
「脆弱性攻撃」「遠隔操作」「情報漏えい」対策をクラウドの出入口で実現

充実のセキュリティで
高いパフォーマンス

丹念な
通信トレースと

制御

セキュリティ管理
の負荷軽減

即応性による
防御力の向上

お客さま

「クラウド型セキュリティBOX」

クラウド上の対策により
筐体に依存しない
パフォーマンスを実現

1 アプリやサイトアクセスの把握
によるコンプライアンスの実現2 マネージドサービスによる

管理者負荷の軽減3

Trend Micro Smart Protection Network™

レポート
InterScan Web Security as a ServiceTM＊３

不正プログラム対策

Webレピュテーション

URLフィルタリング

Cloud Edge™

Cloud Edge™  3つのPoint

Webサイト

■即応性による防御力の向上
Trend Micro Smart Protection Network™を基盤とした迅速でプロアクティブ
なセキュリティで、脅威に素早く対応

■セキュリティ管理のアウトソース化
セキュリティの各設定、インシデント監視、バージョンやファームウェアの
アップデートからレポートなど、面倒な管理をアウトソースし負荷軽減

■丹念な通信トレースと細やかな制御
クラウド型セキュリティBOXだから可能な社外との通信を可視化。利用アプリの
把握から不正通信の防御など最新の脅威対策にも

■充実のセキュリティで高いパフォーマンス
クラウドパワー*2 のWebゲートウェイにより、充実したセキュリティ機能を高い
パフォーマンスで提供

＊1ウイルスバスターTM

ビジネスセキュリティサービス

クラウド型セキュリティBOX４つのメリット

脆弱性攻撃対策

アプリケーション管理

ファイアウォール

＊3 InterScan Web Security as a Service™は、トレンドマイクロがWebアク
セスセキュリティをクラウド上で提供する、エンドポイント向けクラウド型セ
キュリティサービスです。Cloud Edge™の機能として利用します。

＊2クラウド経由でネットワークパケットを常に検索およびフィルタ
することで、筐体のスペックに依存しない機能を提供します。

NJC
総合監視センター

NJC
総合監視センター

Cloud Edge™

VBBSS＊1

コンソール コンソール

Trend Micro
Remote Manager

Cloud Edge™

ボット通信検知
（C&Cサーバとの通信検知）

BOX死活監視

インシデント
監視

中小企業向けゲートウェイセキュリティマネージドサービス

日本事務器はCloud EdgeおよびVBBSSのサービス事業者です。



中小企業向け ゲートウェイセキュリティマネージドサービス

不正な通信や不正なサイト接続を防御

クラウドパワー＊2 を筐体に搭載で
オールインワン・セキュリティオールインワン＊1

機能一覧

Cloud Edge あんしんプラス メニュー/価格一覧

感染しても情報を持ち出させない侵入を前提としたシステム設計が重要
Cloud EdgeTM  またはファイアウォールで非標準の通信をブロック
Cloud EdgeTM  でインターネット通信を集中制御

・Webレピュテーション／ボット対策による攻撃者との通信制御
・不正侵入防御による脆弱性対策
・アプリケーション管理による詳細なアプリ制御

クラウドパワー＊2 筐体搭載

 ウイルスバスターTMビジネス
セキュリティサービス

クラウドによる管理 サービス事業者による設定・管理やレポート配信 ◎ ◎
ウイルス・スパイウェア対策 不正プログラム対策 ◎ ◎
Webレピュテーション 危険・不正なWebサイトへの接続遮断 ◎

◎

◎
URLフィルタ  組織に不要なサイト（例違法・アダルト等）への接続予防 ○ ◎
ボット通信検知

 
遠隔操作の元になるボット通信の検知と防御 ◎

不正侵入防御（IDS/IPS) 組織内にあるOSやアプリなどの脆弱性を付く攻撃から保護 ◎
アプリケーション制御 パケットを再構成し、アプリケーションを認識し細やかに制御 ◎

