
2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥3,240 ¥4,860 ¥6,480 ¥9,720 ¥1,620 ¥1,620
15-19 ¥3,220 ¥4,830 ¥6,440 ¥9,660 ¥1,610 ¥1,610
20-24 ¥3,200 ¥4,800 ¥6,400 ¥9,600 ¥1,600 ¥1,600
25-49 ¥3,180 ¥4,770 ¥6,360 ¥9,540 ¥1,590 ¥1,590
50-99 ¥3,020 ¥4,530 ¥6,040 ¥9,060 ¥1,510 ¥1,510
100-149 ¥2,910 ¥4,360 ¥5,820 ¥8,730 ¥1,455 ¥1,455
150-249 ¥2,620 ¥3,930 ¥5,240 ¥7,860 ¥1,310 ¥1,310
250-499 ¥2,320 ¥3,480 ¥4,640 ¥6,960 ¥1,160 ¥1,160
500-999 ¥1,350 ¥2,030 ¥2,700 ¥4,050 ¥675 ¥675
1000-1499 ¥860 ¥1,290 ¥1,720 ¥2,580 ¥430 ¥430
1500-2499 ¥780 ¥1,170 ¥1,560 ¥2,340 ¥390 ¥390
2500-4999 ¥700 ¥1,050 ¥1,400 ¥2,100 ¥350 ¥350
5000-9999 ¥540 ¥810 ¥1,080 ¥1,620 ¥270 ¥270

10000-19999 ¥430 ¥650 ¥860 ¥1,290 ¥215 ¥215
20000-49999 ¥380 ¥570 ¥760 ¥1,140 ¥190 ¥190
50000+ ¥360 ¥540 ¥720 ¥1,080 ¥180 ¥180

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

ライセンス対象 クライアント数
備考 * 仮想環境におけるクライアント数のカウントは、同時接続 OS 数となります。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

製品名 Kaspersky Endpoint Security for Business Core

含まれるアプリケーショ
ン

管理ツール
　・Kaspersky Security Center

ワークステーション向け
　・Kaspersky Endpoint Security for Windows

　・Kaspersky Endpoint Security for Mac

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux Workstation



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥6,480 ¥9,720 ¥12,960 ¥19,440 ¥3,240 ¥3,240
15-19 ¥6,440 ¥9,660 ¥12,880 ¥19,320 ¥3,220 ¥3,220
20-24 ¥6,390 ¥9,580 ¥12,780 ¥19,170 ¥3,195 ¥3,195
25-49 ¥6,350 ¥9,520 ¥12,700 ¥19,050 ¥3,175 ¥3,175
50-99 ¥6,030 ¥9,040 ¥12,060 ¥18,090 ¥3,015 ¥3,015
100-149 ¥5,810 ¥8,710 ¥11,620 ¥17,430 ¥2,905 ¥2,905
150-249 ¥5,230 ¥7,840 ¥10,460 ¥15,690 ¥2,615 ¥2,615
250-499 ¥4,640 ¥6,960 ¥9,280 ¥13,920 ¥2,320 ¥2,320
500-999 ¥2,700 ¥4,050 ¥5,400 ¥8,100 ¥1,350 ¥1,350
1000-1499 ¥1,710 ¥2,560 ¥3,420 ¥5,130 ¥855 ¥855
1500-2499 ¥1,550 ¥2,320 ¥3,100 ¥4,650 ¥775 ¥775
2500-4999 ¥1,390 ¥2,080 ¥2,780 ¥4,170 ¥695 ¥695

5000-9999 ¥1,080 ¥1,620 ¥2,160 ¥3,240 ¥540 ¥540
10000-19999 ¥860 ¥1,290 ¥1,720 ¥2,580 ¥430 ¥430
20000-49999 ¥760 ¥1,140 ¥1,520 ¥2,280 ¥380 ¥380
50000+ ¥720 ¥1,080 ¥1,440 ¥2,160 ¥360 ¥360

