24時間365日） 0363RK4 ￥80,000 
AT-MCF2000AC（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0388RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0388RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0388RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0388RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0388RK4 ￥80,000 
AT-MCF2000M（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0535RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0535RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0535RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0535RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0535RK4 ￥80,000 
AT-MCF2032SP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0986RG4 ￥89,000 
オン6（平日9〜17時） 0986RH4 ￥148,200 
オン6（24時間365日） 0986RI4 ￥177,900 
オン2（平日9〜17時） 0986RJ4 ￥217,400 
オン2（24時間365日） 0986RK4 ￥256,900 
AT-MCF2KFAN（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0711RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0711RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0711RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0711RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0711RK4 ￥80,000 
AT-GS2002/SP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0330RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0330RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0330RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0330RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0330RK4 ￥80,000 
MC1004（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0566RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0566RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0566RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0566RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0566RK4 ￥80,000 
MC1008/GB（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0810RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0810RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0810RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0810RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0810RK4 ￥80,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
MC1008/SP（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0811RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0811RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0811RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0811RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0811RK4 ￥80,000 
MCR12（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0569RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0569RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0569RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0569RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0569RK4 ￥80,000 
PWR4（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0570RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0570RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0570RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0570RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0570RK4 ￥80,000 
トランシーバー
MX10
オンスタ（平日9〜17時） T0006G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） T0006H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） T0006I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） T0006J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） T0006K4 ￥80,000 
MX10S
オンスタ（平日9〜17時） T0586G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） T0586H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） T0586I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） T0586J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） T0586K4 ￥80,000 
210TS
オンスタ（平日9〜17時） R0535G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） R0535H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） R0535I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） R0535J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） R0535K4 ￥80,000 
LANアダプター
LA100-PCI-T V3
オンスタ（平日9〜17時） 75102G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 75102H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 75102I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 75102J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 75102K4 ￥80,000 
VDSL
VX502EX
オンスタ（平日9〜17時） 00355G4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 00355H4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 00355I4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 00355J4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 00355K4 ￥80,000 
HUB
MR820TRX（RoHS）
オンスタ（平日9〜17時） 0788RG4 ￥35,000 
オン6（平日9〜17時） 0788RH4 ￥39,000 
オン6（24時間365日） 0788RI4 ￥58,000 
オン2（平日9〜17時） 0788RJ4 ￥57,000 
オン2（24時間365日） 0788RK4 ￥80,000 

Price List



142 143142 143

サポートチケット（バンドル製品更新用）
※製品名は「CentreCOM」を省略しています。

※表記価格は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載のない製品につきましてはお問い合わせください（サポートチケット対象外の製品もございますのであらかじめご了承ください）。
※表記価格は標準価格（税抜）です。

●：新製品

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
SwitchBlade x8100シリーズ
AT-SBx8112（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0024RA4 ¥76,000
デリ6（平日9〜17時） 0024RB4 ¥79,000 
デリ6（24時間365日） 0024RC4 ¥98,700 
AT-SBx8106（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1030RA4 ¥70,000
デリ6（平日9〜17時） 1030RB4 ¥72,900 
デリ6（24時間365日） 1030RC4 ¥91,100 
AT-SBx81CFC960（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1033RA4 ¥144,000
デリ6（平日9〜17時） 1033RB4 ¥240,000
デリ6（24時間365日） 1033RC4 ¥300,000
AT-SBx81CFC400（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0025RA4 ¥78,000
デリ6（平日9〜17時） 0025RB4 ¥129,400 
デリ6（24時間365日） 0025RC4 ¥161,700 
AT-SBx81XLEM（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3514RA4 ¥35,000
AT-SBx81XLEM/XS8（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3515RA4 ¥15,000
AT-SBx81XLEM/Q2（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3516RA4 ¥15,000
AT-SBx81XLEM/XT4（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3517RA4 ¥15,000
AT-SBx81XLEM/GT8（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3518RA4 ¥15,000
AT-SBx81GS24a（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0815RA4 ¥50,100 
デリ6（平日9〜17時） 0815RB4 ¥65,800 
デリ6（24時間365日） 0815RC4 ¥82,200 
AT-SBx81XS16（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1168RA4 ¥141,300 
AT-SBx81XS6（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0817RA4 ¥95,100 
デリ6（平日9〜17時） 0817RB4 ¥125,400 
デリ6（24時間365日） 0817RC4 ¥156,800 
AT-SBx81GT40（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1167RA4 ¥64,700 
デリ6（平日9〜17時） 1167RB4 ¥86,300 
デリ6（24時間365日） 1167RC4 ¥107,800 
AT-SBx81GT24（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0816RA4 ¥35,700 
デリ6（平日9〜17時） 0816RB4 ¥46,200 
デリ6（24時間365日） 0816RC4 ¥57,700 
AT-SBx81GP24（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0814RA4 ¥50,100 
デリ6（平日9〜17時） 0814RB4 ¥65,800 
デリ6（24時間365日） 0814RC4 ¥82,200 
AT-SBxPWRSYS1-80（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0776RA4 ¥24,000 
デリ6（平日9〜17時） 0776RB4 ¥31,100 
デリ6（24時間365日） 0776RC4 ¥38,800 
AT-SBxPWRSYS2-70（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2355RA4 ¥20,600 
AT-FL01-SBx81-a
デリスタ（平日9〜17時） 00582A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00582B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00582C4 ¥110,000 
AT-FL02-SBx81-a
デリスタ（平日9〜17時） 00608A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00608B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00608C4 ¥110,000 
AT-CFC960-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 00917A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00917B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00917C4 ¥110,000 
AT-CFC960-FL02/40
デリスタ（平日9〜17時） 00918A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00918B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00918C4 ¥110,000 
AT-CFC960-FL02/80
デリスタ（平日9〜17時） 00919A4 ¥120,000 
デリ6（平日9〜17時） 00919B4 ¥160,000
デリ6（24時間365日） 00919C4 ¥200,000
AT-CFC960-FL02/120
デリスタ（平日9〜17時） 00920A4 ¥180,000 
デリ6（平日9〜17時） 00920B4 ¥240,000
デリ6（24時間365日） 00920C4 ¥300,000
AT-CFC960-FL04
デリスタ（平日9〜17時） 00926A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00926B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00926C4 ¥110,000 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-CFC960-FL05
デリスタ（平日9〜17時） 01352A4 ¥150,000 
AT-CFC960-FL06/40
デリスタ（平日9〜17時） 01345A4 ¥55,000 
AT-CFC960-FL06/80
デリスタ（平日9〜17時） 01346A4 ¥100,000 
AT-CFC960-FL06/120
デリスタ（平日9〜17時） 01347A4 ¥150,000 
AT-CFC400-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 00913A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00913B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00913C4 ¥110,000 
AT-CFC400-FL02/40
デリスタ（平日9〜17時） 00914A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00914B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00914C4 ¥110,000 
AT-CFC400-FL02/80
デリスタ（平日9〜17時） 00915A4 ¥120,000 
デリ6（平日9〜17時） 00915B4 ¥160,000
デリ6（24時間365日） 00915C4 ¥200,000
SwitchBlade x908/x950/x930/x900シリーズ
AT-SBx908 GEN2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3615RA4 ¥184,000
AT-XEM2-12XS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3616RA4 ¥20,000
AT-XEM2-12XT（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3617RA4 ¥20,000
AT-XEM2-4QS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3618RA4 ¥15,000
AT-XEM2-1CQ（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3619RA4 ¥13,000
AT-FAN08（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3620RA4 ¥4,400
AT-SBx908G-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 02853A4 ¥30,000
AT-SBx908G-FL15
デリスタ（平日9〜17時） 03022A4 ¥15,000
AT-SBx908（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0073RA4 ¥84,500 
デリ6（平日9〜17時） 0073RB4 ¥70,300 
デリ6（24時間365日） 0073RC4 ¥87,800 
AT-PWR05-70（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0308RA4 ¥10,600 
デリ6（平日9〜17時） 0308RB4 ¥13,200 
デリ6（24時間365日） 0308RC4 ¥16,500 
AT-PWR05-78（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0546RA4 ¥18,500 
デリ6（平日9〜17時） 0546RB4 ¥23,800 
デリ6（24時間365日） 0546RC4 ¥29,700 
AT-FAN03（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0307RA4 ¥4,000 
デリ6（平日9〜17時） 0307RB4 ¥5,200 
デリ6（24時間365日） 0307RC4 ¥6,400 
AT-HS-STK-CBL650（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0600RA4 ¥9,300 
デリ6（平日9〜17時） 0600RB4 ¥11,500 
デリ6（24時間365日） 0600RC4 ¥14,300 
AT-SBx908-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 00475A4 ¥30,400 
デリ6（平日9〜17時） 00475B4 ¥39,600 
デリ6（24時間365日） 00475C4 ¥49,500 
AT-SBx908-FL02
デリスタ（平日9〜17時） 00479A4 ¥59,400 
デリ6（平日9〜17時） 00479B4 ¥79,200 
デリ6（24時間365日） 00479C4 ¥99,000 
AT-SBx908-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 00485A4 ¥13,200 
デリ6（平日9〜17時） 00485B4 ¥17,600 
デリ6（24時間365日） 00485C4 ¥22,000 
AT-SBx908-FL04/40
デリスタ（平日9〜17時） 00922A4 ¥66,000 
デリ6（平日9〜17時） 00922B4 ¥88,000 
デリ6（24時間365日） 00922C4 ¥110,000 
AT-SBx908-FL06/20
デリスタ（平日9〜17時） 01688A4 ¥28,000 
AT-x950-28XSQ（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3865RA4 ¥159,000 
AT-PWR600-70（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3866RA4 ¥8,000 
AT-FAN05（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3867RA4 ¥2,000 
AT-x950-FL01 ●
デリスタ（平日9〜17時） 03141A4 ¥10,000 

