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お客様各位 

2022 年 1 月 28 日 

ゾーホージャパン株式会社 

ManageEngine 事業部 

 

 

ManageEngine NetFlow Analyzer 新高性能レポートエンジンオプション販売開始のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

また、平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。 

 

この度、ManageEngine NetFlow Analyzer（以下、NetFlow Analyzer） の新高性能レポートエンジン

（HighPerf）オプションライセンスの販売を開始することになりましたので、下記の通りご案内申し上げま

す。 

 

当社製品をご利用のお客様におかれましては、何卒、ご理解とご協力をいただき、 今後とも変わり

なくご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

 

記 

 

■新高性能レポートエンジン（HighPerf）オプション 

2020 年 5 月 12 日に販売を終了した高性能レポートエンジン（HighPerf）オプションの後継版（以下、新

版）の販売を開始します。 

 

■リリース日 

2022 年 3 月 25 日 

 

■ライセンス体系／価格 

NetFlow Analyzer 本体のインターフェース数により、価格が異なります。 

 

型番 製品名 定価 

年間ライセンス 

44112.4SHP1 NetFlow Analyzer HighPerf オプション（100 インターフェース以下） 

年間ライセンス 

¥83,000 

44112.4SHP2 NetFlow Analyzer HighPerf オプション（101 インターフェース以上） 

年間ライセンス 

¥207,000 

通常ライセンス 

44112.4NHP1-M NetFlow Analyzer HighPerf オプション（100 インターフェース以下） 
ライセンス 初年度保守サポート付 

¥204,000 

44112.4NHP2-M NetFlow Analyzer HighPerf オプション（101 インターフェース以上） 
ライセンス 初年度保守サポート付 

¥510,000 

年間保守サポート 

44112.4MHP1 NetFlow Analyzer HighPerf オプション（100 インターフェース以下） 
年間保守サポート 

¥34,000 

44112.4MHP2 NetFlow Analyzer HighPerf オプション（101 インターフェース以上） 
年間保守サポート 

¥85,000 
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■旧高性能レポートエンジン（HighPerf）をご利用頂いているお客様への対応 

旧高性能レポートエンジン（HighPerf）オプション（以下、旧版）の保守サポートは、2022 年 3 月 31 日ま

で提供いたします（2020 年 5月案内済み）。 

また、旧版から新版へのデータ移行についての保守サポートは、2022 年 9 月 30 日まで提供いたしま

す。 

 

通常ライセンスで購入されているお客様は、新版のご利用にあたり、2023 年 4 月以降の更新より保守

費用が発生いたします。（新版リリースから 1 年間は無償でご利用頂けます。） 

年間ライセンスで購入されているお客様は、2022 年 4 月以降の更新より新体系/価格で更新可能です。

（旧価格が安価な場合は、旧価格適用期間までは旧価格で更新可能です。） 

 

移行手順等の詳細につきましては、別紙（2022 年 1 月 19 日ご案内済みの保守メールの内容）をご参

照ください。 

 

新版をご利用しないお客様は、別紙（2022年 1月 19日ご案内済みの保守メールの内容）を参考に、旧

版のアンインストールをお願いいたします。（旧高性能レポートエンジンのアンインストールは、保持中

のローデータのみ削除対象となります。） 
 

■新高性能レポートエンジン（HighPerf）のライセンス発行について 

既に旧版を保有されており、新版の利用を希望されるお客様は、ライセンスの再発行が必要となります
（ver12 以降対応/保守サポート加入期間内は無償対応）。 
該当ライセンスの「登録 ID」、ライセンス送付先（会社名/氏名/メールアドレス/同一企業2名まで）、「ご
利用中のビルド番号」を添えて、ライセンス担当（jp-license@zohocorp.com）へご依頼ください。 
 

新規に HighPerf オプションの購入を希望されるお客様は、HighPerf オプション（新版）の購入が必要と
なります（ver12 以降対応）。 
該当ライセンスの「登録 ID」、「購入目安時期」、「ご利用中のビルド番号」を添えて、購入元の販売代理
店へお問い合わせください。 

（参考）オプション追加【パターン 1】 
https://www.manageengine.jp/purchase/option.html 

 

■本件に関するお問い合わせ窓口について 

ゾーホージャパン株式会社  

ManageEngine 事業部 営業部 

神奈川県横浜市みなとみらい三丁目６番１号 

みなとみらいセンタービル 13 階 

E-mail：jp-mesales@zohocorp.com  

Tel：045-319-4612 Fax：045-330-4149 

 

mailto:jp-license@zohocorp.com
https://www.manageengine.jp/purchase/option.html
mailto:jp-mesales@zohocorp.com
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保守メールサブジェクト :  

【ManageEngine NetFlow Analyzer 高性能レポートエンジンに関するご案内（重要）】 

 

本文 :  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【ManageEngine NetFlow Analyzer 高性能レポートエンジンに関するご案内（重要）】 

ホームページ：https://www.manageengine.jp/products/NetFlow_Analyzer/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

[会社名] 

[氏名] 様 

保守 ID：[保守 ID] 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

ゾーホージャパン株式会社 ManageEngine製品の保守メール担当です。 

 

このメールは、NetFlow Analyzer をご利用いただいている全ユーザー様を対象に、 

新高性能レポートエンジンオプションのリリースとそれに伴う注意点を把握いただけるよう、緊急のお

知らせとしてご案内しております。 

 

