2020 年 4 月 22 日

報道関係各位

GIGA スクール向けアカデミック製品のラインナップを拡充
－対象製品を追加・長期保証の新型番が登場－
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、GIGA スクール構想の実現
に向けて販売中の保守サービスを付帯した文教市場向けパッケージ製品「アカデミック N 型番製品」の対象
製品を追加し、製品の出荷を 5 月 7 日より開始します。また、リミテッドライフタイム保証付の新型番「ア
カデミック NX 型番製品」
、7 年間の長期保証付の新型番「アカデミック NS 型番製品」の出荷を同日 5 月 7
日より開始します。

■GIGA スクール向け「アカデミック N 型番製品」に対象製品を追加
2019 年 12 月、文部科学省から「GIGA スクール構想」の実現に向け、児童生徒 1 人 1 台端末の実現や高速
大容量の通信ネットワークの整備などの施策が発表され、校内ネットワークの完備に向け、環境の整備が進
められています。当社は、GIGA スクール構想を実現する校内ネットワーク環境の整備を推進するために「ア
カデミック N 型番製品」を 2020 年 4 月 1 日より販売開始しました。
アカデミック N 型番製品は、ルーターやスイッチ、無線 LAN アクセスポイントなど幅広い製品が対象とな
り、製品本体に保守サービスを付帯した文教市場向けパッケージ製品です。GIGA スクール構想のなかで提
示されたネットワーク機器の仕様条件に沿った製品をラインナップしているため、最適な校内ネットワーク
の整備を実現します。
今後、さらに多くのお客様にご利用いただけるよう 5 月 7 日より対象の製品ラインナップを拡大して出荷を
開始します。今回追加となる製品は、有線・無線ネットワークの管理や、100G の通信速度など、ほかにも
さまざまな高度な機能を搭載した大規模ネットワークを支えるコア・スイッチや、１G 対応のエッジ向けの
スイッチなどが対象となります。
＜対象製品＞
・コア・スイッチ「SwitchBlade x8100 シリーズ」
製品本体およびラインカード
・コア・スイッチ「SwitchBlade x908 GEN2」
製品本体および拡張モジュール
・インテリジェント・エッジ・スイッチ
「CentreCOM x230L シリーズ」

写真：SwitchBlade x8100 シリーズ(右)
と SwitchBlade x908 GEN2(左)

上記対象製品は現在実施中の「GIGA スクールキャンペーン」
（2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日注文受
付分対象）の対象となります。通常よりもお求めになりやすい価格にてご提供します。

■長期保証が充実の新型番「NX・NS 型番製品」
リミテッドライフタイム保証付の新型番「アカデミック NX 型番製品」
、7 年間の長期保証付の新型番「アカ
デミック NS 型番製品」は、販売中のアカデミック N 型番製品と同様に、GIGA スクール構想の実現に向け
た文教市場向け製品です。
アカデミック NX 型番製品は、
製品の出荷日より永年保証*1 のリミテッドライフタイム保証付の製品となり、
主にネットワークのエッジ向けの 18 製品が対象です。また、アカデミック NS 型番製品は、7 年間の長期保
証に加え、有線・無線ネットワークの統合管理機能ライセンスを無期限の使用期間であわせてご提供します
*2。こちらは主にネットワークのコア向けの 18 製品が対象です。
製品選定において幅広い選択肢となるほか、製品を長期にわたって安心してお使いいただけるよう長期保証
にて製品の利用をサポートします。
＜表：型番ごとの保証内容＞
型番

内容

種類

詳細

一般
製品

製品保証
センドバック対応
(5 年、1 年、90 日など)

製品保証書に明記した期間内において、製品出荷日から起算
し保証対応を行います。詳細は下記 URL を参照ください。

N5/N7

デリバリー
スタンダード保守
(5 年/7 年)

機器に障害が発生した場合、お客様または代理店様にて障害
の一時切り分けを行っていただいた後、代替機器を先行して
お届けする保守サービスです。

NX

リミテッドライフ
タイム保証
(製品出荷～販売終了後 センドバック対応
7 年間まで)

製品出荷日より販売終了後 7 年間を期限として保証対応を行
います。詳細は製品に添付した製品保証書をご確認ください。

NS

製品保証(7 年)
AMF/AWC の無期限ラ 先出センドバック
イセンス付(オプション
製品を除く)

機器に障害が発生した場合、お客様または代理店様にて障害
の一時切り分けを行っていただいた後、代替機器を先行して
お届けする保守サービス(7 年間)、および一部製品でネットワ
ーク管理機能 AMF/AWC の無期限利用権をバンドルしてい
ます。

