
GUARDIANWALL Mailセキュリティ・オンプレミス　価格表
【一般向け】

新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格

～50 ¥261,000 ¥130,500 ¥132,000 ¥66,000 ¥309,000 ¥154,500 ¥501,000 ¥250,500 ¥300,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥75,000 ¥354,000 ¥177,000 ¥573,000 ¥286,500

～100 ¥366,000 ¥183,000 ¥183,000 ¥91,500 ¥432,000 ¥216,000 ¥702,000 ¥351,000 ¥405,000 ¥202,500 ¥204,000 ¥102,000 ¥477,000 ¥238,500 ¥774,000 ¥387,000

～200 ¥516,000 ¥258,000 ¥258,000 ¥129,000 ¥612,000 ¥306,000 ¥990,000 ¥495,000 ¥555,000 ¥277,500 ¥279,000 ¥139,500 ¥657,000 ¥328,500 ¥1,062,000 ¥531,000

～300 ¥612,000 ¥306,000 ¥306,000 ¥153,000 ¥723,000 ¥361,500 ¥1,173,000 ¥586,500 ¥651,000 ¥325,500 ¥327,000 ¥163,500 ¥768,000 ¥384,000 ¥1,245,000 ¥622,500

～400 ¥675,000 ¥337,500 ¥339,000 ¥169,500 ¥798,000 ¥399,000 ¥1,293,000 ¥646,500 ¥714,000 ¥357,000 ¥360,000 ¥180,000 ¥843,000 ¥421,500 ¥1,365,000 ¥682,500

～500 ¥714,000 ¥357,000 ¥357,000 ¥178,500 ¥843,000 ¥421,500 ¥1,368,000 ¥684,000 ¥753,000 ¥376,500 ¥378,000 ¥189,000 ¥888,000 ¥444,000 ¥1,440,000 ¥720,000

～750 ¥798,000 ¥399,000 ¥399,000 ¥199,500 ¥945,000 ¥472,500 ¥1,530,000 ¥765,000 ¥837,000 ¥418,500 ¥420,000 ¥210,000 ¥990,000 ¥495,000 ¥1,602,000 ¥801,000

～1,000 ¥879,000 ¥439,500 ¥441,000 ¥220,500 ¥1,038,000 ¥519,000 ¥1,686,000 ¥843,000 ¥918,000 ¥459,000 ¥462,000 ¥231,000 ¥1,083,000 ¥541,500 ¥1,758,000 ¥879,000

～1,250 ¥957,000 ¥478,500 ¥480,000 ¥240,000 ¥1,131,000 ¥565,500 ¥1,833,000 ¥916,500 ¥996,000 ¥498,000 ¥501,000 ¥250,500 ¥1,176,000 ¥588,000 ¥1,905,000 ¥952,500

～1,500 ¥1,029,000 ¥514,500 ¥516,000 ¥258,000 ¥1,215,000 ¥607,500 ¥1,971,000 ¥985,500 ¥1,068,000 ¥534,000 ¥537,000 ¥268,500 ¥1,260,000 ¥630,000 ¥2,043,000 ¥1,021,500

～2,000 ¥1,167,000 ¥583,500 ¥585,000 ¥292,500 ¥1,377,000 ¥688,500 ¥2,232,000 ¥1,116,000 ¥1,206,000 ¥603,000 ¥606,000 ¥303,000 ¥1,422,000 ¥711,000 ¥2,304,000 ¥1,152,000

～2,500 ¥1,287,000 ¥643,500 ¥645,000 ¥322,500 ¥1,521,000 ¥760,500 ¥2,466,000 ¥1,233,000 ¥1,326,000 ¥663,000 ¥666,000 ¥333,000 ¥1,566,000 ¥783,000 ¥2,538,000 ¥1,269,000

～3,000 ¥1,398,000 ¥699,000 ¥699,000 ¥349,500 ¥1,653,000 ¥826,500 ¥2,679,000 ¥1,339,500 ¥1,437,000 ¥718,500 ¥720,000 ¥360,000 ¥1,698,000 ¥849,000 ¥2,751,000 ¥1,375,500

3,001～ お問合せください お問合せください

＜ライセンス条件＞

・ 契約期間１年間の希望小売価格（税別）です

・ ユーザー数は、GUARDIANWALL Mailセキュリティ・オンプレミスを経由してメールを送信もしくは受信される人数分をご購入ください。

（連結対象の関連会社様まで同一ライセンスでご利用いただけます）

・ 新規価格には、初年度1年間の使用許諾権と、バージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポートが含まれます。