ファイアウォール プロトコル、ポート等による制御 ○ ◎
　マネージメントWebコンソール セキュリティ機能の設定、ログ分析、レポーティング ◎

出口対策

出口対策

脆弱性対策

漏えい対策

最新の脅威に対するプラスアルファ

＊2クラウド経由でネットワークパケットを常に検索およびフィルタすることで、筐体のスペックに依存しない機能を提供します。

＊1ウイルス対策、スパイウェア対策、不正侵入検知等セキュリティ機能をオールインワンで提供するクラウド型セキュリティBOX

Cloud Edge™

ルータ

スイッチ

スイッチ

無線LAN

インターネット

Cloud Edge™

遠隔操作
による
漏えい

ボット

内部から
の情報
漏えい

脆弱性を
狙った
攻撃

ウイルスチェックは
OK だが・・・

ネット
経由

脆弱性対策
エンジン

ファイア
ウォール

ポリシー・
管理

不正
プログラム

スキャン

アプリケーション
管理エンジン

ボット通信検知
エンジン

お客様

Java

脆弱性
bash etc...

 
NJC 総合監視センター

Trend Micro Remote Manager 

SPN

Cloud Edge™

（C&Cサーバとの通信検知）

日本事務器はウイルスバスタービジネスセキュリティサービスおよびCloud Edgeのサービス事業者です。

ネットワークに透過的に設置
（ブリッジモード接続）できるため、

既存の構成を変えず簡単に導入ができます。
また、ハードウェア筐体の故障時でも、
インターネット接続が出来なくなる
ことはありません。

提供サービス内容

※TRENDMICRO、ウイルスバスター ビジネスセキュリティ サービスおよびCloud Edgeは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。※各社の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※このリーフレットの内容は改良のために予告無しに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。

※導入に関わる設置・設定費用が別途必要となります。
※Cloud Edge あんしんプラス100は、ハードウェア筐体配下のデバイス数が100台まで、
    Cloud Edge あんしんプラス50は、ハードウェア筐体配下のデバイス数が50台までのご利用を想定しております。

Cloud Edge あんしんプラス100 HWパック

Cloud Edge あんしんプラス50 HWパック

￥12,000

￥8,300

契約期間5年

契約期間5年

JIPDEC認定範囲は
ISO27001

JAB認定範囲は
ISO9001、14001

CM021

サービス提供元

〒151-0071東京都渋谷区本町三丁目12番1号
（住友不動産西新宿ビル6号館） 
URL：http://www.njc.co.jp　

お問い合わせ先

2015年11月17日現在

接続イメージ

Cloud Edge あんしんプラス100

Cloud Edge あんしんプラス50

メニュー名 月額サービス
費用 備考一時費用

(ハードウェア筐体)

￥112,000

￥96,000

￥9,800

￥6,500

ハードウェア筐体は5年間保守付

ハードウェア筐体は5年間保守付

機能 内容

ヘルプデスクサービス

標準セキュリティポリシー設定

ハードウェア筐体が故障（ハードウェア死活監視で故障を検知）した場
合、お客様からの故障品のご返却前に、代替品を先出しでお客様に発
送いたします。（故障品は代替品が到着次第、ご返却いただきます。）

【受付・発送目標時間】
●12:00まで受付 → 当日中発送
●12:00以降受付 → 翌営業日発送

ハードウェア保守 （先出しセンドバック保守）

ファームウェアリモートアップデート作業

月次レポート

監視サービス
　 ・ ハードウェア死活監視
　 ・ ボット通信（C&Cサーバ接続）検知アラート



EmailSecurity

お客様は、自社ドメインのMXレコードを変
更するだけでご利用いただけます。(※)
※お客様環境あるいは、ポリシーによりその他の設
定変更を要する場合があります。

利用開始が簡単！

標的型メールやランサムウェア
（身代金要求型ウイルス）の対応はお済みですか？
標的型メールやランサムウェア
（身代金要求型ウイルス）の対応はお済みですか？

管理サーバ不要！クラウド型メールセキュリティサービス

Emailセキュリティサービスは、
お客様の所有するメールサーバ
の環境を問わず利用可能!!

