報道関係各位

平成 31 年 1 月 4 日

「AS-VCS キャンペーン」を実施
アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、
「AS-VCS キャンペーン」を、
2019 年 1 月 1 日より 6 月 30 日（注文受付分）まで実施します。
AS-VCS（Application System VCS）は、従来の機器・経路冗長だけではなく、無線 LAN コントローラー
データや SDN アプリケーション連携ソリューション（SES）のセキュリティー情報など、アプリケーショ
ンデータも冗長化できるため、より安定したシステム運用を実現する新しいソリューションです。本キャン
ペーンでは、AS-VCS をご活用いただくために、本機能に対応したコア・スイッチ「SwitchBlade x908 GEN2」
のアニュアルライセンス(AMF マスターライセンス、無線 LAN コントローラーライセンス)、および 100G
拡張モジュール、QSFP28 モジュールを期間限定のキャンペーン価格でご提供します。
この機会にぜひご検討ください。

《AS-VCS キャンペーン》
期間：2019 年 1 月 1 日～2019 年 6 月 30 日(注文受付分)
対象製品：（価格は税別）
製品名
標準価格
キャンペーン価格
・AT-SBx908 GEN2 用 AMF マスターライセンス
AT-SBx908G-AM40L-1Y-2017
￥250,000
￥225,000
(20 メンバー(40 リンク)、1 年)

AT-SBx908G-AM40L-6Y-2017

￥750,000

￥675,000

￥875,000

￥787,500

￥500,000

￥400,000

￥1,500,000

￥1,200,000

￥1,750,000

￥1,400,000

￥1,000,000

￥700,000

￥3,000,000

￥2,100,000

￥3,500,000

￥2,450,000

￥1,500,000

￥900,000

￥4,500,000

￥2,700,000

￥5,250,000

￥3,150,000

(20 メンバー(40 リンク)、6 年）

AT-SBx908G-AM40L-7Y-2017
(20 メンバー(40 リンク)、7 年）

AT-SBx908G-AM80L-1Y-2017
(40 メンバー(80 リンク)、1 年)

AT-SBx908G-AM80L-6Y-2017
(40 メンバー(80 リンク)、6 年)

AT-SBx908G-AM80L-7Y-2017
(40 メンバー(80 リンク)、7 年)

AT-SBx908G-AM160L-1Y-2017
(80 メンバー(160 リンク)、1 年)

AT-SBx908G-AM160L-6Y-2017
(80 メンバー(160 リンク)、6 年)

AT-SBx908G-AM160L-7Y-2017
(80 メンバー(160 リンク)、7 年)

AT-SBx908G-AM240L-1Y-2017
(120 メンバー(240 リンク)、1 年)

AT-SBx908G-AM240L-6Y-2017
(120 メンバー(240 リンク)、6 年)

AT-SBx908G-AM240L-7Y-2017
(120 メンバー(240 リンク)、7 年)

AT-SBx908G-AM600L-1Y-2017

￥3,750,000

￥1,875,000

(300 メンバー(600 リンク)、1 年)

AT-SBx908G-AM600L-6Y-2017

￥11,250,000

￥5,625,000

￥13,125,000

￥6,562,500

(300 メンバー(600 リンク)、6 年)

AT-SBx908G-AM600L-7Y-2017
(300 メンバー(600 リンク)、7 年)

・AT-SBx908 GEN2 用無線 LAN コントローラーライセンス
AT-SBx908G-WL40-1Y-2018
￥60,000
￥42,000
(40AP 用、1 年)

AT-SBx908G-WL40-6Y-2018

￥180,000

￥126,000

￥210,000

￥147,000

￥120,000

￥72,000

￥360,000

￥216,000

￥420,000

￥252,000

￥180,000

￥90,000

￥540,000

￥270,000

￥630,000

￥315,000

(40AP 用、6 年)

AT-SBx908G-WL40-7Y-2018
(40AP 用、7 年)

AT-SBx908G-WL80-1Y-2018
(80AP 用、1 年)

AT-SBx908G-WL80-6Y-2018
(80AP 用、 6 年)

AT-SBx908G-WL80-7Y-2018
(80AP 用、 7 年)

AT-SBx908G-WL120-1Y-2018
(120AP 用、 1 年)

AT-SBx908G-WL120-6Y-2018
(120AP 用、 6 年)

AT-SBx908G-WL120-7Y-2018
(120AP 用、 7 年)

・SBx908 GEN2 用 100G 拡張モジュール
AT-XEM2-1CQ
￥250,000
AT-XEM2-1CQ-Z1
￥263,000

￥100,000
￥105,000

(デリバリースタンダード保守 1 年付)

AT-XEM2-1CQ-Z5

￥313,000

￥125,000

￥345,000

￥138,000

(デリバリースタンダード保守 5 年付)

AT-XEM2-1CQ-Z7
(デリバリースタンダード保守 7 年付)

・QSFP28 モジュール
AT-QSFP28SR4
AT-QSFP28SR4-Z1

￥390,000
￥403,700

￥150,000
￥155,300

￥448,500

￥172,500

￥495,300

￥190,500

(デリバリースタンダード保守 1 年付)

AT-QSFP28SR4-Z5
(デリバリースタンダード保守 5 年付)

AT-QSFP28SR4-Z7
(デリバリースタンダード保守 7 年付)

AT-QSFP28LR4
AT-QSFP28LR4-Z1

￥1,200,000
￥1,242,000

￥450,000
￥465,800

￥1,380,000

￥517,500

￥1,524,000

￥571,500

(デリバリースタンダード保守 1 年付)

AT-QSFP28LR4-Z5
(デリバリースタンダード保守 5 年付)

AT-QSFP28LR4-Z7
(デリバリースタンダード保守 7 年付)

<<製品に関するお問い合わせ>>
E-Mail: info@allied-telesis.co.jp
https://www.allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>
マーケティングコミュニケーション部 田中 利道
Tel:03-5437-6042 E-Mail: totanaka@allied-telesis.co.jp
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