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

* 仮想環境におけるクライアント数のカウントは、同時接続 OS 数となります。備考
クライアント数 + モバイル・デバイス 数ライセンス対象

管理ツール
　・Kaspersky Security Center

ワークステーションおよびモバイルデバイス向け
　・Kaspersky Endpoint Security for Windows

　・Kaspersky Endpoint Security for Mac

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux Workstation

　・Kaspersky Endpoint Security for Smartphone

含まれるアプリケーショ
ン

Kaspersky Endpoint Security for Business Select （ワークステーション）

Server保護なし (旧Kaspersky Work Space Security）
製品名



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥10,430 ¥15,650 ¥20,860 ¥31,290 ¥5,215 ¥5,215
15-19 ¥10,200 ¥15,300 ¥20,400 ¥30,600 ¥5,100 ¥5,100
20-24 ¥9,970 ¥14,960 ¥19,940 ¥29,910 ¥4,985 ¥4,985
25-49 ¥9,730 ¥14,600 ¥19,460 ¥29,190 ¥4,865 ¥4,865
50-99 ¥9,100 ¥13,650 ¥18,200 ¥27,300 ¥4,550 ¥4,550
100-149 ¥7,630 ¥11,450 ¥15,260 ¥22,890 ¥3,815 ¥3,815
150-249 ¥6,740 ¥10,110 ¥13,480 ¥20,220 ¥3,370 ¥3,370
250-499 ¥5,850 ¥8,780 ¥11,700 ¥17,550 ¥2,925 ¥2,925
500-999 ¥3,850 ¥5,780 ¥7,700 ¥11,550 ¥1,925 ¥1,925
1000-1499 ¥2,310 ¥3,470 ¥4,620 ¥6,930 ¥1,155 ¥1,155
1500-2499 ¥2,070 ¥3,110 ¥4,140 ¥6,210 ¥1,035 ¥1,035
2500-4999 ¥1,820 ¥2,730 ¥3,640 ¥5,460 ¥910 ¥910

5000-9999 ¥1,490 ¥2,240 ¥2,980 ¥4,470 ¥745 ¥745
10000-19999 ¥1,240 ¥1,860 ¥2,480 ¥3,720 ¥620 ¥620
20000-49999 ¥1,110 ¥1,660 ¥2,220 ¥3,330 ¥555 ¥555
50000+ ¥1,030 ¥1,540 ¥2,060 ¥3,090 ¥515 ¥515

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

備考 * 仮想環境におけるクライアント数、サーバー数のカウントは、同時接続 OS 数となります。
ライセンス対象 クライアント数 + モバイル・デバイス 数 + ファイルサーバー数

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

製品名
Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Server保護あり (旧Kaspersky Business Space Security)

含まれるアプリケーショ
ン

管理ツール
　・Kaspersky Security Center

ワークステーションおよびモバイルデバイス向け
　・Kaspersky Endpoint Security for Windows

　・Kaspersky Endpoint Security for Mac

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux Workstation

　・Kaspersky Endpoint Security for Smartphone

サーバー向け
・Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server

・Kaspersky Anti-Virus for Windows Server Enterprise



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 更新 1年 乗換初年度 1年
1-24 ¥160,000 ¥256,000 ¥320,000 ¥80,000 ¥80,000
25-49 ¥150,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥75,000 ¥75,000
50-99 ¥130,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥65,000 ¥65,000
100-249 ¥110,000 ¥176,000 ¥220,000 ¥55,000 ¥55,000
250-499 ¥90,000 ¥144,000 ¥180,000 ¥45,000 ¥45,000
500-1000 ¥70,000 ¥112,000 ¥140,000 ¥35,000 ¥35,000
1000+ ¥50,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥25,000 ¥25,000

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

ライセンス対象 CPU数（1CPUあたり最大12コア）
備考 * vmware の仮想化製品およびライセンスは含まれておりませんので、別途ご用意ください

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

製品名 Kaspersky Security for Virtualization

CPU数

含まれるアプリケーショ
ン

管理ツール
　・Kaspersky Security Center

vmware vSphere 環境向け
　・Kaspersky Security for Virtualization

ターゲット セキュリティ ソリューション (Targeted Security Solutions)