メールに起因して進入する不正プログラムやスパムメール、フィッシング詐欺対策を実現します。さらに標的型メールやランサム
ウェアなどの新たな脅威はクラウドサンドボックス機能により発見し対処できます。クラウド型サービスとして提供するための
ユーザ企業にて管理サーバを構築する必要がなく、導入時の初期投資や構築に関わる時間を抑えることができます。

オンプレ
お客さま環境

攻撃者

クラウド型 Emailセキュリティサービスクラウド型 Emailセキュリティサービス

クラウド

メールフィルタの強化

高度な脅威検索

ウイルス対策・
スパムメール対策

標的型メール攻撃解析
 (クラウドサンドボックス)

隔離メール保存トレンドマイクロ
データセンター

クラウドサンドボックス
「クラウドサンドボックス」は、
ソフトウェアなどの実行環境を
クラウド上でエミュレーション
（仮想実行）することによって、
これまで検知できなかった
未知の脅威を、検知・駆除する
ことが可能になります。

独自のエンジン群やクラウド型セキュリティインフラで、
最新の攻撃、そして国内特有の脅威に対応します！

Google Apps
または

Office 365

添付
ファイル

仮想実行し
動作を判定

仮想環境
（サンドボックス）

危険を
HESへ
通知

Powered by Trend Micro Hosted Email Security™



2016年7月現在

〒151-0071  東京都渋谷区本町3-12-1  住友不動産西新宿ビル6号館
Tel：050（3000）1523 　Fax：03（3372）1451   
URL：http://www.njc.co.jp

Email Securityあんしんプラス メニュー/価格一覧

Email Securityあんしんプラス ライト

Email Securityあんしんプラス スタンダード

メニュー サービス 送信メール監視 価格
（月額/税別）Hosted EmailSecurity

●

●

ヘルプデスクサービス

●

●

隔離メール解析

● ●

150円／ライセンス

200円／ライセンス

※1メールアドレスごとに1ライセンス必要です。※MXレコードの変更が必要となります。

Email Securityあんしんプラスのサービスの機能のポイント

Google Apps
または

Office 365

クラウドサンドボックスによる、動的解析に対
応しました。 標的型攻撃への対応をより高度
に行うことが可能となりました。

ソーシャルエンジニアリング対策
ソーシャルエンジニアリング攻撃対策を有効
にすると、スパムメール検索エンジンによっ
て、メールが送受信されるたびにメールの各
部分（メールヘッダ、件名、本文、添付ファイ
ル、およびSMTPプロトコル情報など）で疑わ
しい動作が検索されます。

脅威メール隔離機能
スパムメール管理を強化するためのWebベー
スのエンドユーザメール隔離機能が用意されて
います。Webベースのエンドユーザメール隔離
サービスを使用すると、エンドユーザは各自の個
人アカウントおよび、自分が所属する配布リスト
のスパムメールの隔離方法を管理できます。
●メールトラッキングログ(30日) ●隔離メール (30日)

コンテンツフィルタ
事前に設定されたルールが用意されており、
キーワード、用語集、添付ファイルの特性、およ
びその他のフィルタルールに基づいて、メール
メッセージと添付ファイルをフィルタできます。
管理者は、初期設定のルールを変更したり、新
しいルールを作成したりできます。

Google Apps/Office365連携
受信に加え、送信メールのスキャンに対応しまし
た。両サービスに組み込まれた基本的なセキュリ
ティよりも高度なセキュリティ対策を施すことが
出来ます。

クラウドサンドボックス 高度な脅威検索
パターンベースの検索と強力なヒューリスティッ
ク検索とを組み合わせて使用して、標的型攻撃
で使用される文書の脆弱性やその他の脅威を
検出します。既知および未知の高度な脅威を識
別し、パターンにまだ追加されていない新型の
脅威からシステムを保護します。

エンドユーザメール隔離（EUQ）コンソール

● ログインユーザ宛てのメールの以下の処理が可能
　削除、配信（非スパムメール）
　配信および送信者の承認（承認済み送信者リストに追加）

EUQコンソールを利用することで、各エンドユーザは、隔離されたスパムメールの処理（再配信/削除）および個別の承認済み
送信者リストへの追加の実施が可能です。EUQコンソール利用には、各ユーザがアカウントを作成する必要があります。