・ 2年目以降継続し使用される場合には更新価格をお求めください

（旧GUARDIANWALL製品をご購入のお客さまの保守更新価格については、別途お問い合わせください。）

・ 更新価格には、次年度1年間の使用許諾権と、バージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポートが含まれます。

・ 本モデルは、サーバー台数に関係なくご利用いただけます。

・ 価格は予告なく変更になる場合があります。

ユーザー数

Linux版 仮想アプライアンス（VA）版
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GUARDIANWALL
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MailArchive

GUARDIANWALL

MailSuite
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GUARDIANWALL Mailセキュリティ・オンプレミス　オプション　価格表

GUARDIANWALL　アンチウイルス・アンチスパムオプション（※１） GUARDIANWALL　タイムスタンプサービス（※２）

【一般向け】 【アカデミック・ガバメント向け】　※価格適用対象については以下をご確認ください 【一般向け/アカデミック・ガバメント向け】

ユーザー数 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 ユーザー数 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 台数 年間利用料 製品コード

～50 ¥156,600 ¥78,300 ¥180,000 ¥90,000 ～50 ¥109,800 ¥54,900 ¥126,000 ¥63,000 1 ¥394,000 MG-TS-1

～100 ¥219,600 ¥109,800 ¥243,000 ¥121,500 ～100 ¥154,800 ¥77,400 ¥171,000 ¥85,500 2 ¥538,000 MG-TS-2

～200 ¥309,600 ¥154,800 ¥333,000 ¥166,500 ～200 ¥217,800 ¥108,900 ¥234,000 ¥117,000 3 ¥682,000 MG-TS-3

～300 ¥367,200 ¥183,600 ¥390,600 ¥195,300 ～300 ¥257,400 ¥128,700 ¥273,600 ¥136,800 4 ¥826,000 MG-TS-4

～400 ¥405,000 ¥202,500 ¥428,400 ¥214,200 ～400 ¥284,400 ¥142,200 ¥300,600 ¥150,300 ・ GUARDIANWALL MailArchive／MailSuiteのMGWワーカーサーバー

～500 ¥428,400 ¥214,200 ¥451,800 ¥225,900 ～500 ¥300,600 ¥150,300 ¥316,800 ¥158,400 　 台数分の数量をお求めください。

～750 ¥478,800 ¥239,400 ¥502,200 ¥251,100 ～750 ¥336,600 ¥168,300 ¥352,800 ¥176,400 ・ 5台以上の環境でご利用の場合は、別途お問い合わせください。

～1,000 ¥527,400 ¥263,700 ¥550,800 ¥275,400 ～1,000 ¥370,800 ¥185,400 ¥387,000 ¥193,500

～1,250 ¥574,200 ¥287,100 ¥597,600 ¥298,800 ～1,250 ¥403,200 ¥201,600 ¥419,400 ¥209,700

～1,500 ¥617,400 ¥308,700 ¥640,800 ¥320,400 ～1,500 ¥433,800 ¥216,900 ¥450,000 ¥225,000

～2,000 ¥700,200 ¥350,100 ¥723,600 ¥361,800 ～2,000 ¥491,400 ¥245,700 ¥507,600 ¥253,800

～2,500 ¥772,200 ¥386,100 ¥795,600 ¥397,800 ～2,500 ¥541,800 ¥270,900 ¥558,000 ¥279,000

～3,000 ¥838,800 ¥419,400 ¥862,200 ¥431,100 ～3,000 ¥588,600 ¥294,300 ¥604,800 ¥302,400

3,001～ 3,001～

 　

※１　GUARDIANWALL MailFilter、もしくはGUARDIANWALL MailSuiteのご契約が必要です。

※２　GUARDIANWALL MailArchive、もしくはGUARDIANWALL MailSuiteのご契約が必要です。

お問合せくださいお問合せください

Linux版 仮想アプライアンス（VA）版 Linux版 仮想アプライアンス（VA）版
Linux版/

仮想アプライアンス（VA）版
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GUARDIANWALL Mailセキュリティ・オンプレミス　価格表
【アカデミック・ガバメント向け】　※価格適用対象については下記をご確認ください

新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格 新規価格 更新価格

～50 ¥183,000 ¥91,500 ¥93,000 ¥46,500 ¥219,000 ¥109,500 ¥351,000 ¥175,500 ¥210,000 ¥105,000 ¥105,000 ¥52,500 ¥249,000 ¥124,500 ¥402,000 ¥201,000