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥2,790 ¥4,185 ¥5,580 ¥8,370 ¥1,395 ¥1,395
15-19 ¥2,770 ¥4,155 ¥5,540 ¥8,310 ¥1,385 ¥1,385
20-24 ¥2,750 ¥4,125 ¥5,500 ¥8,250 ¥1,375 ¥1,375
25-49 ¥2,720 ¥4,080 ¥5,440 ¥8,160 ¥1,360 ¥1,360
50-99 ¥2,680 ¥4,020 ¥5,360 ¥8,040 ¥1,340 ¥1,340
100-149 ¥2,430 ¥3,645 ¥4,860 ¥7,290 ¥1,215 ¥1,215
150-249 ¥2,190 ¥3,285 ¥4,380 ¥6,570 ¥1,095 ¥1,095
250-499 ¥1,940 ¥2,910 ¥3,880 ¥5,820 ¥970 ¥970
500-999 ¥1,330 ¥1,995 ¥2,660 ¥3,990 ¥665 ¥665
1000-1499 ¥860 ¥1,290 ¥1,720 ¥2,580 ¥430 ¥430
1500-2499 ¥500 ¥750 ¥1,000 ¥1,500 ¥250 ¥250
2500-4999 ¥470 ¥705 ¥940 ¥1,410 ¥235 ¥235
5000+ ¥430 ¥645 ¥860 ¥1,290 ¥215 ¥215

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥1,860 ¥2,790 ¥3,720 ¥5,580 ¥930 ¥930
15-19 ¥1,850 ¥2,775 ¥3,700 ¥5,550 ¥925 ¥925
20-24 ¥1,840 ¥2,760 ¥3,680 ¥5,520 ¥920 ¥920
25-49 ¥1,820 ¥2,730 ¥3,640 ¥5,460 ¥910 ¥910
50-99 ¥1,790 ¥2,685 ¥3,580 ¥5,370 ¥895 ¥895
100-149 ¥1,620 ¥2,430 ¥3,240 ¥4,860 ¥810 ¥810
150-249 ¥1,460 ¥2,190 ¥2,920 ¥4,380 ¥730 ¥730
250-499 ¥1,290 ¥1,935 ¥2,580 ¥3,870 ¥645 ¥645
500-999 ¥890 ¥1,335 ¥1,780 ¥2,670 ¥445 ¥445
1000-1499 ¥570 ¥855 ¥1,140 ¥1,710 ¥285 ¥285
1500-2499 ¥330 ¥495 ¥660 ¥990 ¥165 ¥165
2500-4999 ¥310 ¥465 ¥620 ¥930 ¥155 ¥155
5000+ ¥290 ¥435 ¥580 ¥870 ¥145 ¥145

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

メールユーザー数
備考

ライセンス対象
備考

ライセンス対象

ターゲット セキュリティ ソリューション (Targeted Security Solutions)

Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server

Kaspersky Anti-Spam for Linux
(旧Kaspersky Anti-Spam)

製品名

製品名

メールユーザー数



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥2,840 ¥4,260 ¥5,680 ¥8,520 ¥1,420 ¥1,420
15-19 ¥2,830 ¥4,245 ¥5,660 ¥8,490 ¥1,415 ¥1,415
20-24 ¥2,820 ¥4,230 ¥5,640 ¥8,460 ¥1,410 ¥1,410
25-49 ¥2,800 ¥4,200 ¥5,600 ¥8,400 ¥1,400 ¥1,400
50-99 ¥2,760 ¥4,140 ¥5,520 ¥8,280 ¥1,380 ¥1,380
100-149 ¥2,530 ¥3,795 ¥5,060 ¥7,590 ¥1,265 ¥1,265
150-249 ¥2,250 ¥3,375 ¥4,500 ¥6,750 ¥1,125 ¥1,125
250-499 ¥1,970 ¥2,955 ¥3,940 ¥5,910 ¥985 ¥985
500-999 ¥1,390 ¥2,085 ¥2,780 ¥4,170 ¥695 ¥695
1000-1499 ¥890 ¥1,335 ¥1,780 ¥2,670 ¥445 ¥445
1500-2499 ¥490 ¥735 ¥980 ¥1,470 ¥245 ¥245
2500-4999 ¥470 ¥705 ¥940 ¥1,410 ¥235 ¥235
5000+ ¥450 ¥675 ¥900 ¥1,350 ¥225 ¥225