EUQコンソールを利用して、
自分の隔離メールを確認・再配信可能

※TRENDMICROおよびTrend Micro Hosted Email Security™は、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。※各社の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※このリーフレットの内容は改良のために予告無しに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。

本社/ITプラットフォームソリューション企画部

お問合せはこちら



ウイルスバスター™ ビジネスセキュリティサービス

第三者テスト機関が
トレンドマイクロを高く評価

連続“防御力No.1”

ウイルス監視サービス

緊急対応ワクチン提供サービス

ヘルプデスクサービス

3つのあんしんサポートで
安心と信頼を確保

”最強”サポート！
クラウドテクノロジーによる
クライアントPCの負担軽減

PCの負荷軽減！

Webレピュテーション
Webサーバの評価情報に基づい
てリンク先をチェックし、不正
ページへのアクセスをブロック

ファイルの評価情報に基づいて、
コンポーネントを自動的にダウン
ロードして分析

クライアント

クラウド

ファイル
レピュテーション

パターンを照合
このファイル大丈夫？

接続先を確認
この接続先大丈夫？

URL

スマート
プロテクション
ネットワーク

ヘルプデスク

ワクチン提供ウイルス監視

ウイルスバスタービジネスセキュリティサービスに関するお
問い合わせを電話またはメールでサポートします。

ウイルス感染かどうかの障害切り分け、およびウイルス感
染時の駆除支援を行います。さらに新種ウイルスや亜種ウ
イルスに感染した場合、緊急対応用のワクチン（シグネ
チャ）を短時間（※1）で作成しご提供します。（※１お客様より
新種ウイルスの検体を弊社にて入手後、約３時間以内で作成しご
提供します。ワクチンはトレンドマイクロ社にて作成いたします。）

お客様サイトの各クライアントやサーバ１台１台のウイルス
発見および駆除の対策状況をリアルタイムに監視し、駆除
失敗など感染リスクが見受けられた際には、弊社より直ち
にご連絡し、駆除作業支援を行います。

法人向け SaaS 型 ウイルス対策ソリューション

PCとスマートフォン・タブレットやMacも一元管理できる！

管理サーバをクラウド上で運営するため、管理サーバを導入する必要がなく管理者の負担
を軽減できます。Windows,Android,Mac,iOSを一元管理し、リスクを可視化できます。 

本社

支社

持ち出しPCや
スマートフォン

ウイルスバスター
ビジネスセキュリティサービス

クラウド

クラウドにより
常に最新情報を提供

リスクを一元管理

管理者負担軽減！

Windows Android Mac

管理者

社内全体を一元管理
緊急状況を直感的に把握

遠隔からチェック

個人向け製品をご利用の場合、管理者は
ウイルス感染やライセンス期限切れを1台1台をチェックしなければならない。

Ｂさんが感染してる！

Ｂ サーバ管理が不要
クラウド

ウイルスバスター
ビジネスセキュリティサービス

ウイルス感染やライセンス期限切れ
脆弱性の有無などを管理画面で確認
できます。

管理サーバの導入が不要
バージョンアップも自動で
サーバ管理から解放

※一社につき複数の製品が対象となっているテストについては、各
社の最高順位を表示しています。

※第三者テスト機関（AV-TEST）が行っているエンドポイント製品
の脅威に対する総合的な”防御力”を評価する様々な比較テスト
に お い て 、 ト レ ン ド マ イ ク ロ 製 品 は
”防御力No1”を達成しています。

トレンドマイクロ シマンテック
マカフィー カスペルスキー ESET

法人製品
2010年
10月

（順位）

１位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

法人製品
2011年

5月

中小企業
製品

2010年
10月

法人製品
2011年

1月

中小企業
製品

2011年
5月

フィッシング
詐欺

URL
フィルタリング

ウイルス 不正侵入

Webからの
脅威

USB
ウイルス対策

スパイウェア

※OSにより異なります

統合セキュリティ対策で守る

AndroidとiOS向けの
モバイルデバイス管理機能も提供



ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス™ 主な機能

最近業務でスマートフォンやタブレットの利用が増えたことにより、情報漏洩などのセキュリティリスクが問題視さ
れています。最新のバージョンでは、Windowsに加えて、MacOS、さらにはAndroidとiOSというモバイル環境もサ
ポートし、管理画面で一元管理できるため、社内のさまざまなデバイスの状態をひと目で管理できるため、リスクを
可視化できます。

