
大企業だけじゃない！中小企業こそ狙われる
テレワーク時代に多様化するサイバー攻撃

ESETセキュリティソフトウェアシリーズのご紹介

ESET



情報セキュリティ10大脅威
2021【組織編】

順位 組織 昨年順位

1位 ランサムウェアによる被害 5位

2位 標的型攻撃による機密情報の窃取 1位

3位 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 NEW！

4位 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 4位

5位 ビジネスメール詐欺による金銭被害 3位

6位 内部不正による情報漏えい 2位

7位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止 6位

8位 インターネット上のサービスへの不正ログイン 16位

9位 不注意による情報漏えい等の被害 7位

10位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 14位

迷惑メールの日本語が自然で、
危うく信用しそうになった

『パスワードリセットの
リクエストがありました』

『不正なログインを検知しました』

などのメールがきて心配

在宅勤務者のセキュリティが不安

出典：IPA独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威2021[組織編]」

急激な環境の変化により
脅威も大きく変化

TOP10
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幅広いセキュリティ対策の

必要性が高まる

ランサムウェア

⚫ ゲームメーカーの社内システムにてデータが暗号化され、
メールやファイルが使えなくなる等の業務一時停止

⚫ 顧客や株主情報等を暴露すると11億円を要求

⚫ コロナによるネットワーク負荷増加のために稼働させて
いた関係会社の旧型VPN機器の脆弱性が原因

1位

テレワーク等の働き方

⚫ 機械メーカーの社員が社有PCでの在宅勤務

⚫ 社内ネットワークを経由せずに外部ネットワークに
接続し、SNSを利用した際にウイルスに感染

⚫ 出社した際にPCを社内ネットワークに接続し、
社内ネットワークにウイルス感染が拡大

3位

2位

4位

標的型攻撃

⚫ 電気メーカーの中国拠点内にあるウイルス対策管理
サーバーへのゼロデイ攻撃

⚫ 感染の疑いのある端末台数は国内外含め132台で、
重要情報に関わる端末は国内9台

⚫ 流出可能性のあるファイルとして、防衛省の指定した
「注意情報」があることを発見

サプライチェーンセキュリティ

⚫ 複数の海外拠点と国内拠点間で不審な通信を確認し発覚

⚫ 本来発生しないはずの海外拠点から日本国内のサーバー
への接続を発見

⚫ 断続的に他の海外拠点を経由した国内のサーバーへの
不正アクセスが確認

https://www.capcom.co.jp/ir/news/html/210413.html

https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2020/08/14/44439.html

https://www.khi.co.jp/pressrelease/news_201228-1j.pdf

https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2020/0212-b.pdf

情報セキュリティ10大脅威
2021【組織編】 TOP4
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クラウドサンドボックス

既知のウイルス・攻撃

未知のウイルス・攻撃

旧来からのアンチ
ウイルスソフトウェア

更に厳しい
セキュリティ対策

導入後の運用負荷は増えず
高いセキュリティを実現

導入によって運用負荷が
増加し運用の見直しが必要

g侵入前 侵入後防御 検知・対応・復旧

クラウドサンドボックス

セキュリティ対策の種類



安心・安全を実現ESET PROTECTで安心・安全を実現

今求められている情報セキュリティ対策

ESET PROTECT

クラウド型
管理コンソール

ESET PROTECT

リモートワーク／広範囲

クラウド技術を利用した管理方式に
より在宅勤務やリモートワークなど
多様化する働き方を支援し国内外の
関係会社・拠点まで幅広く管理

アンチウイルス
ソフトウェア

ESET ENDPOINT PROTECTION

従来からのウイルス対策は
引き続き必要

ウイルス

5

クラウドサンド
ボックス

ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE

高度化

高度化する攻撃に対応した、
クラウドと機械学習を利用
した未知のウイルスも検知
できる機能



ESET PROTECTソリューション

アンチウイルス
ソフトウェア

ESET ENDPOINT SECURITY

クラウドサンドボックス

ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE

エンドポイントを包括的に防御

既知のマルウェア

未知のマルウェア

標的型攻撃・ラン
サムウェア攻撃・
ゼロデイ攻撃など
の高度化した攻撃

PCの持ち出し・紛失
による情報漏えい

コレボレーション
ツールを介した攻撃

やSPAMメールなど
による攻撃

クラウドオフィス
セキュリティ

ESET CLOUD OFFICE SECURITY

ディスク暗号化

ESET FULL DISK ENCRYPTION

クラウド型
管理コンソール

ESET PROTECT

オフィス 自宅 外出先

PC スマホ サーバー

社内外問わず多重で防御 多重化した対策を統合管理 クラウドを守る、クラウドで守る
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ESET セキュリティソフトウェアシリーズの特徴