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

ライセンス対象
備考

保護対象ノード数
* 仮想環境におけるクライアント数、サーバー数のカウントは、同時接続 OS 数となります。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

製品名 Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server

ターゲット セキュリティ ソリューション (Targeted Security Solutions)



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥4,660 ¥6,990 ¥9,320 ¥13,980 ¥2,330 ¥2,330
15-19 ¥4,640 ¥6,960 ¥9,280 ¥13,920 ¥2,320 ¥2,320
20-24 ¥4,620 ¥6,930 ¥9,240 ¥13,860 ¥2,310 ¥2,310
25-49 ¥4,590 ¥6,885 ¥9,180 ¥13,770 ¥2,295 ¥2,295
50-99 ¥4,530 ¥6,795 ¥9,060 ¥13,590 ¥2,265 ¥2,265
100-149 ¥4,320 ¥6,480 ¥8,640 ¥12,960 ¥2,160 ¥2,160
150-249 ¥3,830 ¥5,745 ¥7,660 ¥11,490 ¥1,915 ¥1,915
250-499 ¥3,330 ¥4,995 ¥6,660 ¥9,990 ¥1,665 ¥1,665
500-999 ¥1,800 ¥2,700 ¥3,600 ¥5,400 ¥900 ¥900
1000-1499 ¥1,100 ¥1,650 ¥2,200 ¥3,300 ¥550 ¥550
1500-2499 ¥1,030 ¥1,545 ¥2,060 ¥3,090 ¥515 ¥515
2500-4999 ¥950 ¥1,425 ¥1,900 ¥2,850 ¥475 ¥475
5000+ ¥780 ¥1,170 ¥1,560 ¥2,340 ¥390 ¥390

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

ライセンス対象

備考

クライアント数もしくはサーバー数のどちらか多い方の数量
* 仮想環境におけるクライアント数、サーバー数のカウントは、同時接続 OS 数となります。
また、Windows、Windows Server Enterprise Edition およびLinux Server を組み合わせてお使いいただけます。

ターゲット セキュリティ ソリューション (Targeted Security Solutions)

Kaspersky Anti-Virus for File Server （Windows、Windows EE および Linux）製品名



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥12,470 ¥18,710 ¥24,940 ¥37,410 ¥6,235 ¥6,235
15-19 ¥12,200 ¥18,300 ¥24,400 ¥36,600 ¥6,100 ¥6,100
20-24 ¥11,920 ¥17,880 ¥23,840 ¥35,760 ¥5,960 ¥5,960
25-49 ¥11,640 ¥17,450 ¥23,280 ¥34,920 ¥5,820 ¥5,820
50-99 ¥10,880 ¥16,320 ¥21,760 ¥32,640 ¥5,440 ¥5,440
100-149 ¥9,130 ¥13,690 ¥18,260 ¥27,390 ¥4,565 ¥4,565
150-249 ¥8,060 ¥12,090 ¥16,120 ¥24,180 ¥4,030 ¥4,030
250-499 ¥7,000 ¥10,500 ¥14,000 ¥21,000 ¥3,500 ¥3,500
500-999 ¥4,610 ¥6,910 ¥9,220 ¥13,830 ¥2,305 ¥2,305
1000-1499 ¥2,770 ¥4,150 ¥5,540 ¥8,310 ¥1,385 ¥1,385
1500-2499 ¥2,480 ¥3,720 ¥4,960 ¥7,440 ¥1,240 ¥1,240
2500-4999 ¥2,180 ¥3,270 ¥4,360 ¥6,540 ¥1,090 ¥1,090
5000+ ¥1,790 ¥2,680 ¥3,580 ¥5,370 ¥895 ¥895