サポートメニュー
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コードNo 標準価格
AT-x950-FL10 ●
デリスタ（平日9〜17時） 03142A4 ¥3,000 
AT-x950-FL15 ●
デリスタ（平日9〜17時） 03156A4 ¥5,000 
AT-x930-52GPX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1621RA4 ¥104,000 
AT-x930-28GPX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1620RA4 ¥63,000 
AT-x930-28GSTX（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1622RA4 ¥63,000 
AT-x930-52GTX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1619RA4 ¥104,000 
AT-x930-28GTX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1618RA4 ¥63,000 
AT-PWR1200-70（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0752RA4 ¥11,000 
AT-PWR150-70（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2280RA4 ¥4,000 
AT-FAN09（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1623RA4 ¥3,000 
AT-FAN09ADP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1624RA4 ¥3,000 
AT-x9EM/XT4（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3154RA4 ¥8,000 
AT-StackQS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1625RA4 ¥10,000 
AT-x930-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 01268A4 ¥10,000 
AT-x930-FL02/20
デリスタ（平日9〜17時） 01325A4 ¥15,000 
AT-x930-FL02/40 
デリスタ（平日9〜17時） 02379A4 ¥30,000 
AT-x930-FL06/20
デリスタ（平日9〜17時） 01351A4 ¥10,000 
AT-x930-FL06/40
デリスタ（平日9〜17時） 01689A4 ¥20,000 
AT-x930-FL10 
デリスタ（平日9〜17時） 02763A4 ¥3,000
AT-x930-FL11 
デリスタ（平日9〜17時） 02772A4 ¥3,000
AT-x930-FL15 
デリスタ（平日9〜17時） 02450A4 ¥5,000 
AT-x900-24XS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0068RA4 ¥73,900 
デリ6（平日9〜17時） 0068RB4 ¥61,500 
デリ6（24時間365日） 0068RC4 ¥76,800 
AT-x900-24XT（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0067RA4 ¥63,400 
デリ6（平日9〜17時） 0067RB4 ¥52,700 
デリ6（24時間365日） 0067RC4 ¥65,800 
AT-x900-12XT/S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0219RA4 ¥39,000 
デリ6（平日9〜17時） 0219RB4 ¥43,900 
デリ6（24時間365日） 0219RC4 ¥54,800 
AT-x900-24XT-BD（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3755RA4 ¥40,000
AT-x900-12XT/S-BD（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3756RA4 ¥24,000
AT-PWR01-70（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0137RA4 ¥5,500 
デリ6（平日9〜17時） 0137RB4 ¥6,200 
デリ6（24時間365日） 0137RC4 ¥7,700 
AT-FAN01（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0139RA4 ¥1,500 
デリ6（平日9〜17時） 0139RB4 ¥3,500 
デリ6（24時間365日） 0139RC4 ¥4,300 
AT-XEM-STK（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0295RA4 ¥7,000 
デリ6（平日9〜17時） 0295RB4 ¥13,100 
デリ6（24時間365日） 0295RC4 ¥16,300 
AT-XEM-STK-CBL350（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0599RA4 ¥4,000 
デリ6（平日9〜17時） 0599RB4 ¥4,900 
デリ6（24時間365日） 0599RC4 ¥6,100 
AT-XEM-STK-CBL2.0（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0314RA4 ¥5,000 
デリ6（平日9〜17時） 0314RB4 ¥8,000 
デリ6（24時間365日） 0314RC4 ¥9,900 
AT-x900-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 00476A4 ¥13,200 
デリ6（平日9〜17時） 00476B4 ¥17,600 
デリ6（24時間365日） 00476C4 ¥22,000 
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AT-x900-FL02
デリスタ（平日9〜17時） 00480A4 ¥26,400 
デリ6（平日9〜17時） 00480B4 ¥35,200 
デリ6（24時間365日） 00480C4 ¥44,000 
AT-x900-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 00486A4 ¥6,600 
デリ6（平日9〜17時） 00486B4 ¥8,800 
デリ6（24時間365日） 00486C4 ¥11,000 
SwitchBlade x8100/x908/x900シリーズ共通オプション
AT-UTP/RJ.5-100-A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1431RA4 ¥1,600 
AT-UTP/RJ.5-300-A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1432RA4 ¥1,500 
AT-UTP/RJ.5-100-B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1433RA4 ¥1,600 
AT-UTP/RJ.5-300-B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1434RA4 ¥1,500 
AT-XEM-2XS （RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0761RA4 ¥23,000 
デリ6（平日9〜17時） 0761RB4 ¥52,500 
デリ6（24時間365日） 0761RC4 ¥65,600 
AT-XEM-2XT（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0727RA4 ¥46,200 
デリ6（平日9〜17時） 0727RB4 ¥61,300 
デリ6（24時間365日） 0727RC4 ¥76,600 
AT-XEM-12Sv2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0819RA4 ¥18,000 
デリ6（平日9〜17時） 0819RB4 ¥26,300 
デリ6（24時間365日） 0819RC4 ¥32,800 
AT-XEM-12S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0070RA4 ¥15,000 
デリ6（平日9〜17時） 0070RB4 ¥37,000 
デリ6（24時間365日） 0070RC4 ¥46,200 
AT-XEM-24T（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0824RA4 ¥20,000 
デリ6（平日9〜17時） 0824RB4 ¥61,500 
デリ6（24時間365日） 0824RC4 ¥76,800 
AT-XEM-12Tv2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0820RA4 ¥18,000 
デリ6（平日9〜17時） 0820RB4 ¥26,300 
デリ6（24時間365日） 0820RC4 ¥32,800 
AT-XEM-12T（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0071RA4 ¥15,000 
デリ6（平日9〜17時） 0071RB4 ¥37,000 
デリ6（24時間365日） 0071RC4 ¥46,200 
AT-SDHC32GA-001（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0762RA4 ¥9,200 
デリ6（平日9〜17時） 0762RB4 ¥10,700 
デリ6（24時間365日） 0762RC4 ¥13,400 
DX2552XS
DX2552XS（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0789RA4 ¥209,900 
デリ6（平日9〜17時） 0789RB4 ¥174,300 
デリ6（24時間365日） 0789RC4 ¥217,800 
AT-PWR06-70（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0790RA4 ¥6,600 
デリ6（平日9〜17時） 0790RB4 ¥8,800 
デリ6（24時間365日） 0790RC4 ¥11,000 
AT-FAN06（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0791RA4 ¥4,000 
デリ6（平日9〜17時） 0791RB4 ¥4,400 
デリ6（24時間365日） 0791RC4 ¥5,500 
AT-x25-FL15 
デリスタ（平日9〜17時） 02461A4 ¥5,000
x610/x600シリーズ
AT-x610-48Ts/X-POE+（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0744RA4 ¥88,200 
デリ6（平日9〜17時） 0744RB4 ¥102,700 
デリ6（24時間365日） 0744RC4 ¥128,300 
AT-x610-24Ts/X-POE+（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0746RA4 ¥54,000 
デリ6（平日9〜17時） 0746RB4 ¥61,100 
デリ6（24時間365日） 0746RC4 ¥76,400 
AT-x610-24SPs/X（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0774RA4 ¥58,200
デリ6（平日9〜17時） 0774RB4 ¥87,900 
デリ6（24時間365日） 0774RC4 ¥109,800 
AT-x610-48Ts/X（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0760RA4 ¥87,200
デリ6（平日9〜17時） 0760RB4 ¥102,700 
デリ6（24時間365日） 0760RC4 ¥128,300 
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AT-x610-24Ts/X（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0758RA4 ¥52,000
デリ6（平日9〜17時） 0758RB4 ¥61,100 
デリ6（24時間365日） 0758RC4 ¥76,400 
AT-PWR250-70（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0749RA4 ¥3,700 
デリ6（平日9〜17時） 0749RB4 ¥5,200 
デリ6（24時間365日） 0749RC4 ¥6,500 
AT-PWR800-70（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0750RA4 ¥10,500 
デリ6（平日9〜17時） 0750RB4 ¥12,500 
デリ6（24時間365日） 0750RC4 ¥15,700 
AT-PWR250-80（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0775RA4 ¥11,400 
デリ6（平日9〜17時） 0775RB4 ¥16,600 
デリ6（24時間365日） 0775RC4 ¥20,800 
AT-x6EM/XS2（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0748RA4 ¥7,900 
デリ6（平日9〜17時） 0748RB4 ¥10,500 
デリ6（24時間365日） 0748RC4 ¥13,100 
AT-RPS3000（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0755RA4 ¥19,800 
デリ6（平日9〜17時） 0755RB4 ¥16,200 
デリ6（24時間365日） 0755RC4 ¥20,200 
AT-RPS-CBL1.0（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0756RA4 ¥4,000 
デリ6（平日9〜17時） 0756RB4 ¥4,400 
デリ6（24時間365日） 0756RC4 ¥5,500 
AT-x610-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 00478A4 ¥13,200 
デリ6（平日9〜17時） 00478B4 ¥17,600 
デリ6（24時間365日） 00478C4 ¥22,000 
AT-x610-FL02
デリスタ（平日9〜17時） 00482A4 ¥7,950
デリ6（平日9〜17時） 00482B4 ¥35,200 
デリ6（24時間365日） 00482C4 ¥44,000 
AT-x610-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 00488A4 ¥6,600 