特徴 1 幅広い製品群
統一されたシリーズで幅広いセキュリティ対策を実現

特徴 2 高い品質
高い品質に裏付けられた第三者機関による高い評価

特徴 3 軽快な動作
「重くて作業が進まない」という不満も解消

特徴 4 高い顧客満足度を支える体制
顧客もパートナーも満足度第1位

特徴 5 高いコストパフォーマンス
安心と快適を低コストで実現
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同一のセキュリティソフトウェアシリーズでセキュリティ対策を実現

ESET 特徴 1 幅広い製品群

Windows、Mac、LinuxからAndroidまで、多彩なOS環境およびVMwareやCitrix等の仮想環境にも対応

アンチウイルス
ソフトウェア
ESET ENDPOINT SECURITY

さまざまな脅威からクライアントPCや
サーバーを強力にガード

その他
様々なセキュリティ対策

EDRなども含む幅広い範囲で安心を
支えるソフトウェア

クラウド型
管理コンソール
ESET PROTECT

さまざまな端末を一元管理
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クラウドサンドボックス

ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE

防御策がまだ確立されていないウイルス・ゼロ
デイ攻撃からもクラウドサンドボックスで検知

クラウドオフィス
セキュリティ
ESET CLOUD OFFICE SECURITY

Microsoft365に対するマルチテナント型の
拡張可能なクラウドサービスセキュリティ

ディスク暗号化

ESET FULL DISK ENCRYPTION

PCなどの盗難・紛失による機密情報の
漏えいを防止



全世界一億台以上のセンサーから
集められる最新の脅威情報

多層的に実装し、安全性をより強固に実現

ESET 特徴 1 幅広い製品群：
多様化・進化するサイバーセキュリティ攻撃者への対策

定期的に
ウイルス定義DBが更新

既知のウイルス・攻撃に即座に防御

従来型ウイルス対策でサイバー
セキュリティの基本であり今後も必須

クラウド型の管理コンソールでインターネットに
直接接続している端末の監視/管理が可能

多様化する攻撃に対して、クラウドと機械学習の
テクノロジーを利用し、タイムリーに新しい脅威に対応可能

未知のウイルスに対して数分間で検知～解析～防御

クラウドを活用した
機械学習

アンチウイルスソフトウェア

ESET ENDPOINT SECURITY

クラウド型
管理コンソール
ESET PROTECT

クラウドサンドボックス

ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE
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未知の脅威に対する高い検出力

ESET 特徴 2 高い品質：検出力

ESET LiveGrid®レピュテーションとフィードバックシステムは、実行ファイルのハッシュタグを基に、
ホワイト/ブラックリスト判定。ブラックは適切な対処が行われ、非該当の場合は、徹底的に検査さ
れます。新しい検出脅威は、ウイルスが検出されたファイルのサンプルまたはコピー、ファイルパス、
ファイル名、日時、侵入プロセス、OSなどの情報を収集します。

クラウド分散型サンドボックス
（物理と仮想環境）

DNA検出 高度な自動分類

フィードバックシステム

レピュテーションシステム

ESET LIVEGRID®
クラウド
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高い品質に裏付けられ、数多くの第三者機関から高い評価

ESET 特徴 2 高い品質：評価

ウイルス検知率テストにおいて最高評価である

「ADVANCED+」を業界で最多受賞いたしました。

ESETは、オーストリアの独立系テスト
機関AV-Comparativesが初めて実施した
「EPR（エンドポイントの予防と対応）

比較レポート」においてStrategic Leader
（戦略的リーダー）に選出されました。

ESETは「Forrester Wave™: Endpoint Security Suites Q3 2019」レポートにおいて、
企業のビジョンとフォーカス、OSサポート、セキュリティコミュニティへの参加

という評価基準で最高スコアを獲得し、Strong Performer に選出されました。

レポートのポイント

⚫ 詳細かつ公平な25の基準による調査で、企業向けエンドポイントセキュリ
ティスイートの最重要なベンダー15社を分析し、エンドポイントの脅威を
防止、検出、修復する能力の比較評価を含むスコアリングを行っています。

⚫ このレポートでは、EDR、MDR（Managed Detection and Response）、
脅威インテリジェンスサービス、脆弱性管理などの機能をはじめ、ESETの
企業向け製品が紹介されています。

⚫ また、わかりやすいUI、誤検出率の低さ、システムオーバーヘッドの低さ
も称賛しています。
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社員からの「重くて作業が進まない」という不満も解消

ESET 特徴 3 軽快な動作

⚫ ESETセキュリティソフトウェアシリーズは、
検出エンジンのファイルサイズが小さい

⚫ オーストリアの独立系テスト機関AV-Comparativesの
各種パフォーマンステストにおいて、高い評価を獲得

⚫ 新種や亜種のウイルスを検出する独自開発のヒューリスティック
エンジンと、2種類※の検出エンジンを併せて利用した効率的な
ウイルス検出方法により、クライアントPCやサーバーの負荷を
軽減することで軽快な動作を実現