先出センドバック

https://www.allied-telesis.co.jp/support/repair/repair_2-kitei.html

注）センドバック：障害が発生した機器を先に弊社までお送りいただいた後で、代替機を返送します。
注）先出センドバック：障害が発生した際、代替機を先行してお届けする保守サービスです。

当社は、今後も GIGA スクール構想の実現に向け、アカデミック製品などのネットワーク製品や IT サービ
スなどを通して文教市場のネットワーク環境の整備を支援してまいります。

＜アカデミック N 型番製品

追加対象製品＞

・リリース予定日：2020 年 5 月 7 日
・GIGA スクールキャンペーン期間：2020 年 5 月 1 日～2021 年 3 月 31 日(注文受付分)※出荷は 5 月 7 日～
対象製品(一部)
カテゴリー

製品名

仕様

AT-SBx8112-N5 アカデミック
コア・
スイッチ

(デリバリースタンダード保守 5 年付)

AT-SBx8112-N7 アカデミック

コントロールカードスロット×2、
ラインカードスロット×10

(デリバリースタンダード保守 7 年付)

AT-SBx908 GEN2-N5 アカデミック
コア・
スイッチ

(デリバリースタンダード保守 5 年付)

AT-SBx908 GEN2-N7 アカデミック
(デリバリースタンダード保守 7 年付)

標準価格
(税別)

キャンペーン
価格(税別)

¥948,000

¥901,000

¥1,137,000

¥1,081,000

¥2,000,000

¥1,900,000

¥2,400,000

¥2,280,000

拡張モジュールスロット×8

AT-x230L-17GT-N5 アカデミック
エッジ・
スイッチ

(デリバリースタンダード保守 5 年付)

AT-x230L-17GT-N7 アカデミック

10/100/1000BASE-T×16、
SFP スロット×1

(デリバリースタンダード保守 7 年付)

¥95,000

¥91,000

¥106,400

¥102,000

上記は対象製品の一部です。対象製品と価格は下記よりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/news/wp-content/uploads/2020/04/nr200422_01.pdf

＜アカデミック NX・NS 型番製品＞
・リリース予定日：2020 年 5 月７日
対象製品(一部)
カテゴリー

製品名

仕様

標準価格
(税別)

￥285,600

リミテッドライフタイム保証付(NX)
エッジ・
スイッチ

AT-x530L-28GPX-NX アカデミック

10/100/1000BASE-T×24（PoE-OUT）
、
SFP/SFP+スロット×4

エッジ・
スイッチ

AT-x230-10GT-NX アカデミック

10/100/1000BASE-T×8、
SFP スロット×2

無線 LAN
アクセス
ポイント

AT-TQ5403-NX アカデミック

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 対応、
10/100/1000BASE-T×1、
10/100/1000BASE-T（PoE-IN）×1

コア・
スイッチ

AT-x930-28GPX-NS アカデミック

10/100/1000BASE-T（PoE-OUT）×24、
SFP/SFP+スロット×4、
AMF/AWC 無期限ライセンス付

¥1,872,000

ディストリビ
ューション・
スイッチ

AT-x530-52GTXm-NS アカデミック

10/100/1000BASE-T×40、
100/1000/2.5G/5GBASE-T×8、SFP+スロット×4
AMF/AWC 無期限ライセンス付

¥1,440,000

AT-AR4050S-NS アカデミック

WAN：10/100/1000BASE-T×2（コンボ）
、
SFP スロット×2（コンボ）
、バイパスポート×2、
LAN：10/100/1000BASE-T×8、
AMF/AWC 無期限ライセンス付

¥88,500

¥107,600

7 年保証付(NS)

ルーター

¥391,400

上記は対象製品の一部です。対象製品と価格は下記よりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/news/wp-content/uploads/2020/04/nr200422_02.pdf
*1

製品が販売終了した際は、販売終了後から 7 年間の保証となります。

*2

有線・無線ネットワークの統合管理機能(AMF/AWC)無期限ライセンスは、電源やモジュールなどのオプション製品へは付帯しません。

注）アカデミック N 型番製品は文教ユーザー様にデリバリースタンダード保守 5 年/7 年付製品または 5 年/7 年の時限付フィーチャーライセ
ンスを特別価格でご提供するものです。
注) デリバリースタンダード：ご購入いただいた機器に、万一障害が発生した場合、お客様または代理店様にて障害の一時切り分けを行って
いただいた後、代替機器を先行してお届けする(先出センドバック)保守サービスです。
注）本製品は、文教ユーザー様に限定させていただきます。
注）上記は 4 月 22 日現在のリリース予定の価格となります。

<<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
Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル

