
製品と機能の詳細は裏面をご覧ください 

定額料金で容量無制限、クラウドを利用したメールアーカイブ 

Symantec Enterprise Vault.cloud™ 
クラウド型  情報管理サービス 

Symantec Enterprise Vault.cloud™ は、データ量の爆発的な増加によるメールシステムの課題と 

メールセキュリティの課題を一気に解決するクラウド型メールアーカイブサービスです。 

Microsoft Exchange サーバー ・ Office 365 のメール利用に 

より安全なモバイルアクセスを実現！ 

モバイル端末での社内メール利用のリクエス
トが増えているが、外部からのメールサー
バーへのアクセスは、セキュリティリスクが
高いので、許可できない・・・ 

いつでも、どこでも 
メール検索＆送受信 

オフィス 自宅 外出先 

メール受信 

Exchange サーバー  
Office 365 

◎ 

メール受信 

Exchange サーバー  
Office 365 

リアルタイムに 
アーカイブ 

オフィス 自宅 外出先 

iOSや 
Androidに対応 

◎ ◎ ◎ 

BCP対策、訴訟リスク対策としても有効です。 

効果的なリスク対策と生産性の向上を実現！ サービスイメージ 

ストレージコストの大幅削減と 
高いメールセキュリティを実現！ 

容量無制限の 
クラウドストレージで解決！ 

オリジナルデータのアーカイブで 
PST保存を廃止！ 

日々増加するメールによる 

ストレージコストの増大 

PST保存から発生するデータ破損や 

情報漏えいリスク 

システム管理者 

会社のメールが個人のメールに
転送され、情報漏えいにつなが
るリスクがあります。 

IEなどのWebブラウザからも、 
タブレットやスマートフォンからも
アクセスできます。 

高セキュリティの 

クラウドに保存した 
アーカイブデータで 

メールを安全に利用！ 



E1408LF1-cn-EV.cloud 

株式会社シマンテック 
〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ 
シマンテックセールスインフォメーションセンター（法人向け） 

■電話受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00 
       （土、日、祝日、年末年始を除く） 
■電話：03-4540-6226 FAX：03-6892-3916 

お問い合わせ 
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Symantec Enterprise Vault.cloud™ クラウド型 情報管理サービス 

  増え続けるストレージコストと運用負荷を大幅に削減 

メールデータが爆発的に増加 

ストレージの増設？ 

メールデータ量の爆発的な増加が、バックアップストレージのコストやシステム管理者の運用負荷を増大させています。Symantec Enterprise 

Vault.comの「Personal.cloud」を利用することにより、運用コストや負荷だけでなく、情報漏えいリスクも大幅に低減できます。 

Personal.cloud 

メール検索・送受信機能 

  内部統制のためのメールコンプライアンスに対応  

メール送受信記録をそのままの状態でアーカイブすることにより、法令、ガイドラインなど

のコンプライアンス要件に合わせてメール証跡がすばやく出力できるので、訴訟時にも迅速

かつ的確に対応できます。 

Discovery.cloud 

監査・法令対応用機能 

●監査・法令対応用インターフェースを提供 

・メール証跡を高速出力(監査・訴訟対応時) 