※ 代表的なウイルスを定義した一般的なものと遺伝子工学に基づいて
ウイルスの特徴のみを定義した汎用化したもの

出典：AV-Comparatives「Enterprise Performance Test June 2018」

システムに
与える影響が
最も少ないと評価

各社最新
バージョンと比べ
高い総合パフォー
マンスを獲得
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2003年から日本でのお客様をご支援

ESET 特徴 4 高い顧客満足度を支える体制：強固な信頼関係

イーセットジャパン
キヤノン

マーケティング
ジャパン

お客様

お客様

お客様

お客様

パートナー

パートナー
日本におけるESETセキュリティソフトウェアシリーズは
キヤノンマーケティングジャパンが独占的に販売しております
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顧客推奨度

第1位

ESET 特徴 4

顧客推奨度第1位と高い満足度を実現

4年連続第1位

ITreview 2021
アンチウイルス部門

Leader に選出

ユーザーからの
満足度・認知度が高い

※ITReview GRID 2021年9月10日時点より

高い顧客満足度を支える体制：高い評価



ESET 特徴 4

コスパが良いです

一番はやはり安価で、クライアントPC
にもそれ程負荷をかけずに保護出来るの
は嬉しいです。

動作が軽く安定して使えるソフト
入れていることを忘れるくらい動作が
軽く日頃の業務に集中できます。

社内情報システム
（開発・運用管理）

IT管理者

出典：https://www.itreview.jp/products/eset-endpoint-protection/reviews/68666出典： https://www.itreview.jp/products/eset-endpoint-protection/reviews/34665

社内情報システム
（企画・計画・調達）

ユーザー（利用者）

高い顧客満足度を支える体制：ユーザーの声

「コスパが良い」「動作が軽く安定して使える」

https://www.itreview.jp/products/eset-endpoint-protection/reviews/68666
https://www.itreview.jp/products/eset-endpoint-protection/reviews/34665


安心と快適を低コストで実現

ESET 特徴 5 高いコスト削減効果

他社サポート期間の保証で、乗り換えも安心

他社ウイルス対策ソフトからお乗り換えの際は、お持ち
の他社ウイルス対策ソフトの残りサポート期間も保証

例）
9か月

9か月 12か月

他社サポート期間

ESETサポート期間

※ 残期間保証があるのはEP Essential オンプレミス（現EEPS）、EP Entry オンプレミス
（現EEPA）のみです。詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://eset-info.canon-its.jp/business/remaining.html
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ESET PROTECTソリューション

アンチウイルス
ソフトウェア

ESET ENDPOINT SECURITY

クラウドサンドボックス

ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE

エンドポイントを包括的に防御

既知のマルウェア

未知のマルウェア

標的型攻撃・ラン
サムウェア攻撃・
ゼロデイ攻撃など
の高度化した攻撃

PCの持ち出し・紛失
による情報漏えい

コレボレーション
ツールを介した攻撃

やSPAMメールなど
による攻撃

クラウドオフィス
セキュリティ

ESET CLOUD OFFICE SECURITY

ディスク暗号化

ESET FULL DISK ENCRYPTION

クラウド型
管理コンソール

ESET PROTECT

オフィス 自宅 外出先

PC スマホ サーバー

社内外問わず多重で防御 多重化した対策を統合管理 クラウドを守る、クラウドで守る
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クラウドサンドボックス

ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE

防御策がまだ確立されていないウイルス・ゼロ
デイ攻撃からもクラウドサンドボックスで検知

製品の全体像

Windows、Mac、LinuxからAndroidまで、多彩なOS環境およびVMwareやCitrix等の仮想環境にも対応

アンチウイルス
ソフトウェア
ESET ENDPOINT SECURITY

さまざまな脅威からクライアントPCや
サーバーを強力にガード

クラウド型
管理コンソール
ESET PROTECT

さまざまな端末を一元管理

ディスク暗号化

ESET FULL DISK ENCRYPTION

PCなどの盗難・紛失による機密情報の
漏えいを防止

クラウドオフィス
セキュリティ
ESET CLOUD OFFICE SECURITY

Microsoft365に対するマルチテナント型の
拡張可能なクラウドサービスセキュリティ

その他
様々なセキュリティ対策

EDRなども含む幅広い範囲で安心を
支えるソフトウェア
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アンチウイルスソフトウェア