Windows,Android,Mac OSを容易に一元管理可能

プラットフォーム別の主な機能一覧　　

Windows OS

Mac OS

Windows,Mac,スマホを一元管理

※TRENDMICROおよびウイルスバスター ビジネスセキュリティ サービスは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。※各社の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※このリーフレットの内容は改良のために予告無しに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。

ウイルスバスター™ ビジネスセキュリティサービス あんしんプラス　メニュー/価格一覧

セキュリティ
対策

ウイルス対策
スパイウェア対策
Webレピュテーション
挙動監視
URLフィルタリング

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

ポリシー管理
管理ログ
管理者への通知
レポート
モバイルデバイス管理（※）

集中管理

機能 Windows WindowsAndroid Mac OS 機能 Android Mac OS
●
●
●
●
●

iOSiOS

ウイルスバスター™ ビジネスセキュリティサービス システム要件（OS）

※ システム要件に記載されているOSの種類やハードディスク容量などは、OSのサポート終了、弊社製品の改良などの理由により、予告なく変更される場合が
あります。最新の情報については、http://www.anshinplus.jp/をご参照ください。

※ 本製品は、1ドメインあたりの利用台数は10,000台、グループ数は50個以内を推奨しています。推奨台数・グループ数を超えた台数を1ドメインで管理する
場合は、管理コンソールのパフォーマンスが低下するなど影響が出る可能性があります。

※ 推奨値未満の台数であっても、以下の環境の場合は問題が発生することがあります。
　 - ファイルサーバや特定のアプリケーションサーバなど、ファイルI/Oおよびネットワークトラフィックが頻繁に発生する環境
　 - 複数のネットワークカード、または複数のIPアドレスを保持する環境
　 - ネットワークパフォーマンスが著しく低い環境
※ Windows用クライアントは、Citrix Presentation Server 4.5/5.0およびリモートデスクトップをサポートします。
※ Windows用クライアントは、VMware ESX 3.0/3.5/4.0、VMWare vSphere Hypervisor (ESXi) 4.0/5.0、VMware Workstation 6.5/7.0/8.0、および

Microsoft Hyper-V Server 2008/2012をサポートします。
※ ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス ver. 5.1のクライアントまでサポート対象でありましたMac OS X 10.5.x及び Android 2.2.x端末に関し

ましては、ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス ver. 5.2よりサポート対象外となりましたのでご注意ください。
※1 Windows 8/8.1 に関しては Windows (Modern) UI、Windows RT 及び WindowsToGo には対応していません。

あんしんプラス プレミア

あんしんプラス スタンダード

あんしんプラス ライト

あんしんプラス for Mac

あんしんプラス for Android

あんしんプラス for iOS

1000

500

600

メニュー
サービス

●

ウイルス
監視サービス

500

290

290

価格
（月額 / 税別）

円/台

円/台

円/台

円/台

円/台

円/台

ウイルスバスター
ビジネスセキュリティサービス

●

●

●

●

●

●

ヘルプデスク
サービス

●

●

●

●

●

●

緊急対応ワクチン
提供サービス

●

●

※リモートロック、リモートワイプ、パスワードポリシー設定機能の提供となります。

※1本サービスご利用対象マシンには、エージェントソフトをインストールいただく必要がございます。（上記価格には、インストール作業費用は含まれておりません。）　※2オンサイトレスキューサービスは、一部地域・離島ではご利用いただけない場合がございます。

Android
iOS

詳しくはWebで
http://www.anshinplus.jp/

2015年11月17日現在

JIPDEC認定範囲は
ISO27001

JAB認定範囲は
ISO9001、14001

CM021

サービス提供元

〒151-0071東京都渋谷区本町三丁目12番1号
（住友不動産西新宿ビル6号館） 
URL：http://www.njc.co.jp　

お問い合わせ先

※これらの OS のエディションおよび 64 ビットバージョンは、特に断りのない限り対応しています。
　また、「SP0」はサービスパックが未適用の状態 (RTM 版) を指しています。

