
2020年01月01日 現在

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 乗換 1年 乗換 2年 乗換 3年 乗換 5年 更新 1年

¥7,200 ¥10,800 ¥14,400 ¥21,600 ¥3,600 ¥7,200 ¥10,800 ¥18,000 ¥3,600

¥6,770 ¥10,155 ¥13,540 ¥20,310 ¥3,385 ¥6,770 ¥10,155 ¥16,925 ¥3,385

¥6,410 ¥9,615 ¥12,820 ¥19,230 ¥3,205 ¥6,410 ¥9,615 ¥16,025 ¥3,205

¥6,050 ¥9,075 ¥12,100 ¥18,150 ¥3,025 ¥6,050 ¥9,075 ¥15,125 ¥3,025

¥5,690 ¥8,535 ¥11,380 ¥17,070 ¥2,845 ¥5,690 ¥8,535 ¥14,225 ¥2,845

¥5,400 ¥8,100 ¥10,800 ¥16,200 ¥2,700 ¥5,400 ¥8,100 ¥13,500 ¥2,700

¥5,110 ¥7,665 ¥10,220 ¥15,330 ¥2,555 ¥5,110 ¥7,665 ¥12,775 ¥2,555

¥4,820 ¥7,230 ¥9,640 ¥14,460 ¥2,410 ¥4,820 ¥7,230 ¥12,050 ¥2,410

¥4,540 ¥6,810 ¥9,080 ¥13,620 ¥2,270 ¥4,540 ¥6,810 ¥11,350 ¥2,270

¥4,250 ¥6,375 ¥8,500 ¥12,750 ¥2,125 ¥4,250 ¥6,375 ¥10,625 ¥2,125

¥4,030 ¥6,045 ¥8,060 ¥12,090 ¥2,015 ¥4,030 ¥6,045 ¥10,075 ¥2,015

¥3,820 ¥5,730 ¥7,640 ¥11,460 ¥1,910 ¥3,820 ¥5,730 ¥9,550 ¥1,910

¥3,600 ¥5,400 ¥7,200 ¥10,800 ¥1,800 ¥3,600 ¥5,400 ¥9,000 ¥1,800

ライセンス価格の計算例）

100台のデスクトップ（VDI）保護のため新規1年ライセンスを購入する場合： \540,000 （\5,400 x 100ライセンス）

※ 乗換価格は、他社製品からの乗換えの場合に適用できます。

※ アカデミックプログラム（教育機関向け）適用の場合は定価の50%割引、ガバメントプログラム（官公庁、地方公共機関向け）適用の場合は定価の25%

    割引となります。

1円以下の端数が発生する場合は、1円単位に四捨五入します。

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。ライセンス費用にはプログラム使用権（バージョンアップ含む）の他、サポートサービスとウイルス定義データベースのアップデート権利が含まれています。

（購入時のプログラムバージョンでの提供を保障するものではなく、バージョンアップが必要になる場合があります）

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。

© 1997 - 2020 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved.

記載されている会社名、製品名はカスペルスキー または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー法人向け製品 希望小売価格表

エンドポイント対策

Kaspersky Hybrid Cloud Security - デスクトップ

1ライセンスあたりの価格（消費税別）

150-249

10-14

15-19

20-24

25-49

50-99

100-149

製品名

ライセンス数

2,500-4,999

5,000+

含まれる

アプリケーション

仮想化環境セキュリティ

　・Kaspersky Security for Virtualization Agentless

　・Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

クライアントセキュリティ

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux

統合管理ツール

　・Kaspersky Security Center（AWS API対応）

新規最低購入数量 10ライセンス

ライセンス対象 デスクトップ（VDI)数

1,500-2,499

250-499

500-999

1,000-1,499

備考



2020年01月01日 現在

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 乗換 1年 乗換 2年 乗換 3年 乗換 5年 更新 1年

