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トレードアップ プログラム 
WATCHGUARD TRADE UP PROGRAM 

WatchGuard Trade Up Program（トレードアップ プログラム）をご利用いただくと、低コストでお使
いのウォッチガード製品を最新のセキュリティ機能、高い信頼性と進化した高いパフォーマンスでのネッ
トワークの保護が可能となります。 
対象はWatchGuardの旧型製品をお使いのお客様となります。 

詳細 

旧世代のWatchGuardアプライアンスから最新のWatchGuardアプライアンスへの機種更新を大幅な低コスト（最大
25％引き）価格での移行が可能となるプログラムです。本プログラムには、物理アプライアンスまたは仮想アプライ
アンスにトレードアップするオプションも含まれています。 

トレードアップ製品を有効にする際には、ご利用の旧製品のライセンスを無効にする必要があります。（旧製品は、
トレードアップ後にはご利用できません。）また、無効化した製品は、アップグレード、機能の追加またはソフトウ
ェアのダウンロードをすることができなくなります。また、旧製品の所有権の譲渡も出来なくなります。 

トレードアップの対象となる製品は次ページ以降のWatchGuardデバイス アップグレードリストをご確認下さい。
また、ウォッチガードのHA構成をお使いで、HAプロモーション（HA構成の2台目が50％オフ）を活用して購入され
たアプライアンスは、トレードアップの対象となりませんので、ご注意下さい。 

トレードアップ製品の購入方法 

製品のトレードアップをご希望のお客様は、トレードアップ専用の製品型番にて製品をご購入ください。トレードア
ップ製品は、ウォッチガードの正規販売代理店でご購入可能となっており、トレードアップ用専用の製品型番にてご
購入が必要となります。（オープン価格製品等、詳細は販売店またはウォッチガード営業部にご相談下さい） 

トレードアップ製品購入後の有効化 

トレードアップ製品の有効化（アクティベーション）では、交換する製品に関する情報を入力が必要となるがあります。
また、交換する旧製品の登録情報がウォッチガードの製品登録サイトに正しく登録されている必要があります。このプロ
セスにより、お使いの旧製品のライセンスが廃棄され、アップグレード後の新しい製品が有効になります。（アップグレ
ードするデバイスの状態を確認するには、サポートアカウント（旧LiveSecurity Serviceアカウント）にて
watchguard.comにログインするか、ご購入の販売店に確認を依頼する必要があります。ログイン後にManage 
Products を選択し、Your Productsにて確認して下さい。 
 無効化される製品はお客様のアカウントから削除されます。  

 無効化される製品は、アップグレード後にはファームウェアのアップグレード、サポート、ソフトウェアアップデ

ートの対象外となります。  

 ご利用中のFeature key(機能キー)は無効化された製品では使用できません。  

 一度無効化された製品は、所有権の移譲や他者への譲渡もできません。 

 

ウォッチガード はトレードアップ製品がトレードアッププログラムの利用規約に違反して登録されていると判断した場合には、 
トレードアップ製品の登録を無効にする権利があります。

http://www.watchguard.com/
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他社デバイスをお使いの場合 

任意の他社のネットワークセキュリティ製品（UTM/NGFW）からWatchGuard製品に特別割引価格にて購入
可能な、ウォッチガード トレードインプログラム (Trade In program)をご使用いただけます。 
詳細についてはRed Instead Competitive Trade In Program.をご確認いただくか、販売代理店または弊社
営業部までお問合せください。 
 
 

トレードアップ対応表* 

 
トレードアップ先製品(Fireboxモデル) 

トレードアップ 
対象旧モデル 

 
T30 

T30-W 

 
T50 

T50-W 

 
 

T50 

 
 

T70 

 
 

M200 

 
 

M300 

 
 

M400 

 
M440 
M500 

 
 

M4600 

 
 

M5600 
Edge e-Series X10e, 
20e 

          

Edge e-Series 55e           

Core e-Series X550e           
Core e-Series X750e           
Core e-Series X1250e           
Peak e-Series X5500e, 
X6500e, X8500e/-F 

          