※ 上記すべてのOSのServer版にも対応

Windows用クライアント Mac用クライアント Android用クライアント
● Android 5.0.x、5.1.x (Lollipop)
● Android 4.4 (KitKat)
● Android 4.1.x、4.2.x、4.3.x (Jelly Bean)
● Android 4.0.x (Ice Cream Sandwich)
● Android 3.0.x (Honeycomb)
● Android 2.3.x (Gingerbread)

iOS用クライアント
● iOS 6.x、6.1.x
● iOS 6.0.x、6.1.x
● iOS 7.0.x、7.1.x

● Windows XP (Tablet PC 含む) SP3
● Windows Server 2003 SP1/SP2
● Windows Storage Server 2003 SP1/SP2
● Windows Small Business Server 2003 SP1/SP2
● Windows Server 2003 R2 SP1/SP2
● Windows Storage Server 2003 R2 SP1/SP2
● Windows Small Business Server 2003 R2 SP1/SP2
● Windows Vista SP1/SP2
● Windows Home Server Power Pack 2/3
● Windows Home Server 2011
● Windows Server 2008 SP1/SP2
● Windows Storage Server 2008 SP1/SP2
● Windows Small Business Server 2008 SP1/SP2
● Windows Server 2008 Foundation SP1/SP2
● Windows Essential Business Server 2008 SP1/SP2
● Windows 7 SP0/SP1
● Windows Server 2008 R2 SP0/SP1
● Windows Storage Server 2008 R2 SP0/SP1
● Windows Small Business Server 2011
● Windows 8/8.1/8.1 Update 1 （※1）
● Windows Server 2012/R2/R2 Update 1
● Windows Storage Server 2012/R2
● Windows 10

● OS X 10.11.x (El Capitan)
● OS X 10.10.x (Yosemite)
● OS X 10.9.x (Mavericks)
● OS X 10.8.x (Mountain Lion)
● OS X 10.7.x (Lion)
● OS X 10.6.x (Snow Leopard)



次世代ホスト型サーバセキュリティソリューション

サーバの「脆弱性」「不正アクセス」「改ざん」対策をオールインワンで実現

サーバセキュリティサーバセキュリティ

ここがすごい！

詳しくはWebで http://www.anshinplus.jp/

仮想・クラウド・物理環境にまたがって

統合的な管理が可能

IDS/IPS
Webアプリケーション

保護

ウイルス対策
ファイア
ウォール

セキュリティ
ログ監視

変更監視

SQLインジェクション等の
攻撃から

Webアプリを保護

リアルタイムに
ウイルスを検索

ファイルレジストリ等の
変更を監視

OSやアプリケーションの
脆弱性を保護

DoS攻撃など
不正な通信を防御

OSやミドルウェアの
セキュリティイベントを

集中監視

サーバ保護に
必要な対策を１つの
エージェントで実現

物理サーバ
クラウド上のサーバ

Windows・Linux等、主要OSに対応

100以上ものアプリケーションの脆弱性を保護

SaaS型サービスだから、専用ハードウェアが不要

月額利用型でサーバ1台から利用可能

円

powered by Trend Micro Deep Security

仮想サーバ



サービス提供イメージ

サービス内容

サービスメニュー

システム要件 （OS）

 脆弱性・Webアプリケーション保護『仮想パッチ』
サーバが自動で脆弱性を検出し、仮想パッチ（脆弱性ルール）に
よって、脆弱性を突いた攻撃をブロックします。（対応している脆弱
性は、Windows、Linux、など主要サーバOSや、Apache、BIND、
Microsoft SQL、Oracle 等100以上のアプリケーションに対応）
仮想パッチは、サーバの停止、再起動が必要ないため、お客様の業
務の遂行に支障をきたすことはありません。Webアプリケーショ
ン保護機能はSQLインジェクション、クロスサイトスクリプト