デリ6（平日9〜17時） 00488B4 ¥8,800 
デリ6（24時間365日） 00488C4 ¥11,000 
AT-x600-24Ts-POE（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0620RA4 ¥59,400 
デリ6（平日9〜17時） 0620RB4 ¥48,700 
デリ6（24時間365日） 0620RC4 ¥60,900 
AT-x600-48Ts-LM（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 2282RA4 ¥10,200
RPS3204（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0092RA4 ¥21,100 
デリ6（平日9〜17時） 0092RB4 ¥26,800 
デリ6（24時間365日） 0092RC4 ¥33,500 
PWR3202（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0161RA4 ¥10,600 
デリ6（平日9〜17時） 0161RB4 ¥13,100 
デリ6（24時間365日） 0161RC4 ¥16,300 
AT-x600-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 00477A4 ¥13,200 
デリ6（平日9〜17時） 00477B4 ¥17,600 
デリ6（24時間365日） 00477C4 ¥22,000 
AT-x600-FL02
デリスタ（平日9〜17時） 00481A4 ¥26,400 
デリ6（平日9〜17時） 00481B4 ¥35,200 
デリ6（24時間365日） 00481C4 ¥44,000 
AT-x600-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 00487A4 ¥6,600 
デリ6（平日9〜17時） 00487B4 ¥8,800 
デリ6（24時間365日） 00487C4 ¥11,000 
AT-StackXG（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0439RA4 ¥6,600 
デリ6（平日9〜17時） 0439RB4 ¥8,200 
デリ6（24時間365日） 0439RC4 ¥10,300 
AT-StackXG/0.5（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0440RA4 ¥3,900 
デリ6（平日9〜17時） 0440RB4 ¥3,700 
デリ6（24時間365日） 0440RC4 ¥4,700 
AT-StackXG/1.0（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0441RA4 ¥3,900 
デリ6（平日9〜17時） 0441RB4 ¥4,200 
デリ6（24時間365日） 0441RC4 ¥5,200 
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x550/x530シリーズ
AT-x550-18XTQ（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3677RA4 ¥52,000
AT-x550-18XSQ（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3678RA4 ¥52,000
AT-x550-18XSPQm（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3679RA4 ¥52,000
AT-x550-FL01 
デリスタ（平日9〜17時） 02817A4 ¥6,100
AT-x550-FL10
デリスタ（平日9〜17時） 02929A4 ¥3,000
AT-x550-FL11
デリスタ（平日9〜17時） 03020A4 ¥3,000
AT-x550-FL15 
デリスタ（平日9〜17時） 02850A4 ¥5,000
AT-x530-28GPXm（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3825RA4 ¥39,000 
AT-x530-28GTXm（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3770RA4 ¥36,000 
x510シリーズ
AT-x510-52GPX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1022RA4 ¥54,500 
AT-x510-28GPX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1021RA4 ¥35,100 
AT-x510-28GSX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1023RA4 ¥52,000 
AT-x510-52GTX（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1020RA4 ¥48,400 
AT-x510-28GTX（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1019RA4 ¥29,100 
AT-x510DP-52GTX（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1291RA4 ¥48,400 
AT-x510DP-28GTX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1736RA4 ¥35,400 
AT-x510L-52GP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 2317RA4 ¥15,800
AT-x510L-28GP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 2316RA4 ¥9,100
AT-x510L-52GT（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 2315RA4 ¥14,000
AT-x510L-28GT（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 2314RA4 ¥7,000
AT-IX5-28GPX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1292RA4 ¥35,100 
AT-StackOP/0.3（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1044RA4 ¥12,100 
デリ6（平日9〜17時） 1044RB4 ¥17,500 
デリ6（24時間365日） 1044RC4 ¥21,800 
AT-StackOP/9.0（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1045RA4 ¥27,900 
デリ6（平日9〜17時） 1045RB4 ¥39,500 
デリ6（24時間365日） 1045RC4 ¥49,300 
AT-StackXS/1.0（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1051RA4 ¥3,700 
デリ6（平日9〜17時） 1051RB4 ¥4,400 
デリ6（24時間365日） 1051RC4 ¥5,500 
AT-PWR100R-70（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1295RA4 ¥3,700
AT-x510-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 00591A4 ¥6,100 
デリ6（平日9〜17時） 00591B4 ¥8,800 
デリ6（24時間365日） 00591C4 ¥11,000 
AT-x510-FL15 
デリスタ（平日9〜17時） 02449A4 ¥3,000 
AT-x510L-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 01610A4 ¥2,100 
AT-x510L-FL07
デリスタ（平日9〜17時） 01612A4 ¥2,100 
x310シリーズ
AT-x310-50FP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1510RA4 ¥14,700
デリ6（平日9〜17時） 1510RB4 ¥25,200
デリ6（24時間365日） 1510RC4 ¥33,600
AT-x310-26FP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1428RA4 ¥9,200
デリ6（平日9〜17時） 1428RB4 ¥15,800
デリ6（24時間365日） 1428RC4 ¥21,000
AT-x310-50FT（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1427RA4 ¥11,100
デリ6（平日9〜17時） 1427RB4 ¥18,900
デリ6（24時間365日） 1427RC4 ¥25,200
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AT-x310-26FT（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1426RA4 ¥5,600
デリ6（平日9〜17時） 1426RB4 ¥9,500
デリ6（24時間365日） 1426RC4 ¥12,600
AT-x310-FL01
デリスタ（平日9〜17時） 01335A4 ¥2,100 
AT-x310-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 01270A4 ¥2,100
デリ6（平日9〜17時） 01270B4 ¥3,600
デリ6（24時間365日） 01270C4 ¥4,800
AT-x310-FL10 
デリスタ（平日9〜17時） 02870A4 ¥2,100
AT-x310-FL15 
デリスタ（平日9〜17時） 02462A4 ¥2,000
x230/x220シリーズ
AT-x230-28GP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1741RA4 ¥8,400 
AT-x230-18GP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1437RA4 ¥7,000 
AT-x230-10GP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1436RA4 ¥4,500
デリ6（平日9〜17時） 1436RB4 ¥7,600
デリ6（24時間365日） 1436RC4 ¥10,100
AT-x230-28GT（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3278RA4 ¥6,700
AT-x230-18GT（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3277RA4 ¥4,900
AT-x230-10GT（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3279RA4 ¥3,200
AT-x230L-26GT（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3896RA4 ¥4,900 
AT-x230L-17GT（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3895RA4 ¥3,400 
AT-x230-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 01269A4 ¥2,100
デリ6（平日9〜17時） 01269B4 ¥3,600
デリ6（24時間365日） 01269C4 ¥4,800
AT-x230-FL15 
デリスタ（平日9〜17時） 02463A4 ¥2,000
AT-x220-28GS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3625RA4 ¥13,600 
x200/x210シリーズ
AT-x200-GE-52T（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0739RA4 ¥15,700
デリ6（平日9〜17時） 0739RB4 ¥26,900
デリ6（24時間365日） 0739RC4 ¥35,900
AT-x200-GE-28T（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0740RA4 ¥9,000
デリ6（平日9〜17時） 0740RB4 ¥15,400
デリ6（24時間365日） 0740RC4 ¥20,600
AT-x200-GE-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 00489A4 ¥2,000
デリ6（平日9〜17時） 00489B4 ¥3,300
デリ6（24時間365日） 00489C4 ¥4,400
AT-x210-24GT（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0823RA4 ¥7,900
デリ6（平日9〜17時） 0823RB4 ¥13,500
デリ6（24時間365日） 0823RC4 ¥18,000
AT-x210-16GT（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0822RA4 ¥6,000
デリ6（平日9〜17時） 0822RB4 ¥10,300
デリ6（24時間365日） 0822RC4 ¥13,700
AT-x210-9GT（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0821RA4 ¥4,100
デリ6（平日9〜17時） 0821RB4 ¥7,100
デリ6（24時間365日） 0821RC4 ¥9,400
AT-x210-GT-FL03
デリスタ（平日9〜17時） 00490A4 ¥2,000
デリ6（平日9〜17時） 00490B4 ¥3,300
デリ6（24時間365日） 00490C4 ¥4,400
SDN/SES
AT-SESC-APL（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0813RA4 ¥24,000
AT-SESC-BaseST 
ソフトウェアダウンロードサービス 01278V4 ¥32,000
AT-SESC-10-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 01279V4 ¥20,000
AT-SESC-50-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 01280V4 ¥75,000
AT-SESC-100-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 01281V4 ¥125,000
AT-SESC-200-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 01282V4 ¥225,000