¥21,000 ¥31,500 ¥42,000 ¥63,000 ¥10,500 ¥21,000 ¥31,500 ¥52,500 ¥10,500

¥18,000 ¥27,000 ¥36,000 ¥54,000 ¥9,000 ¥18,000 ¥27,000 ¥45,000 ¥9,000

¥15,000 ¥22,500 ¥30,000 ¥45,000 ¥7,500 ¥15,000 ¥22,500 ¥37,500 ¥7,500

ライセンス価格の計算例）

50台のサーバー（OS)を保護するために新規1年ライセンスを購入する場合： \1,050,000 （\21,000 x 50ライセンス）

※ 乗換価格は、他社製品からの乗換えの場合に適用できます。

※ アカデミックプログラム（教育機関向け）適用の場合は定価の50%割引、ガバメントプログラム（官公庁、地方公共機関向け）適用の場合は定価の25%

    割引となります。

1円以下の端数が発生する場合は、1円単位に四捨五入します。

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。ライセンス費用にはプログラム使用権（バージョンアップ含む）の他、サポートサービスとウイルス定義データベースのアップデート権利が含まれています。

（購入時のプログラムバージョンでの提供を保障するものではなく、バージョンアップが必要になる場合があります）

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。

© 1997 - 2020 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved.

記載されている会社名、製品名はカスペルスキー または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー法人向け製品 希望小売価格表

エンドポイント対策

製品名 Kaspersky Hybrid Cloud Security - サーバー

ライセンス数
1ライセンスあたりの価格（消費税別）

1-99

100-999

1000+

ライセンス対象 サーバーOS数

備考 ※仮想化環境におけるサーバー数のカウント方法は、物理OS数＋仮想OS数となります。

含まれる

アプリケーション

仮想化環境セキュリティ

　・Kaspersky Security for Virtualization Agentless

　・Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

サーバーセキュリティ

　・Kaspersky Security for Windows Server

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux

統合管理ツール

　・Kaspersky Security Center（AWS API対応）

新規最低購入数量 1ライセンス



2020年01月01日 現在

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 乗換 1年 乗換 2年 乗換 3年 乗換 5年 更新 1年

¥160,000 ¥240,000 ¥320,000 ¥480,000 ¥80,000 ¥160,000 ¥240,000 ¥400,000 ¥80,000

¥150,000 ¥225,000 ¥300,000 ¥450,000 ¥75,000 ¥150,000 ¥225,000 ¥375,000 ¥75,000

¥130,000 ¥195,000 ¥260,000 ¥390,000 ¥65,000 ¥130,000 ¥195,000 ¥325,000 ¥65,000

¥110,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥330,000 ¥55,000 ¥110,000 ¥165,000 ¥275,000 ¥55,000

ライセンス価格の計算例）

5CPUで稼働する環境を保護するために新規1年ライセンスを購入する場合： \800,000 （\160,000 x 5ライセンス）

※ 乗換価格は、他社製品からの乗換えの場合に適用できます。

※ アカデミックプログラム（教育機関向け）適用の場合は定価の50%割引、ガバメントプログラム（官公庁、地方公共機関向け）適用の場合は定価の25%

    割引となります。

1円以下の端数が発生する場合は、1円単位に四捨五入します。

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。ライセンス費用にはプログラム使用権（バージョンアップ含む）の他、サポートサービスとウイルス定義データベースのアップデート権利が含まれています。

（購入時のプログラムバージョンでの提供を保障するものではなく、バージョンアップが必要になる場合があります）

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。

© 1997 - 2020 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved.

記載されている会社名、製品名はカスペルスキー または一般に各社の商標または登録商標です。

カスペルスキー法人向け製品 希望小売価格表

エンドポイント対策

Kaspersky Hybrid Cloud Security - CPU

1ライセンスあたりの価格（消費税別）

仮想化環境セキュリティ

　・Kaspersky Security for Virtualization Agentless

　・Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

サーバー/クライアントセキュリティ

　・Kaspersky Security for Windows Server

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux

統合管理ツール

　・Kaspersky Security Center（AWS API対応）

25-49

50-99

100+

1-24

製品名

ライセンス数

1ライセンス

物理CPU数

備考

含まれる

アプリケーション

新規最低購入数量

ライセンス対象



2020年01月01日 現在

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 乗換 1年 乗換 2年 乗換 3年 乗換 5年 更新 1年

¥60,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥60,000 ¥90,000 ¥150,000 ¥30,000