・訴訟ホールド、eDiscovery（電子情報開示） 

・ワークフロー機能 

・外部機関向けデータ公開 

  メールサーバー障害時にWebメール経由で送受信を継続 

予期しない災害やメールシステムの障害時にも、Webメール経由で当社のクラウドデータセンターにアクセスすれば、そのままメール業務が継続できます。 

また、過去90日のメールデータの閲覧や、メールサーバー復旧時にはBCP機能発動期間のメールデータの転送も可能です。 

Mailbox Continuity.cloud 

メールシステムのBCP機能 

メールサーバー 

お客様サイト 

× 
通常経路 

BCP経路へ切り替え Webメール 

送受信 

復旧後データ共有 

製品ラインナップ 

Personal.cloud 

Discovery.cloud 

Mailbox Coutinuity.cloud 

MAILBOX CONTINUITY ENTERPRISE VAULT CLOUD 
Enhanced 

ENTERPRISE VAULT CLOUD 

● 

● ● 

● 

● ● 

ご利用目的に合わせて、最適な製品をお選びください。 

製品名 

機
能 

※BCP機能のご利用にはEmail Security.cloudが必要です。 

設備コストや運用管理負荷
が増えてしまう！ 

不要なデータの整理や削除？ 

根本的な課題解決にはならない！ 

対応策は？ 

システム 
管理者 

重要情報の消失や 
情報漏えいが心配だ！ 

解決！ 

容量無制限のクラウドストレージが利用で

きるので、設備投資が不要に！ 

コスト 
削減 

負荷 
軽減 

メールセキュリティや可用性が担保されて

いるので、運用管理の工数が激減！ 

Email Security.cloud 

セキュ
リティ
向上 

モバイル端末に対応したUIから安全に 

メール送受信 

Enterprise Vault.cloud 

※Mailbox Continuity.cloud のご利用には、 
  Email Security.cloudが必要です。 

価格（１ライセンス／年） 
バンドA：ライセンス数 10 – 49 の場合 
 

6,936円 8,916円 3,636円 （税別） （税別） （税別） 

※初期設定費用/追加導入費用が別途かかります。/ ※最低購入ライセンス数は10ライセンスになります。 



社内ネットワークの出入口を世界最高水準のセキュリティで守る

シマンテック ドット クラウド サービス

● 世界最高水準の多層防御システムで、安心！

● ハードウェア購入不要！ 運用コストも削減！

● シマンテックならではの冗長化で稼働率100％（2013年3月実績値）

3つの大きなメリット

クラウド型メールセキュリティサービス

Symantec Email Security.cloud
クラウド型Webセキュリティサービス

Symantec Web Security.cloud

セキュリティ



URL
フィルタリング
オプション

クラウドだから実装できる世界最高水準の多層防御システムで、標的型攻撃や、より巧妙なWeb経由の攻撃を徹底的にブロック！

コストを抑えたセキュリティ運用が可能！

シマンテックのクラウド型セキュリティサービスだから実現できる、
3つの大きなメリット！ ＆ 国内シェアNo.1

＊

の実績！ ＊出典元：IDC, 2012年国内クラウドセキュリティサービス市場ベンダー競合分析、売上額シェア

＊＊2013年3月実績値

出典元：Total_Operational_and_Economic_Impact_Study, 2011 The Alchemy Solutions Group. Inc

Symantec Email Security.cloud 標的型攻撃やスパムも徹底的にブロック！

シマンテックのクラウドインフラを使うので、ハードウェア購入が不要。導入も簡単で、運用コストも削減できます。

Symantec Web Security.cloud
急増する危険なWebサイトもブロック！

運用コスト削減の実例

アンチスパム
■クラウドならではの多層防御でスパムを除去
■スパム対策の有効性は99.999914%＊＊

コンテンツコントロール
■機密情報や不適切な情報を含むメールの流
　入/送信を防止し、管理者に通知

イメージコントロール
■不適切な画像やわいせつ画像などを含む
　メールの流入/送信を防止し、管理者に通知

メールの暗号化

アンチウイルス
■クラウドならではの多層防御で未知のウイルス
　を含む脅威を即座に隔離

■さらに、特許取得済みの独自技術Skeptic
　が、ヒューリスティック技術を利用して未知の脅
　威の分析と検出を行うから安全

■メール本文内に記載されるURLも分析し、危険

　なWebサイトへ誘導する場合はメールを隔離

■ウイルス対策の精度は誤検知率0.000001%

企業に届く全メールを多層でチェック

ユーザーブロックリスト

ダイナミックIPブロックリスト

Symantec Message Filter

Symantec Protection Engine

オプション

レイヤー1

コネクション
レイヤー

レイヤー2

スパム対策

レイヤー3

ウイルス対策

安全なメールのみ、お客様の
サーバーへ配送されます。

危険なWebサイトはブロック。
安全なWebサイトのみを表示。

アンチウイルス/アンチスパイウェア
■すべてのWebリクエスト時に、Webコンテンツをスキャン
■クラウドならではの多層防御+特許取得済みの独自技術
　SkepticTMで、マルウェアやスパイウェアをダウンロードさせ
　ようとする危険なWebサイトをブロック