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
ネットワークマネージメント
AlliedView NMS SE（100） 
ソフトウェアダウンロードサービス 01311V4 ¥13,600
AlliedView NMS SE（200） 
ソフトウェアダウンロードサービス 01312V4 ¥22,600
AlliedView NMS SE（500） 
ソフトウェアダウンロードサービス 01313V4 ¥45,000
AlliedView NMS SE（1000） 
ソフトウェアダウンロードサービス 01314V4 ¥72,000
AlliedView NMS SE（2000） 
ソフトウェアダウンロードサービス 01315V4 ¥108,000
AlliedView NMS SE（Add100） 
ソフトウェアダウンロードサービス 01561V4 ¥11,400
GS900M V2/FS900Mシリーズ
GS924M V2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0526RA4 ¥9,300 
GS916M V2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0525RA4 ¥6,500 
GS908M V2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0524RA4 ¥3,900 
FS926M-PS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0051RA4 ¥3,500
FS917M-PS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0050RA4 ¥6,400
FS909M-PS（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0049RA4 ¥4,100
FS926M（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0048RA4 ¥3,200
FS917M（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0047RA4 ¥2,500
FS909M（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0046RA4 ¥1,800
SwitchBlade x3100
AT-SBx3112（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0689RA4 ¥63,400 
デリ6（平日9〜17時） 0689RB4 ¥52,700 
デリ6（24時間365日） 0689RC4 ¥65,800 
AT-SBx31CFC（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0690RA4 ¥64,700 
デリ6（平日9〜17時） 0690RB4 ¥86,300 
デリ6（24時間365日） 0690RC4 ¥107,800 
AT-SBx31GP24（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0694RA4 ¥33,000 
デリ6（平日9〜17時） 0694RB4 ¥43,900 
デリ6（24時間365日） 0694RC4 ¥54,800 
AT-SBx31GT24（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0725RA4 ¥23,800 
デリ6（平日9〜17時） 0725RB4 ¥30,800 
デリ6（24時間365日） 0725RC4 ¥38,400
AT-SBx31GS24（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0696RA4 ¥33,000 
デリ6（平日9〜17時） 0696RB4 ¥43,900 
デリ6（24時間365日） 0696RC4 ¥54,800 
AT-SBx31XS6（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0764RA4 ¥63,400 
デリ6（平日9〜17時） 0764RB4 ¥83,600 
デリ6（24時間365日） 0764RC4 ¥104,500 
AT-SBx31XZ4（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0695RA4 ¥46,200 
デリ6（平日9〜17時） 0695RB4 ¥61,500 
デリ6（24時間365日） 0695RC4 ¥76,800 
AT-SBxPWRSYS1-70（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0031RA4 ¥19,800 
デリ6（平日9〜17時） 0031RB4 ¥26,300 
デリ6（24時間365日） 0031RC4 ¥32,800 
AT-SBxPWRPOE1-70（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0812RA4 ¥13,200 
デリ6（平日9〜17時） 0812RB4 ¥17,500 
デリ6（24時間365日） 0812RC4 ¥21,800 
AT-PWRCBL-J01SB（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0765RA4 ¥1,400 
デリ6（平日9〜17時） 0765RB4 ¥1,500 
デリ6（24時間365日） 0765RC4 ¥2,000 
AT-SBxFAN12（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0818RA4 ¥6,600 
デリ6（平日9〜17時） 0818RB4 ¥8,700 
デリ6（24時間365日） 0818RC4 ¥10,800 
AT-SBxFAN06（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1031RA4 ¥6,600 
デリ6（平日9〜17時） 1031RB4 ¥8,700 
デリ6（24時間365日） 1031RC4 ¥10,800 
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※表記価格は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載のない製品につきましてはお問い合わせください（サポートチケット対象外の製品もございますのであらかじめご了承ください）。
※表記価格は標準価格（税抜）です。