¥51,000 ¥76,500 ¥102,000 ¥153,000 ¥25,500 ¥51,000 ¥76,500 ¥127,500 ¥25,500

¥45,000 ¥67,500 ¥90,000 ¥135,000 ¥22,500 ¥45,000 ¥67,500 ¥112,500 ¥22,500

ライセンス価格の計算例）

50台のサーバー（OS)を保護するために新規1年ライセンスを購入する場合： \3,000,000 （\60,000 x 50ライセンス）

※ 乗換価格は、他社製品からの乗換えの場合に適用できます。

※ アカデミックプログラム（教育機関向け）適用の場合は定価の50%割引、ガバメントプログラム（官公庁、地方公共機関向け）適用の場合は定価の25%

    割引となります。

1円以下の端数が発生する場合は、1円単位に四捨五入します。

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。ライセンス費用にはプログラム使用権（バージョンアップ含む）の他、サポートサービスとウイルス定義データベースのアップデート権利が含まれています。

（購入時のプログラムバージョンでの提供を保障するものではなく、バージョンアップが必要になる場合があります）

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。

© 1997 - 2020 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved.

記載されている会社名、製品名はカスペルスキー または一般に各社の商標または登録商標です。

仮想化環境セキュリティ

　・Kaspersky Security for Virtualization Agentless

　・Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

サーバーセキュリティ

　・Kaspersky Security for Windows Server

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux

統合管理ツール

　・Kaspersky Security Center（AWS API対応）

1ライセンス

サーバーOS数

※仮想化環境におけるサーバー数のカウント方法は、物理OS数＋仮想OS数となります。備考

100-999

1000+

含まれる

アプリケーション

新規最低購入数量

ライセンス対象

1-99

カスペルスキー法人向け製品 希望小売価格表

エンドポイント対策

製品名 Kaspersky Hybrid Cloud Security Enterprise - サーバー

ライセンス数
1ライセンスあたりの価格（消費税別）



2020年01月01日 現在

新規 1年 新規 2年 新規 3年 新規 5年 乗換 1年 乗換 2年 乗換 3年 乗換 5年 更新 1年

¥400,000 ¥600,000 ¥800,000 ¥1,200,000 ¥200,000 ¥400,000 ¥600,000 ¥1,000,000 ¥200,000

¥360,000 ¥540,000 ¥720,000 ¥1,080,000 ¥180,000 ¥360,000 ¥540,000 ¥900,000 ¥180,000

¥320,000 ¥480,000 ¥640,000 ¥960,000 ¥160,000 ¥320,000 ¥480,000 ¥800,000 ¥160,000

¥300,000 ¥450,000 ¥600,000 ¥900,000 ¥150,000 ¥300,000 ¥450,000 ¥750,000 ¥150,000

ライセンス価格の計算例）

5CPUで稼働する環境を保護するために新規1年ライセンスを購入する場合： \2,000,000 （\400,000 x 5ライセンス）

※ 乗換価格は、他社製品からの乗換えの場合に適用できます。

※ アカデミックプログラム（教育機関向け）適用の場合は定価の50%割引、ガバメントプログラム（官公庁、地方公共機関向け）適用の場合は定価の25%

    割引となります。

1円以下の端数が発生する場合は、1円単位に四捨五入します。

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。ライセンス費用にはプログラム使用権（バージョンアップ含む）の他、サポートサービスとウイルス定義データベースのアップデート権利が含まれています。

（購入時のプログラムバージョンでの提供を保障するものではなく、バージョンアップが必要になる場合があります）

※ 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Webサイト（https://www.kaspersky.co.jp/）にてご確認ください。

© 1997 - 2020 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved.

記載されている会社名、製品名はカスペルスキー または一般に各社の商標または登録商標です。

新規最低購入数量 1ライセンス

ライセンス対象 物理CPU数

備考

仮想化環境セキュリティ

　・Kaspersky Security for Virtualization Agentless

　・Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

サーバー/クライアントセキュリティ

　・Kaspersky Security for Windows Server

　・Kaspersky Endpoint Security for Linux

統合管理ツール

　・Kaspersky Security Center（AWS API対応）

カスペルスキー法人向け製品 希望小売価格表

エンドポイント対策

製品名 Kaspersky Hybrid Cloud Security Enterprise - CPU

ライセンス数
1ライセンスあたりの価格（消費税別）

1-9

10-49

50-99

100+

含まれる

アプリケーション