<<トピックス>>****************************************************** 

【1】新高性能レポートエンジンのご紹介（2022 年 3 月リリース予定） 

【2】高性能レポートエンジンのデータ移行手順と注意事項（旧高性能レポートエンジンをご利用中のユ

ーザー様対象） 

******************************************************************** 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【1】新高性能レポートエンジンのご紹介（2022 年 3 月リリース予定） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2022 年 3 月、新高性能レポートエンジンオプションをリリース予定です。 

オプションの特長や導入手順に関して事前にヘルプドキュメントをご案内いたします。 

 

■新高性能レポートエンジンオプションの特長 

NetFlow Analyzer のローデータ長期保持と容量処理の効率化を実現させ、ローデータを使用したレポー

ト（フォレンジクス）の生成速度を向上させます。 

詳細は以下をご参照ください。 
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https://www.manageengine.jp/products/NetFlow_Analyzer/help/high-perf.html 

 

■新高性能レポートエンジンオプションの新規インストール手順 

システム要件を含む新高性能レポートエンジンオプションの新規インストール手順をご案内いたします。 

詳細は以下をご参照ください。 

https://www.manageengine.jp/products/NetFlow_Analyzer/help/installing-high-perf.html 

 

■価格 

価格はリリース時(2022 年 3 月予定)に公開いたします。 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2】高性能レポートエンジンのデータ移行手順と注意事項（旧高性能レポートエンジンをご利用中のユ

ーザー様対象） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

旧高性能レポートエンジン（Actian Vector/VectorWise）をご利用中のユーザー様を対象に、 

今回リリース予定の新高性能レポートエンジンへのデータ移行手順と注意事項をご案内いたします。 

 

■高性能レポートエンジンのデータ移行手順 

高性能レポートエンジンから今回リリース予定の新高性能レポートエンジンへのデータ移行手順は以下

をご参照ください。 

https://www.manageengine.jp/products/NetFlow_Analyzer/help/installing-high-perf.html 

 

※上記は、旧高性能レポートエンジンオプションが既にインストールされている環境での更新インスト

ール手順になります。 

※Enterprise Editionをご利用中の場合、サポート窓口(ManageEngine Community)まで個別にご連絡く

ださい。 

 

ManageEngine Community :  

https://adcommunity.manageengine.jp/jsp/login.jsp 

 

ManageEngine Community ユーザーマニュアル： 

https://jpmeuser.wiki.zoho.com/Me-Community.html 

 

ManageEngine Community に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。 

ライセンス担当 : jp-license@zohocorp.com 
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■注意点 

高性能レポートエンジンを利用される場合の注意点を 5 つご案内いたします。 

 

1. 

2020 年 5 月 12 日にご案内済みの通り、 

旧高性能レポートエンジンの運用に関しまして、既にご契約中のお客様については、 

2022 年 3 月 31 日迄、引き続き保守サポートをご提供いたします。 

 

ManageEngine NetFlow Analyzer オプションライセンスの一部販売終了のお知らせ 

https://www.manageengine.jp/purchase/ManageEngine_NFA_Announcement_20200512.pdf 

 

2022 年 4 月 1日以降に新高性能レポートエンジンを利用されない場合は、 

以下手順を参照いただき旧高性能レポートエンジンをアンインストールしてください。 

旧高性能レポートエンジンの継続利用は、アップグレードや製品運用の未知のエラーを誘発する恐れが

あります。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/NetFlow_Analyzer/?p=4002 

※旧高性能レポートエンジンのアンインストールは、保持中のローデータのみ削除対象となります。 

 

なお、複数年の長期保守でご契約いただき、2022 年 4 月 1 日以降も契約期間が継続するお客様につきま

しては、 ご契約済みの期間が終了するまで、追加費用なく新高性能レポートエンジンをご利用いただけ

ます。その間の保守サポートも提供いたします。 

その後、新高性能レポートエンジンを継続してご利用頂く場合、次回更新の際、保守費用または年間ライ

センス費用が発生いたします。 

 

2. 

旧高性能レポートエンジンから新高性能レポートエンジンへのデータ移行に関しまして、 

2022 年 9 月 30 日まで保守サポートをご提供いたします。これを過ぎますとデータ移行に関するサポー

トは提供いたしかねますので、必ずこの期間内にデータ移行を完了してください。 

なお、新高性能レポートエンジンをご利用頂く場合、次回更新の際、保守または年間ライセンス費用が発

生いたします。 

 

3. 

新高性能レポートエンジンのローデータ保持期間は最大 6か月となります。 

旧高性能レポートエンジンでローデータを 6 か月間以上保持している場合、 

最新 6 か月分より古いローデータが削除対象となります。 

ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

4. 
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システム要件が新旧高性能レポートエンジンで異なります。 

データ移行の際に、運用環境が最新のシステム要件に準拠していることを必ずご確認ください。 

https://www.manageengine.jp/products/NetFlow_Analyzer/help/installing-high-perf.html#system-

requirement 

 

5. 

以下を満たす場合に高性能レポートエンジンに関する保守サポートをご提供いたします。 

・製品インストール環境がシステム要件に準拠している 

・ご利用製品ビルドがサポート対象である 

サポート対象ビルド : 

https://www.manageengine.jp/products/NetFlow_Analyzer/support.html 

 

本ご案内に関するご不明点は、上記サポート窓口（ManageEngine Community）までご連絡いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

発行元 

ゾーホージャパン株式会社 

製品サポート： https://www.manageengine.jp/support/ 

製品ページ： https://www.manageengine.jp/products/NetFlow_Analyzer/ 

Copyright(C) ZOHO Japan Corporation. All Rights Reserved. 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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