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）
ターゲット セキュリティ ソリューション (Targeted Security Solutions)

ライセンス対象 クライアント数もしくはサーバー数のどちらか多い方の数量

備考
* 仮想環境におけるクライアント数、サーバー数のカウントは、同時接続 OS 数となります。
（2013年内に発売開始予定）

製品名 Kaspersky Security for Systems Management （2013年内に発売開始予定）



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥4,050 ¥6,075 ¥8,100 ¥12,150 ¥2,025 ¥2,025
15-19 ¥3,780 ¥5,670 ¥7,560 ¥11,340 ¥1,890 ¥1,890
20-24 ¥3,510 ¥5,265 ¥7,020 ¥10,530 ¥1,755 ¥1,755
25-49 ¥3,240 ¥4,860 ¥6,480 ¥9,720 ¥1,620 ¥1,620
50-99 ¥3,120 ¥4,680 ¥6,240 ¥9,360 ¥1,560 ¥1,560
100-149 ¥2,960 ¥4,440 ¥5,920 ¥8,880 ¥1,480 ¥1,480
150-249 ¥2,880 ¥4,320 ¥5,760 ¥8,640 ¥1,440 ¥1,440
250-499 ¥2,800 ¥4,200 ¥5,600 ¥8,400 ¥1,400 ¥1,400

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。
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備考
* 500 ライセンスを超えるご注文の場合には、Kaspersky Endpoint Security for Business Select （ワークステーショ
ン）、Select あるいは Advanced （2013年内に発売開始予定）をお求めください。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）
ターゲット セキュリティ ソリューション (Targeted Security Solutions)

製品名 Kaspersky Endpoint Security for Smartphone

ライセンス対象 モバイル・デバイス 数



2013年 06月06日現在

株式会社カスペルスキー

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 更新 1年 乗換初年度 1年
10-14 ¥10,430 ¥15,650 ¥20,860 ¥31,290 ¥5,215 ¥5,215
15-19 ¥10,200 ¥15,300 ¥20,400 ¥30,600 ¥5,100 ¥5,100
20-24 ¥9,970 ¥14,960 ¥19,940 ¥29,910 ¥4,985 ¥4,985
25-49 ¥9,730 ¥14,600 ¥19,460 ¥29,190 ¥4,865 ¥4,865
50-99 ¥9,100 ¥13,650 ¥18,200 ¥27,300 ¥4,550 ¥4,550
100-149 ¥7,630 ¥11,450 ¥15,260 ¥22,890 ¥3,815 ¥3,815
150-249 ¥6,740 ¥10,110 ¥13,480 ¥20,220 ¥3,370 ¥3,370
250-499 ¥5,850 ¥8,780 ¥11,700 ¥17,550 ¥2,925 ¥2,925

※ アカデミックプログラム適用の場合は定価の 50%割引、ガバメントプログラム適用の場合は25%割引となります。
1円以下の端数に関しましては1円単位への四捨五入となります。

※ 乗換初年度 1年：他社製品からのお乗換えの場合の適用価格となります
※ 価格、その他は予告なく変更することがあります。製品の詳細につきましては弊社ウェブサイト (http://www.kaspersky.co.jp/) にてご確認ください。

© 1997 - 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved. 

記載されている会社名、製品名はKaspersky または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー ライセンス標準希望小売価格表 （消費税別）

備考
* 500 ライセンスを超えるご注文の場合には、Kaspersky Endpoint Security for Business Select （ワークステーショ
ン）、Select あるいは Advanced （2013年内に発売開始予定）をお求めください。

ターゲット セキュリティ ソリューション (Targeted Security Solutions)

製品名 Kaspersky Security for Mobile （2013年内に発売開始予定）
(旧Kaspersky Endpoint Security for Smartphone)

ライセンス対象 モバイル・デバイス 数