XTM 21, 22, 23, 25, 26           
XTM 33           
XTM 330           
XTM 505, 515           
XTM 510, 525           
XTM 520,530, 535           
XTM 545           
XTM 810, 820, 830/F, 
1050 

          

XTM 850, 860, 870/F, 
1050 

          

XTM 1520, 1525           

XTM 2050, XTM 2520           

*Trade Up製品にはBasic Security Suite or Total Security Suiteが含まれます。 
Learn more at http://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/how-to-buy. 

http://secure.watchguard.com/Red-Instead-Promotion.html
http://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/how-to-buy
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XTMv (仮想アプライアンス)のトレードアップ対応表 

トレードアップ先製品(XTMv Edition) 

 
トレードアップ 対象旧モデル 

 
Small Office 

Medium 
Office 

 
Large Office 

 
Datacenter 

Edge e-Series X10e, 20e, 55e     

Core e-Series X550e, X750e, X1250e     

Peak e-Series X5500e, X6500e, X8500e/-F     

XTM 21, 22, 23, 25, 26, 33, 330     

XTM 505, 510, 520, 530     

XTM 515, 525, 535, 545     

XTM 810, 820, 830/F, 1050     

XTM 850, 860, 870/F, 1050     

XTM, 1520, 1525     

XTM 2050, XTM 2520     

 
 
 
 

Wireless Access Pointsの製品対応表  

トレードアップ先製品(ワイヤレスアクセスポイント) 

トレードアップ 対象旧モデル AP120 AP320 
AP200   

AP300   
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 Terms and Conditions 規約と条件 

概要 
1. WatchGuard Technologies reserves the right to deactivate a Trade Up product at any time if 

found to be in violation of program guidelines. 
ウォッチガード・テクノロジーは、プログラムガイドラインの違反が見つかった場合には、いつでも

トレードアップ製品を無効にする権利があります。 
 

2. Distributors or resellers found to be abusing the WatchGuard Trade Up Program may face 
penalties from WatchGuard, which may include but are not limited to: termination of 
partnership status, loss of specific partnership benefits as deemed appropriate by WatchGuard, 
and/or exemption from participating in any or all WatchGuard promotions and/or programs that 
benefit partners and/or end users. 
販売代理店がトレードアッププログラムを悪用した場合には、パートナーシップの解除、パートナー又はエ

ンドユーザーへのリセールプログラムへの参加を終了します。 
 

3. WatchGuard reserves the right to change or cancel any aspect of this program at any time. 
ウォッチガードは、いつでもこのプログラムを変更したり、キャンセルする権利を有します。 
 

4. For certain products, Trade Up is restricted. Review Eligibility Chart for qualifications. 
トレードアップ対象製品には制限があります。対応表を確認してください。 
 

5. In order to be eligible for the Trade Up Program, the device being traded up must be activated in 
the same Support account at watchguard.com (formerly called LiveSecurity Service account) that 
the new Trade Up product will be activated in. 
トレードアッププログラムの参加資格を得るためには、対象製品がwatchguard.comでのサポートアカウ

ント（旧LiveSecurityサービスアカウント）が有効な状態になっている必要があります。 
 

6. Appliances purchased through WatchGuard’s HA (High Availability) promotion are not eligible 
for WatchGuard’s Trade Up Program. 
HA（高可用性）プロモーションを通じて購入されたアプライアンスは、トレードアッププログラムの対

象とはなりません。 
 

7. Device being traded up must not have been previously retired or otherwise deactivated prior to 
activation of new Trade Up product. 
過去にトレードアッププログラムにて交換されるデバイスは、対象にはなりません。 

 
 
 
 

© 2016 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, the WatchGuard logo, Firebox, Fireware, Core, Peak, and LiveSecurity 
are registered trademarks or trademarks of WatchGuard Technologies, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks 
and tradenames are the property of their respective owners. Part No. WGCE66753_101416 

 
 

Web: www.watchguard.co.jp    •    ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン株式会社  03-5797-7205  

https://login.watchguard.com/AccountManager/UserProfile/BootstrapLogin
http://www.watchguard.co.jp/
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