※製品名は「CentreCOM」を省略しています。

●：新製品

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
ディストリビューション・スイッチ
8724SL V2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0135RA4 ¥13,100 
エッジ・スイッチ
AT-GS950/48（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1919RA4 ¥8,400 
AT-GS950/24（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1918RA4 ¥4,200 
AT-GS950/16（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1917RA4 ¥3,000 
AT-GS950/8（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1916RA4 ¥1,800 
AT-GS950/28PS（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3275RA4 ¥5,600
AT-GS920/8PS（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3807RA4 ¥1,800
AT-GS910/24（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2332RA4 ¥2,000 
AT-GS910/16（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2331RA4 ¥1,400 
AT-GS910/8（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2329RA4 ¥1,000 
AT-GS910/5（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2313RA4 ¥1,000 
AT-GS910/8E（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2330RA4 ¥1,000 
産業用スイッチ
AT-IE200-6GT（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2347RA4 ¥5,200
AT-IE200-6GP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 2348RA4 ¥6,200
AT-IE200-FL03 
デリスタ（平日9〜17時） 01631A4 ¥1,900
AT-IE210L-10GP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3783RA4 ¥5,300
AT-IE210L-18GP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3784RA4 ¥8,800
AT-IE210L-FL15
デリスタ（平日9〜17時） 03050A4 ¥2,000
AT-IS230-10GP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3797RA4 ¥3,500
AT-IS130-6GP（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3798RA4 ¥2,300 
IA810M（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 0724RA4 ¥1,300
無線LAN
AT-TQ5403（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3806RA4 ¥3,400
AT-TQ4600（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1509RA4 ¥3,400
AT-TQ4400（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1551RA4 ¥2,500
AT-TQ4000-FL15 
デリスタ（平日9〜17時） 02452A4 ¥1,700
AT-TQ3600（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1024RA4 ¥1,460
AT-TQ3400（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1552RA4 ¥1,700
AT-TQ3200（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1553RA4 ¥1,200
AT-TQ2450（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0647RA4 ¥1,040
AT-TQ2403（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0442RA4 ¥1,000
AT-MWS5028GP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1948RA4 ¥7,700
AT-MWS2012GP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1947RA4 ¥4,600
AT-MWS2533AP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3697RA4 ¥3,400
AT-MWS1750AP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1952RA4 ¥2,800 
AT-MWS900AP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1951RA4 ¥1,800 
AT-MWS600AP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1950RA4 ¥1,400 
AT-6101GP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1317RA4 ¥1,100 
AT-UWC-APL（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1435RA4 ¥27,500 
AT-UWC-BaseST 
ソフトウェアダウンロードサービス 90791V4 ¥13,200