～100 ¥258,000 ¥129,000 ¥129,000 ¥64,500 ¥303,000 ¥151,500 ¥492,000 ¥246,000 ¥285,000 ¥142,500 ¥144,000 ¥72,000 ¥336,000 ¥168,000 ¥543,000 ¥271,500

～200 ¥363,000 ¥181,500 ¥183,000 ¥91,500 ¥429,000 ¥214,500 ¥693,000 ¥346,500 ¥390,000 ¥195,000 ¥198,000 ¥99,000 ¥462,000 ¥231,000 ¥744,000 ¥372,000

～300 ¥429,000 ¥214,500 ¥216,000 ¥108,000 ¥507,000 ¥253,500 ¥822,000 ¥411,000 ¥456,000 ¥228,000 ¥231,000 ¥115,500 ¥540,000 ¥270,000 ¥873,000 ¥436,500

～400 ¥474,000 ¥237,000 ¥240,000 ¥120,000 ¥561,000 ¥280,500 ¥906,000 ¥453,000 ¥501,000 ¥250,500 ¥252,000 ¥126,000 ¥591,000 ¥295,500 ¥957,000 ¥478,500

～500 ¥501,000 ¥250,500 ¥252,000 ¥126,000 ¥591,000 ¥295,500 ¥960,000 ¥480,000 ¥528,000 ¥264,000 ¥267,000 ¥133,500 ¥624,000 ¥312,000 ¥1,008,000 ¥504,000

～750 ¥561,000 ¥280,500 ¥282,000 ¥141,000 ¥663,000 ¥331,500 ¥1,071,000 ¥535,500 ¥588,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥147,000 ¥693,000 ¥346,500 ¥1,122,000 ¥561,000

～1,000 ¥618,000 ¥309,000 ¥309,000 ¥154,500 ¥729,000 ¥364,500 ¥1,182,000 ¥591,000 ¥645,000 ¥322,500 ¥324,000 ¥162,000 ¥759,000 ¥379,500 ¥1,233,000 ¥616,500

～1,250 ¥672,000 ¥336,000 ¥336,000 ¥168,000 ¥792,000 ¥396,000 ¥1,284,000 ¥642,000 ¥699,000 ¥349,500 ¥351,000 ¥175,500 ¥825,000 ¥412,500 ¥1,335,000 ¥667,500

～1,500 ¥723,000 ¥361,500 ¥363,000 ¥181,500 ¥852,000 ¥426,000 ¥1,380,000 ¥690,000 ¥750,000 ¥375,000 ¥378,000 ¥189,000 ¥882,000 ¥441,000 ¥1,431,000 ¥715,500

～2,000 ¥819,000 ¥409,500 ¥411,000 ¥205,500 ¥966,000 ¥483,000 ¥1,563,000 ¥781,500 ¥846,000 ¥423,000 ¥426,000 ¥213,000 ¥996,000 ¥498,000 ¥1,614,000 ¥807,000

～2,500 ¥903,000 ¥451,500 ¥453,000 ¥226,500 ¥1,065,000 ¥532,500 ¥1,728,000 ¥864,000 ¥930,000 ¥465,000 ¥468,000 ¥234,000 ¥1,098,000 ¥549,000 ¥1,779,000 ¥889,500

～3,000 ¥981,000 ¥490,500 ¥492,000 ¥246,000 ¥1,158,000 ¥579,000 ¥1,878,000 ¥939,000 ¥1,008,000 ¥504,000 ¥504,000 ¥252,000 ¥1,191,000 ¥595,500 ¥1,926,000 ¥963,000

3,001～ お問合せください お問合せください

＜ライセンス条件＞

・ 契約期間１年間の希望小売価格（税別）です

・ ユーザー数は、GUARDIANWALL Mailセキュリティ・オンプレミスを経由してメールを送信もしくは受信される人数分をご購入ください。

（連結対象の関連会社様まで同一ライセンスでご利用いただけます）

・ 新規価格には、初年度1年間の使用許諾権と、バージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポートが含まれます。

・ 2年目以降継続し使用される場合には更新価格をお求めください

（旧GUARDIANWALL製品をご購入のお客さまの保守更新価格については、別途お問い合わせください。）

・ 更新価格には、次年度1年間の使用許諾権と、バージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポートが含まれます。

・ 本モデルは、サーバー台数に関係なくご利用いただけます。

・ 価格は予告なく変更になる場合があります。

＜アカデミック・ガバメント向け価格適用対象＞

　アカデミック向けライセンスをご購入いただけるお客さまは以下の通りです。

　　　文部科学省認可の学校法人および文部科学省が法で定める、幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、特殊教育諸学校、専門学校、高等専門学校、短期大学、大学、教育センターおよび 教育研究所、生涯学習センター、