ESET ENDPOINT SECURITY

さまざまな脅威からクライアントPCやサーバーを強力にガード

主なクライアント機能

※ 利用できる機能はプラットフォームごとに異なります

※ 利用できる機能はADVANCED と STANDARDで異なります。

◼ Windows

◼ Mac

◼ Linux

◼ Android

◼ Linux

◼ Windows

対応クライアントOS

対応サーバーOS

フィッシング対策

Web
コントロール

迷惑メール対策

ネットワーク保護

ウイルス・
スパイウェア対策

デバイス
コントロール

セキュア
ブラウザー
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クラウド型管理コンソール

ESET PROTECT さまざまな端末を一元管理

クラウドシステム
※オンプレミスも可能

ESETサーバー

クライアント管理機能

⚫ 環境に合わせたクライアント展開

⚫ クライアント端末への設定配布

⚫ グループ化して管理

⚫ 検出エンジンのアップデートやウイルス検査の実施

ログ監視機能

⚫ ダッシュボード／レポート機能

⚫ クライアント端末の情報収集・詳細表示

⚫ インストールされたESET製品の情報収集・詳細表示

⚫ ウイルス検出やクライアント端末の状況の自動通知

サーバー運用管理機能

⚫ 管理サーバーの監視、監査

⚫ アクセス権設定

本社

外出先/自宅

支店

インター
ネット

管理コンソール

ESET PROTECT
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クラウドサンドボックス

ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE

防御策がまだ確立されていないウイルス・ゼロデイ攻撃からもクラウドサンドボックスで検知

エンドポイント
ESET ENDPOINT 
SECURITY

新規プログラムのインストール不要

解析結果にもとづき自動防御

管理コンソール ESET PROTECT

解析結果の確認

不審なサンプルの自動送信

解析結果のフィードバック

数分間で解析～防御

ESET DYNAMIC 
THREAT DEFENSE

ESET Cloudで解析

複数の機械学習モデルを
用いたサンプル比較

サンドボックスによる
振る舞い分析

最新のスキャンエン
ジンによる異常分析

全世界一億台以上の
センサーから
集められる

最新の脅威情報

社内環境から隔離されている
ESETのクラウドボックス環境

で分析されるため安全

社内環境
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ディスク暗号化

ESET FULL DISK ENCRYPTION

⚫ 暗号化状況の確認

⚫ ポリシー設定

⚫ リカバリーパスワードの確認
やリカバリーデータの作成

⚫ 暗号化されていないPCの
グルーピング

⚫ クライアントタスク

⚫ リモートでのインストール／
アンインストール

主な機能

PCなどの盗難・紛失による機密情報の漏えいを防止

ESET PROTECT

アンチウイルスソフト
ウェアとデータ暗号化
をまとめて管理可能

オフィス

自宅

取引先
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クラウドオフィスセキュリティ

ESET CLOUD OFFICE SECURITY

ESET CLOUD 
OFFICE SECURITY

⚫ Exchange Online
メールプロテクション

⚫ OneDrive for Business
プロテクション

⚫ OneNote
プロテクション

⚫ SharePoint Online
プロテクション

⚫ Teamsプロテクション

⚫ オンライン管理コンソール

主な機能

Microsoft 365

Microsoft 365に対するマルチテナント型の拡張可能なクラウドサービスセキュリティ
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導入実績

2003年日本での発売以来、民間企業だけでなく教育機関や官公庁
など、業種を問わず多くのお客さまにご利用いただいています

日本国内における「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ
【法人向け製品（スクールパック除く）】」

2018年12月31日現在

約391,000社
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PROTECT Entry

✔

✔

ー

ー

ー

PROTECT Advanced

✔

✔

✔

✔

ー

PROTECT Complete

✔

✔

✔

✔

✔

アンチウイルスソフトウェア

クラウド型管理コンソール

クラウドサンドボックス

データ暗号化

クラウドオフィスセキュリティ
（Microsoft 365用）

ESET

各種プラン
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324,000円/年 420,000円/年 517,000円/年
100ライセンスの場合

ESET

費用例

⚫ 表記内容はあくまでも参考価格となります

⚫ 購入数によりボリュームディスカウント率が変動します

⚫ 具体的な御見積に関してはご相談ください

PROTECT Entry PROTECT Advanced PROTECT Complete

（税抜き）
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ESET セキュリティソフトウェアシリーズの特徴

特徴 1 幅広い製品群
統一されたシリーズで幅広いセキュリティ対策を実現

特徴 2 高い品質
高い品質に裏付けられた第三者機関による高い評価

特徴 3 軽快な動作
「重くて作業が進まない」という不満も解消

特徴 4 顧客満足第1位を支える体制
顧客もパートナーも満足度第1位

特徴 5 高いコストパフォーマンス
安心と快適を低コストで実現

問い合わせ先

キャノンマーケティング
ジャパン株式会社

問い合わせWebフォームは
ここをクリック

キャノンマーケティングジャパン
ESET法人向けWebサイト
https://eset-info.canon-its.jp/business/
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https://canon-its.jp/cgi-bin/index.cgi?ACTION_ID=UC1303_ACT_SHOW_INPUT
https://eset-info.canon-its.jp/business/