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-UWC-10-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 90792V4 ¥9,900
AT-UWC-20-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 90793V4 ¥19,800
AT-UWC-50-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 90794V4 ¥46,200
AT-UWC-100-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 90795V4 ¥74,300
AT-UWC-200-Lic 
ソフトウェアダウンロードサービス 90796V4 ¥132,000
QSFP+/SFP+/SFPモジュール
AT-QSFP28SR4 （RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3754RA4 ¥13,700 
AT-QSFP28LR4 （RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 3757RA4 ¥42,000 
AT-QSFPSR（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0792RA4 ¥19,400 
デリ6（平日9〜17時） 0792RB4 ¥28,200 
デリ6（24時間365日） 0792RC4 ¥35,200 
AT-QSFP1CU（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0793RA4 ¥8,500 
デリ6（平日9〜17時） 0793RB4 ¥12,400 
デリ6（24時間365日） 0793RC4 ¥15,400 
AT-QSFP3CU（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0794RA4 ¥10,900 
デリ6（平日9〜17時） 0794RB4 ¥15,000 
デリ6（24時間365日） 0794RC4 ¥18,700 
AT-QSFP-4SFP10G-3CU（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1039RA4 ¥9,700 
デリ6（平日9〜17時） 1039RB4 ¥13,200 
デリ6（24時間365日） 1039RC4 ¥16,500 
AT-QSFP-4SFP10G-5CU（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1040RA4 ¥10,900 
デリ6（平日9〜17時） 1040RB4 ¥15,900 
デリ6（24時間365日） 1040RC4 ¥19,800 
AT-SP10T（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3571RA4 ¥6,300
AT-SP10SR （RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0766RA4 ¥4,200 
デリ6（平日9〜17時） 0766RB4 ¥17,500 
デリ6（24時間365日） 0766RC4 ¥21,800 
AT-SP10LR （RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0767RA4 ¥11,900 
デリ6（平日9〜17時） 0767RB4 ¥39,500 
デリ6（24時間365日） 0767RC4 ¥49,300 
AT-SP10ER40/I（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1070RA4 ¥18,600 
デリ6（平日9〜17時） 1070RB4 ¥112,700 
デリ6（24時間365日） 1070RC4 ¥140,800 
AT-SP10ZR80/I（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3444RA4 ¥29,100 
AT-SP10TW1 （RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0768RA4 ¥2,400 
デリ6（平日9〜17時） 0768RB4 ¥1,900 
デリ6（24時間365日） 0768RC4 ¥2,400 
AT-SP10TW3 （RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0769RA4 ¥2,500 
デリ6（平日9〜17時） 0769RB4 ¥2,600 
デリ6（24時間365日） 0769RC4 ¥3,200 
AT-SP10TW7 （RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0770RA4 ¥3,600 
デリ6（平日9〜17時） 0770RB4 ¥3,700 
デリ6（24時間365日） 0770RC4 ¥4,700 
AT-SPTXa（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1430RA4 ¥2,500 
AT-SPSX（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0122RA4 ¥2,200 
デリ6（平日9〜17時） 0122RB4 ¥4,300
デリ6（24時間365日） 0122RC4 ¥5,700
AT-SPSX2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0523RA4 ¥3,500 
デリ6（平日9〜17時） 0523RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0523RC4 ¥11,300
AT-SPLX10（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0123RA4 ¥5,500 
デリ6（平日9〜17時） 0123RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0123RC4 ¥11,300
AT-SPLX10/I（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3685RA4 ¥10,500
AT-SPLX40（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0124RA4 ¥10,500 

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-SPZX80（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0125RA4 ¥16,800 
AT-SPZX120/I（RoHS） ●
デリスタ（平日9〜17時） 3881RA4 ¥63,000 
AT-SPBDM-A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0519RA4 ¥3,500 
デリ6（平日9〜17時） 0519RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0519RC4 ¥11,300
AT-SPBDM-B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0520RA4 ¥3,500 
デリ6（平日9〜17時） 0520RB4 ¥8,500
デリ6（24時間365日） 0520RC4 ¥11,300
AT-SPBD10-13（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0704RA4 ¥5,500 
デリ6（平日9〜17時） 0704RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0704RC4 ¥12,200
AT-SPBD10-14（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0705RA4 ¥5,500 
デリ6（平日9〜17時） 0705RB4 ¥9,200
デリ6（24時間365日） 0705RC4 ¥12,200
AT-SPBD40-13/I（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1071RA4 ¥10,500 
デリ6（平日9〜17時） 1071RB4 ¥28,300
デリ6（24時間365日） 1071RC4 ¥37,700
AT-SPBD40-14/I（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1072RA4 ¥10,500 
デリ6（平日9〜17時） 1072RB4 ¥28,300
デリ6（24時間365日） 1072RC4 ¥37,700
AT-SPBD80-A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0521RA4 ¥16,800 
AT-SPBD80-B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0522RA4 ¥16,800 
AT-SPFX/2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0621RA4 ¥3,000 
デリ6（平日9〜17時） 0621RB4 ¥4,700
デリ6（24時間365日） 0621RC4 ¥6,200
AT-SPFX/15（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0622RA4 ¥6,100 
デリ6（平日9〜17時） 0622RB4 ¥9,600
デリ6（24時間365日） 0622RC4 ¥12,700
AT-SPFXBD-LC-13（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0624RA4 ¥6,000 
AT-SPFXBD-LC-15（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0625RA4 ¥6,000 
ルーター
AT-AR4050S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1627RA4 ¥6,200
AT-AR3050S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 1626RA4 ¥3,100
AT-AR2050V（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1661RA4 ¥2,500
AT-AR2010V（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 1660RA4 ¥2,600
AR570S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0282RA4 ¥8,900
AR560S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0645RA4 ¥4,800
AR550S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0140RA4 ¥4,500
AR415S（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0195RA4 ¥2,300
AR260S V2（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0059RA4 ¥1,300
AR020（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0159RA4 ¥1,000
AR021（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0333RA4 ¥1,000
メディアコンバーター
AT-DMC1000/ST（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3331RA4 ¥1,700
AT-DMC1000/SC（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3332RA4 ¥1,700
AT-DMC1000/LC（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3339RA4 ¥1,700
AT-DMC100/ST（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3573RA4 ¥1,400
AT-DMC100/SC（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3572RA4 ¥1,400
AT-DMC100/LC（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3574RA4 ¥1,300
AT-MMC2000/ST（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3447RA4 ¥2,100