●Email Security.cloud対応
　プラットフォーム拡張
　ExchangeやDominoに加え、ホスティング

　メールサービスのOffice 365やGoogle 
　Apps for Businessに対応。
　ホスティングサービスに対するメールセキュリ

　ティをシマンテック ドット クラウド サービス

　で補完することで、より堅牢なゲートウェイセ

　キュリティ対策を実現できます。

●クラウド型アプリを使うなら、
　Web Security.cloud
　Office 365などのクラウド型アプリを使うこ

　とにより、Webトラフィックが増加しますが、そ

　れに合わせてオンプレミスのWebセキュリティ

　対策を拡張するのはコスト/運用面で大きな負

　担となります。Symantec Web Security.cloud

　なら、強固なWebセキュリティ対策が行え
　るだけでなく、拡張にかかわる運用の手間や
　コストを削減できます。

● IT担当者の生産性向上
　導入前は、スパムやウイルス駆除対応に毎日2時間。

　導入後は1日たった10分に短縮。

●スパム隔離用ストレージのコスト削減
　導入前はスパム隔離用に25テラバイトもの

　ストレージを用意。導入後は、8テラバイトに

　削減。

URLフィルタリングオプション

複数のスキャン
エンジンを利用して
ウイルスやスパイウェアを検知

簡単
導入

DNSのMXレコードの設定変更のみ

ユーザー

ユーザー

Webプロキシ

メールサーバー

Webサーバー

ファイアウォール

アンチウイルス コンテンツ
コントロール

アンチウイルス
アンチスパイウェア

イメージ
コントロール

アンチスパム

暗号化
オプション

メール

Web

ブラウザからの接続先を
シマンテック ドット クラウドに
変更するだけ

送受信 送受信

2時間

25テラバイト

導入前 導入後

8テラバイト

10分

取引先/顧客

インバウンド/アウトバウンドインバウンド/アウトバウンド

Symantec Email Security.cloud

Symantec Web Security.cloud

導
入
前

導
入
後

1

2

＊＊

SkepticTMヒューリスティック

SkepticTMヒューリスティック

TM

Symantec Traffic Shaper

SMTPヒューリスティック

ユーザー認証



◎管理者用ポータルサイト
シマンテック ドット クラウド サービスの管理は1つの管理コンソールに統合されています。

■シェアNo.1の実績　日本国内500社、75万ユーザー
　 ＊出典元：IDC, 2012年国内クラウドセキュリティサービス市場ベンダー競合分析、売上額シェア

●国内SaaS型メッセージングセキュリティソフトウェア市場  シェアNo.1
●国内SaaS型Webセキュリティソフトウェア市場  シェアNo.1

■ISO27001、SAS70 Type II およびSSAE16の規格に沿ったデータセンター運用

■世界18か所のデータセンターに4,000台以上のサーバー類を分散配置＊

●メールセキュリティサービス稼働率：100%＊＊

●Webセキュリティサービス稼働率：100%＊＊

＊2013年6月現在　＊＊2013年3月実績値

◎スパム管理用サイト
スパム判定されたメールを最大14日間、容量無制限

で隔離。

誤検知メールのリリースやホワイトリスト作成は、特

定の管理者だけでなく、エンドユーザーが行うことも

可能です。

メールセキュリティもWebセキュリティも、簡単に一元管理できるWeb管理コンソール

シマンテック ドット クラウドが証明する信頼の証

Copyright ©2013 Symantec Corporation. All rights reserved.　SymantecとSymantecロゴは、Symantec Corporationまたは関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
製品の仕様と価格は、都合により予告なしに変更することがあります。本カタログの記載内容は、2013年6月現在のものです。
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お問い合わせ

シマンテックセールスインフォメーションセンター（法人向け）

■電話受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00

　　　　　　　（土、日、祝日、年末年始を除く）

■電話：03-5229-1912　FAX：03-3235-9173

www.symantec.com/jp 

株式会社シマンテック
〒〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ



Webブラウザの管理コンソールから
管理しているPCの保護状況をチェック！

管理サーバーなしで

在宅で仕事でも外出先でも社内でも

● 危険なWebへの対策、脆弱性保護など、保護機能も充実
● 導入時に管理サーバ―不要！
　 Webブラウザからクラウド上の管理画面にログインするだけ
● Web管理画面上で管理対象のPCの保護状況が一目で分かる
● 管理画面も分かりやすく、導入や設定も簡単操作
● プログラム更新や定義ファイルも自動更新にお任せ

こんなところが 他と違う！

1ライセンスからでも
購入できる

1ライセンスからでも
購入できる

 個人向けみたい！
簡単操作で楽 ・々安心
 個人向けみたい！
簡単操作で楽 ・々安心 クラウドで管理クラウドで管理

サーバーがなくても一元管理ができる！

中小企業・SOHOに最適なクラウド型セキュリティ対策、登場

安心！安心！

世界 No.1 エンドポイントセキュリティならシマンテック世界 No.1 エンドポイントセキュリティならシマンテック
出典： Based on 2011 Revenue Share, Worldwide Endpoint Security 2012-2016 Forecast and 2011 Vender Shares,IDC #235930 ,July 2012

クラウド型エンドポイトセキュリティ

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

シマンテック エンドポイント プロテクション
スモール ビジネス エディション 2013

楽々お試し・追加もできる！
ノートンみたいな使いやすさ
＋ビジネス向けの安心保護

管理サーバーなしでも
一括管理ができる！

 製品、ライセンスプログラムについての詳細はこちらをチェック！ http://www.symantec.com/ja/jp/endpoint-protection-small-business-edition-2013

無料体験（試用）版はこちらから http://www.symantec-smb-solutions.com/jp/security/sepsbe2013/topぜひお試しください！