　　　在外日本人学校など 厚生労働省所管の保育園、雇用能力開発機構所管の職業訓練校、各省庁所管の大学校、 厚生労働省所管のポリテクセンター、教育庁および教育委員会などが契約窓口になり、傘下の教育 機関に配布する場合 

　ガバメント向けライセンスをご購入いただけるお客さまは以下の通りです。

　 　憲法または法令によって定められた以下の機関 行政機関、立法機関（国会）、司法機関（裁判所）、中央銀行、地方公共団体（普通地方公共団体および特別地方公共団体）

　※ 下記のお客さまはアカデミック・ガバメント向け価格の適用対象外とさせていただきます。一般向けライセンスをご検討ください。

 　　 理容学校、美容学校、調理師学校、パソコン教室、塾、予備校、語学教室、財団法人、社団法人、宗教法人、医療法人など 

GUARDIANWALL

MailArchive

GUARDIANWALL

MailSuite

Linux版 仮想アプライアンス（VA）版

GUARDIANWALL

MailFilter

GUARDIANWALL

MailConvertユーザー数

GUARDIANWALL

MailFilter

GUARDIANWALL

MailConvert

GUARDIANWALL

MailArchive

GUARDIANWALL

MailSuite
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GUARDIANWALL Webセキュリティ・オンプレミス　価格表
【一般向け】

新規価格 新規乗換価格 更新価格 新規価格 新規乗換価格 更新価格

～25 ¥150,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥219,000 ¥109,500 ¥109,500

～50 ¥250,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥318,000 ¥159,000 ¥159,000

～75 ¥337,500 ¥168,750 ¥168,750 ¥408,000 ¥204,000 ¥204,000

～100 ¥400,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥471,000 ¥235,500 ¥235,500

～200 ¥600,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥672,000 ¥336,000 ¥336,000

～300 ¥750,000 ¥375,000 ¥375,000 ¥822,000 ¥411,000 ¥411,000

～400 ¥800,000 ¥400,000 ¥400,000 ¥870,000 ¥435,000 ¥435,000

～500 ¥950,000 ¥475,000 ¥475,000 ¥1,020,000 ¥510,000 ¥510,000

～600 ¥1,080,000 ¥540,000 ¥540,000 ¥1,152,000 ¥576,000 ¥576,000

～700 ¥1,120,000 ¥560,000 ¥560,000 ¥1,191,000 ¥595,500 ¥595,500

～800 ¥1,200,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥1,272,000 ¥636,000 ¥636,000

～900 ¥1,260,000 ¥630,000 ¥630,000 ¥1,332,000 ¥666,000 ¥666,000

～1,000 ¥1,300,000 ¥650,000 ¥650,000 ¥1,371,000 ¥685,500 ¥685,500

～1,500 ¥1,425,000 ¥712,500 ¥712,500 ¥1,497,000 ¥748,500 ¥748,500

～2,000 ¥1,800,000 ¥900,000 ¥900,000 ¥1,872,000 ¥936,000 ¥936,000

～2,500 ¥2,125,000 ¥1,062,500 ¥1,062,500 ¥2,196,000 ¥1,098,000 ¥1,098,000

2,501～

＜新規乗換価格ご購入対象のお客さま＞

・ 他社Webフィルタリング製品（UTM製品含む）を利用中であるお客さまが新規で「GUARDIANWALL WebFilter」を購入する際に、一回限り適用いたします。

・ 乗換価格の適用には他社Webフィルタリング製品のライセンス証書コピーを提出いただきます。

・ 更新価格は、通常の更新価格となります。

＜ライセンス条件＞

・ 契約期間１年間の希望小売価格（税別）です

・ ユーザー数は、GUARDIANWALL Webセキュリティ・オンプレミスを経由してインターネット等ネットワークに接続するクライアントPCの総台数分をご購入ください

（連結対象の関連会社様まで同一ライセンスでご利用いただけます）

・ 上記料金には、契約期間中のバージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポート、URLデータベース利用権が含まれます

・ 2年目以降継続し使用される場合には更新価格をお求めください

・ 更新価格には、次年度1年間のバージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポート、URLデータベース利用権が含まれます

・ 価格は予告なく変更になる場合があります。

　