サポートメニュー
更新（1年）

コードNo 標準価格
AT-MMC2000/SC（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3448RA4 ¥2,100
AT-MMC2000/LC（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3533RA4 ¥2,100
AT-MMC2000/SP（RoHS） 
デリスタ（平日9〜17時） 3534RA4 ¥2,100
AT-MMC200/ST（RoHS）  
デリスタ（平日9〜17時） 3576RA4 ¥1,600
AT-MMC200/SC（RoHS）  
デリスタ（平日9〜17時） 3575RA4 ¥1,600
AT-MC606（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0115RA4 ¥1,800 
LMC111（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0415RA4 ¥2,700
LMC112（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0416RA4 ¥2,700
LMC113（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0417RA4 ¥5,600 
MMC201A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0020RA4 ¥5,300 
MMC201B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0021RA4 ¥5,300 
MMC202A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0018RA4 ¥9,600  
MMC202B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0019RA4 ¥9,600  
AT-MCF2000（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0363RA4 ¥10,600 
AT-MCF2000AC（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0388RA4 ¥8,500 
AT-MCF2000M（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0535RA4 ¥7,200 
AT-MCF2032SP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0986RA4 ¥38,100 
AT-MCF2KFAN（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0711RA4 ¥7,200 
AT-GS2002/SP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0330RA4 ¥1,300 
MC1004（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0566RA4 ¥1,700 
MC1008/GB（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0810RA4 ¥1,100 
MC1008/SP（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0811RA4 ¥1,000  
AT-MC151B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0257RA4 ¥3,800 
AT-MC152B（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0258RA4 ¥7,200 
MC1501A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0255RA4 ¥3,800 
MC1502A（RoHS）
デリスタ（平日9〜17時） 0256RA4 ¥7,200

Price List
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（税抜）

VPNプラン
インターネットプラン

本社/データセンター支社/オフィス VPN

インターネット

フレッツ光の転用なら「アライド光」へ

GW機器は設備として提供

全拠点に予備機付きで配備

サービス開始までのながれ

GW機器は弊社の設備として配備しますので、機器の購入や保守の加入費用が不要です。
また、全拠点にコールドスタンバイ機を配備していますので、いざという時でもすぐに交換
でき、安心してインターネットをご利用いただけます。

お問い合わせ お見積もり
ご注文

ヒアリング
シートご提出 設定・回線手配 疎通確認 サービス開始

2週間 ～ 4週間

参考価格

特長
コールドスタンバイ機付きで、いざという時でもルーターを交換するだけで、インターネットを利用することができるようになります。
（既に設定済みですので、お客様ご自身で簡単に交換することが可能です。）
インターネットを利用したい、複数拠点をインターネットVPNで接続したいといったお客様にお勧めのサービスです。

 PPPoE/ 固定 1 13,750 円 102,800 円～ 127,300 円～
 PPPoE/ 非固定 12,000 円 98,800 円～ 123,300 円～
 IPoE/DS-Lite 17,000 円 101,800 円～ 126,300 円～

 PPPoE/ 固定 1 9,050 円 56,800 円～ 81,300 円～
 PPPoE/ 非固定 7,950 円 52,800 円～ 77,300 円～
 IPoE/DS-Lite 12,950 円 55,800 円～ 80,300 円～

 PPPoE/ 固定 1 12,500 円 71,800 円～ 89,300 円～
 PPPoE/ 非固定 10,750 円 67,800 円～ 85,300 円～

 PPPoE/ 固定 1 7,850 円 51,800 円～ 69,300 円～
 PPPoE/ 非固定 6,750 円 47,800 円～ 65,300 円～

※1 DIY 初期工事費（転用）は、既にフレッツ光ネクストをご利用いただいているお客様が、アライド光にお申し込みいただき、弊社が設定した GW機器をお客様ご自身で
設置いただける場合の料金となっています。

※2 DIY 初期費用工事（新規回線）は、新規に光回線を敷設し、 弊社が設定したGW機器をお客様ご自身で設置いただける場合の料金となっています。
注）現地調査 / 回線工事で時刻指定がある場合や、入居施設に光ケーブルを配線するルートが無い場合など、追加要件や追加工事の料金は含まれておりません。また、機器
の設置を弊社にご依頼いただく場合は、別途費用が発生します。（記載金額は税抜表示です。）

注）本サービスはベストエフォートとなります。

光アクセス回線 ISP GW機器＋ ＋

アライド光サービス
アライド光は、NTT東日本 /NTT西日本の提供する「光コラボレーションモデル」を利用したサービスです。
光回線（フレッツ光ネクスト相当※）、VNE（ISP）、設定済みルーター（コールドスタンバイ機付き）をセットにしてご提供します。
また、IPv4 over IPv6 の一つで高速通信が期待できる IPoE/DS-Lite を法人向けに最大 64,000 ポートに拡張しご提供します。

※ファミリータイプもしくはマンションタイプ

    ISP種別 月額サービス費用 DIY初期工事費用（転用）※1 DIY初期工事費用（新規回線）※2

Advanced

Standard

1G

100M

GWタイプ

法人向け64,000ポートの快適インターネットサービスです
高速インターネットIPoE/DS-Lite

新サービス開始

先着100回線までGW付きに限り初期費用を最大30%割引※
DS-Liteサービス開始キャンペーン

※Advanced タイプ、新規回線申込みの場合となります。

https://www.allied-telesis.co.jp/support/athikari/弊社ホームページも併せてご覧ください。➡

https://www.allied-telesis.co.jp/contact/
E-mail : info@allied-telesis.co.jp   TEL：0120-860442（月～金/9：00 ～ 17：30）

検索「アライド光」で検索！ アライド光

お問い合わせ窓口
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FS 674673 / ISO 9001

China

South Korea Japan

Mexico

U.S.A.