ライセンスの一括
更新・管理

PCの保護
一括管理

Windows 8
Windows Server 2012 対応



◯

◯

◯

◯*

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ウイルス対策・スパイウェア対策

クライアントファイアウォール

不正侵入/アクセス防止、脆弱性攻撃対策

インサイト　
（プログラムファイルの安全性を評価、
定義ファイルを使用しない防御技術）

SONAR （リアルタイムでのプログラム挙動分析） 

自動修復

ノートン セーフウェブ
（ウェブ閲覧中に、検索結果に表示された危険な
ウェブサイトや偽のウェブサイトをすぐに警告し、
アクセスを遮断することで、ユーザーを保護。） 

ダウンロードインテリジェンス
(インターネットからアプリケーションをダウンロード
する際に安全かどうか確認、検知する機能)

Webブラウザ保護
（Webブラウザの脆弱性をついた攻撃から保護）

USBストレージデバイスへの
アクセス制御
（USBデバイスへの書き込み/アクセスを規制）

*クライアントOSにインストールされた場合。 サーバーOSでは未実装。
※2013年3月中旬以降、サーバー版への機能強化とWindows Server 2012への対応を行っております。

基本的
マルウェア対策

標的型攻撃
対策

Web閲覧時
の対策

USB
デバイス制御

機能

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

株式会社シマンテック

www.symantec.com/jp

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ
シマンテックセールスインフォメーションセンター（法人向け）

お問い合わせ

■電話受付時間：10:00 ～12:00、13:00 ～17:00（土、日、祝日、年末年始を除く）
■電話：03-5229-1912　FAX：03-3235-9173

Copyright ©2013 Symantec Corporation. All rights reserved. 
SymantecとSymantecロゴは、Symantec Corporationまたは関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
製品の仕様と価格は、都合により予告なしに変更することがあります。本カタログの記載内容は、2013年5月現在のものです。

E1302LF-PD-SEPS2013

こんなお客様にお奨めです！

価格 サブスクリプションライセンス&サポート一体型 システム要件 Symantec Endpoint Protection 
Small Business Edition 2013（クラウド型セキュリティ対策）

機能一覧

無料体験版および製品については、こちらをチェック！ http://www.symantec-smb-solutions.com/jp/security/sepsbe2013/top

デスクトップエディション

サーバーエディション

・Windows XP SP2 以上 （32 ビット）
・Windows Vista SP1以上 （32 ビット、64 ビット）
・Windows 7 （32 ビット、64 ビット）
・Windows 8/Windows 8 Pro （32ビット、64ビット）

・Windows Server 2003 R2, SP1以上 （32 ビット、64 ビット）
・Windows Small Business Server 2003 （32ビット）
・Windows Server 2008 R2, SP1, SP2 （32 ビット、64 ビット）
・Windows Small Business Server 2008 （64ビット）
・Windows Small Business Server 2011 （64ビット）
・Windows Essential Business Server 2008 （64ビット）
・Windows Server 2012
※最新情報やサーバーのシステム要件など詳しくは、
　http://www.symantec.com/ja/jp/endpoint-protection-small-business-edition-2013
　をご確認ください。

Symantec Endpoint Protection
Small Business Edition 2013購入

ライセンス数
バンド
レベル

1 - 24

25 - 49

50 - 99

A

B

C

¥5,500

¥5,200

¥5,000

¥9,200

¥8,700

¥8,300

¥11,000

¥10,500

¥9,900

100 - 249 D ¥4,700 ¥7,800 ¥9,400

新規1年版 新規2年版 新規3年版

※本製品は新規/追加用、更新用同じ製品
　型番、同じ購入価格です。
※価格には、別途消費税がかかります。
※乗換え1年/ 2年 / 3年の価格は別に
　ご用意しております。

1ライセンスから
購入可！

ポイント1

ポイント2

Web管理画面

ダウンロードしたプログラムを評価し、
安全なプログラムのみ使うことができます。

ダウンロードインテリジェンスノートン セーフウェブで
安全なWeb閲覧を実現

直観的で分かりやすい、操作画面

ウイルス感染防止、情報漏えい対策  ビジネス向けに強化

クライアントプログラムの画面

ノートン セーフウェブが危険なサイトを警告、閲覧をブロック

● PC1台1台に個人向けセキュリティ
　 対策製品を導入、管理がばらばら

● オフィス内、外出先、自宅に個人用PCを持ち歩いて
　 仕事をする場合でも保護状況を把握したい

● 本社から離れた小規模オフィスや海外支店の
　 ウイルス対策を遠隔から管理できるようにしたい

3年版!3年版!
一番お得なのは一番お得なのは

ばらばらの
製品

使用状況が
不明確 未導入

?

個人用PC

会社

自宅

支社

本社