（XSS）等のWebアプリケーションの脆弱性を突いた攻撃から保
護することができます。

 不正な通信を防御『ファイアウォール』
IPアドレス、MACアドレス、ポートのフィルタリングをサーバごと
に細かく設定できます。ネットワークごとのポリシー作成も可能で
す。また、TCP、UDP、ICMPの各プロトコル、IP、ARPなどの各フ
レームワークに対応します。

 不正アクセス検知『セキュリティログ監視』
複数のログイン失敗など、予め指定したイベントログやアプリ
ケーションのログを監視し、予めきめられた閾値を超えた場合に、
疑わしいふるまいとして自動で管理者へ通知します。

  改ざん検知『ファイルやレジストリなどの変更監視』
予め指定したOSやアプリケーション（Webコンテンツ含む）のファ
イル・レジストリ監視し、変更があった場合に自動で管理者へ通知
します。

 不正Webサイトブロック『Webレピュテーション』
毎日リアルタイムで監視・更新されているトレンドマイクロの不正
Webサイトの評価データベース情報を基に、フィッシング詐欺や
ウイルスが仕込まれているWebサイトなど、危険なWebサイトへ
のアクセスを未然にブロックします。
改ざんされたWebも検索対象になります。

 管理Webコンソール
インターネットを経由して、お客様専用の管理者画面からイベン
トの閲覧、レポートの作成で、保護サーバの対策状況をリアルタイ
ムで確認できます。

 ヘルプデスク
本サービスに関するお問い合わせを電話またはeメールにてご対
応致します。

• Windows Server 2003 SP2 (32/64bit) 
• Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64bit) 
• Windows Server 2008 (32/64bit) 
• Windows Server 2008 R2 (64bit) 
• Windows Server 2008 R2 Hyper-V 
• Windows Server 2012 (64bit)
• Windows Server 2012 R2 (64bit)
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V

Linux Linux 

Amazon
Linux 

• Ubuntu Linux 10.04 (64bit) 
• Ubuntu Linux 12.04 (64bit) 
• Oracle Linux 5 (32/64bit) 
• Oracle Linux 6 (32/64bit) 
• amzn-ami-pv-2012.09.0.i386-ebs 
• amzn-ami-pv-2012.09.0.x86_64-ebs 

お客様サーバ

お客様専用
管理Webコンソール

脆弱性保護ルール
正アクセス・改ざん検知ルール
ウイルスパターンファイル

脆弱性をついた攻撃

不正ログイン・改ざん

検知
ブロック

ログの配信

ログ・レポートの閲覧
サーバ管理者

DeepSecurity
エージェントインターネット

（■仮想環境 ■クラウド（Iaas） ■環境物理環境）

インターネット

Server Security
VirtualPatch（SSVP)
あんしんプラス

Server Security
Monitoring（SSM)
あんしんプラス

Server Security
Defense（SSD)
あんしんプラス

Server Security
Defense Advance（SSDA)
あんしんプラス※

仮想パッチ
ファイアウォール
セキュリティログ監視
変更監視
ウイルス対策
Webレピュテーション
管理コンソール
ヘルプデスク

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

※ エディションが指定されていない Windows 製品は、エディションに関係なく動作を保証いたします。 
※ システム要件に記載されていない Service Pack 等でも、要件に記載されているものより新しいバージョンはサポート対象となります。
※対応バージョン及びサポートカーネルについては別途お問い合わせ下さい。

Windows

● サービス価格はお問合せください。

JIPDEC認定範囲は
ISO27001

JAB認定範囲は
ISO9001、14001

CM021

〒151-0071 東京都渋谷区本町三丁目12番1号
（住友不動産西新宿ビル6号館） 
URL：http://www.njc.co.jp　

お問い合わせ先

2015年11月17日現在

• Red Hat
• CentOS
• SUSE
• Ubuntu Linux
• Oracle Linux
• CloudLinux
• Amazon Red Hat Enterprise 6 EC
• Amazon SuSE 11 EC2
• Amazon Ubuntu 12 EC2
• Amazon AMI Linux EC2

NJC
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