TaiwanHong Kong

India

Spain

Switzerland
Germany

Romania

Israel

Canada
Netherlands

Philippines

Indonesia

Australia

New Zealand

Thailand

Vietnam

Malaysia
Singapore

Japan

日本が本社
日本発、世界最適地戦略

グローバル連携による
研究開発
日本がマネージメント

自社工場による品質管理
ものづくりへのこだわり

｢世界最適地戦略｣
という名のネットワーク
アライドテレシスグループは、世界中のあらゆる国や地域のユーザーニーズを吸い上げ、
それぞれのニーズにあった技術レベルをもつ国で開発し、コスト競争力にすぐれた国で生産し、
世界各国の販売拠点で販売するという独自の「世界最適地戦略」を展開し、
全世界をマーケットに、柔軟かつ迅速な事業展開を行っています。

アライドテレシスは、日本のネットワークの歴史とともに成長した
国内唯一のネットワーク機器専門メーカーです。
営業・サポート拠点を全国に拡大し、より地域密着型の企業として、
提案、サポート活動を一層強化してまいります。

■ 本社
■ 支社
■ 営業所

九州支社

東海支社

関西支社
四国支社

岐阜営業所

三重営業所

静岡営業所

豊田営業所

大分営業所

松山営業所

鹿児島営業所

熊本営業所

長崎営業所

秋田営業所

北海道支社

盛岡営業所

東北支社

北関東支社

茨城営業所

栃木営業所

千葉営業所

本社

池袋営業所

西関東支社

立川営業所

北陸支社

中国支社

新潟営業所

富山営業所

福井営業所

京都支社

神戸営業所
松江営業所

北九州営業所

沖縄営業所

ホームページ事業所一覧より案内地図がご確認
いただけます。

https://www.allied-telesis.co.jp/company/profile/
map/index.html

こんなことでお困りではありませんか？

E-mail：Kokusai-Eigyou-S@allied-telesis.co.jp
TEL： 0120-860442（月〜金/9：00〜17：30）　FAX： 0120-860572（24時間受付）
携帯電話より：045-330-2555（月〜金/9：00〜17：30）

海外でネットワークを構築したいが
現地で信頼できるパートナーを
探すのに苦労している

海外拠点のネットワーク構築について
日本で相談できる窓口が欲しい

海外における
アライドテレシス製品の
仕様・購入・構築に関する

お問い合わせ

当社は、低炭素社会の実現に向けて、環境への取り組みを広くシェアする「Fun to Share」に賛同しています。わが国では、環境省より「Fun to Share」という
気候変動に関するキャンペーンが発表され、低炭素社会を実現するための技術や取り組みが、さまざまな地域・団体・企業の中で生まれてきています。アラ
イドテレシスでは、消費電力を低減する省エネ対応製品の開発を進めることでCO2の排出量削減に貢献していくとともに、通常業務においても社員一人ひ
とりが意識的に省エネルギーに取り組むことで、「Fun to Share」の賛同企業として、環境保全活動や低炭素社会の実現を推進しています。
アライドテレシスの賛同ページ　<http://funtoshare.env.go.jp/entry/list/001593_1.html>

日本全国をカバーする信頼感・安心感
アライドテレシスは、いつもお客様の近くにいます。

環境保全活動「Fun to Share」への賛同

情報セキュリティ/環境マネジメント認証取得 品質マネジメントシステム（QMS）認証取得

IS 79837/ISO 27001
EMS 525633/ISO 14001

当社では、今後も情報セキュリティ/品質マネジメントシステムの継続的改善と、環境マネジメントシステムを軸とした環境経営を推進し、経営基盤の強化と社会貢献に取り組んでまいります。

アライドテレシスは、 以下の登録範囲を対象に情報セキュリテ
ィマネジメントシステム（ISMS）の国際規格｢ISO 27001｣認証、お
よび環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格｢ISO 14001｣
認証を取得しています。

 1. ネットワーク製品の企画、開発、製造、販売、保守/修理サービス
 2. 再販製品の企画、販売、保守/修理サービス
 3. コンサルテーション、システム構築事業
 4. IT全般に関わるソリューション事業

アライドテレシスは、以下のサービスにおいて、品質マネ
ジメントシステムの国際規格「ISO 9001：2015」を認証取
得しています。

導入構築、運用支援・監視から情報セキュリティー管理の
コンサルティングサービスまでを提供するOne Stop ITサ
ービス。

認証登録範囲 ISO 27001およびISO 14001
認証登録範囲 ISO 9001 
サポート＆サービス事業本部（本社、横浜カスタマーセンター）内の “One Stop ITサービス”を主な業務
としている技術部門で、実際に構築や支援作業を行う組織本社、 横浜カスタマーセンター、 藤沢事業所



安 全 の た め に
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM、SwitchBlade、Secure EnterpriseSDN、AMFramework、AMFPlus、VCStack、EPSRing、LoopGuard、AlliedView、AT-Vista Manager、
AT-VA、AT-AWC、AT-UWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、EtherGRID、Envigilant、Net.Service/ネット・ドット・サービス、Net.Cover、Net.Monitor、
Net.Assist、アライド光は、アライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。 ●その他記載の会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。 
●記載の製品仕様および外観、標準価格は都合により予告なく変更する場合があります。●当社製品は、日本国外への持ち出しまたは「外国為替および
外国貿易法」にいう非居住者への提供の場合、「外国為替および外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同
意し、必要とされるすべての手続をお客様の責任と費用で行われることとします。●当社製品は、日本国内仕様であり日本国外に輸出した場合は、製品保
証および品質保証の対象外になりサポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。 
●記載されている内容を許可なく使用､複製､複写､改変､加工､転載等することを禁じます。●外形寸法はすべて突起部を含みません。

〒141-0031  東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル

Copyright Ⓒ 2019 Allied Telesis K.K. All rights reserved.

各支社、営業所のお問い合わせ先はホームページを
ご覧ください。

販売店

弊社ホームページ 会社案内 国内事業所一覧

CO052-LO1.0/1904-80AI-AJ
定価：1,000円（税別）

https://www.allied-telesis.co.jp/contact/
E-mail : info@allied-telesis.co.jp 
TEL：0120-860442（月～金/9：00 ～17：30）

ネットワーク構築などのご質問やご相談、その他のお問い合わせ

セキュリティーはエッジから。

ネットワークをまもる。
信頼と実績のアライドテレシスの新製品

コストパフォーマンスに優れたVPNルーター
ベーシックVPNアクセス・ルーター
AT-ARシリーズ
AT-AR1050V リリース予定

安定した通信を提供する自律型無線LAN 
AWC対応のスタンダード・無線LANアクセスポイント
AT-TQmシリーズ
AT-TQm5403　￥48,000 (税抜)
AT-TQm1402　 リリース予定

フロアスイッチに最適なファンレス設計
レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント・スイッチ
x230Lシリーズ
AT-x230L-17GT　   ￥95,000 (税抜)
AT-x230L-26GT　￥140,000 (税抜)

キャンペーン実施予定

AMF
Member

AMF
Member

AMF
Guest node

アプリケーション
連携

OpenFlow

VPN
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