Linux版 仮想アプライアンス（VA）版

ユーザー数

GUARDIANWALL

WebFilter

GUARDIANWALL

WebFilter

お問合せください
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GUARDIANWALL Webセキュリティ・オンプレミス　価格表
【アカデミック・ガバメント向け】

新規価格 新規乗換価格 更新価格 新規価格 新規乗換価格 更新価格

～25 ¥105,000 ¥52,500 ¥52,500 ¥153,000 ¥76,500 ¥76,500

～50 ¥175,000 ¥87,500 ¥87,500 ¥225,000 ¥112,500 ¥112,500

～75 ¥236,250 ¥118,125 ¥118,125 ¥285,000 ¥142,500 ¥142,500

～100 ¥280,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥330,000 ¥165,000 ¥165,000

～200 ¥420,000 ¥210,000 ¥210,000 ¥468,000 ¥234,000 ¥234,000

～300 ¥525,000 ¥262,500 ¥262,500 ¥573,000 ¥286,500 ¥286,500

～400 ¥560,000 ¥280,000 ¥280,000 ¥609,000 ¥304,500 ¥304,500

～500 ¥665,000 ¥332,500 ¥332,500 ¥714,000 ¥357,000 ¥357,000

～600 ¥756,000 ¥378,000 ¥378,000 ¥807,000 ¥403,500 ¥403,500

～700 ¥784,000 ¥392,000 ¥392,000 ¥834,000 ¥417,000 ¥417,000

～800 ¥840,000 ¥420,000 ¥420,000 ¥891,000 ¥445,500 ¥445,500

～900 ¥882,000 ¥441,000 ¥441,000 ¥933,000 ¥466,500 ¥466,500

～1,000 ¥910,000 ¥455,000 ¥455,000 ¥960,000 ¥480,000 ¥480,000

～1,500 ¥997,500 ¥498,750 ¥498,750 ¥1,047,000 ¥523,500 ¥523,500

～2,000 ¥1,260,000 ¥630,000 ¥630,000 ¥1,311,000 ¥655,500 ¥655,500

～2,500 ¥1,487,500 ¥743,750 ¥743,750 ¥1,536,000 ¥768,000 ¥768,000

2,501～

＜新規乗換価格ご購入対象のお客さま＞

・ 他社Webフィルタリング製品（UTM製品含む）を利用中であるお客さまが新規で「GUARDIANWALL WebFilter」を購入する際に、一回限り適用いたします。

・ 乗換価格の適用には他社Webフィルタリング製品のライセンス証書コピーを提出いただきます。

・ 更新価格は、通常の更新価格となります。

＜ライセンス条件＞

・ 契約期間１年間の希望小売価格（税別）です

・ ユーザー数は、GUARDIANWALL Webセキュリティ・オンプレミスを経由してインターネット等ネットワークに接続するクライアントPCの総台数分をご購入ください

（連結対象の関連会社様まで同一ライセンスでご利用いただけます）

・ 上記料金には、契約期間中のバージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポート、URLデータベース利用権が含まれます

・ 2年目以降継続し使用される場合には更新価格をお求めください

・ 更新価格には、次年度1年間のバージョンアッププログラム提供ならびに電話・メールによるユーザーサポート、URLデータベース利用権が含まれます

・ 価格は予告なく変更になる場合があります。

＜アカデミック・ガバメント向け価格適用対象＞

　アカデミック向けライセンスをご購入いただけるお客さまは以下の通りです。

　　　文部科学省認可の学校法人および文部科学省が法で定める、幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、特殊教育諸学校、専門学校、高等専門学校、短期大学、大学、教育センターおよび 教育研究所、生涯学習センター、

　　　在外日本人学校など 厚生労働省所管の保育園、雇用能力開発機構所管の職業訓練校、各省庁所管の大学校、 厚生労働省所管のポリテクセンター、教育庁および教育委員会などが契約窓口になり、傘下の教育 機関に配布する場合 

　ガバメント向けライセンスをご購入いただけるお客さまは以下の通りです。

　 　憲法または法令によって定められた以下の機関 行政機関、立法機関（国会）、司法機関（裁判所）、中央銀行、地方公共団体（普通地方公共団体および特別地方公共団体）

　※ 下記のお客さまはアカデミック・ガバメント向け価格の適用対象外とさせていただきます。一般向けライセンスをご検討ください。

 　　 理容学校、美容学校、調理師学校、パソコン教室、塾、予備校、語学教室、財団法人、社団法人、宗教法人、医療法人など 

お問合せください

Linux版 仮想アプライアンス（VA）版
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