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包括的なエンドポイントセキュリティ対策を実現
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エンドポイントを取り巻く環境の変化
働く環境の多様化 急増するクラウドへのニーズ リスクの深刻化

在宅、サテライト等勤務場所の多様化
 インターネットへの直接接続の増加
端末持ち出し頻度の増加

 クラウドアプリケーション利用の増加
 コラボレーションツール利用の増加
セキュリティ対策のクラウド化

管理不備により生まれる脆弱な環境
侵害を前提とした対策の必要性
紛失盗難など物理的な情報漏洩事故

社内外問わず多重で防衛 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＋ ＋

エンドポイントを包括的に守る必要性の高まり
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ESET PROTECTソリューション

各種対策をパッケージ化した包括的なエンドポイントセキュリティソリューション
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ESET PROTECTソリューションの特徴

社内外問わず多重で防衛 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

エンドポイント保護＋クラウドサンドボックス
による高度な脅威への対策、情報漏洩対
策、オンラインコラボレーションツールの脅威
からの保護、侵害を前提とした事後対策な
ど、エンドポイント単体を多重で防御。

境界型防御が有効でないリモートワークの
環境が増える中、最初で最後の防衛線で
あるエンドポイントをしっかりと守ります。

多重化した対策を1コンソールで集中管理。
タスクの実行やセキュリティポリシーの適用に
よりエンドポイントを厳格に管理し、脅威の
検出状況やクラウドサンドボックスでの解析
結果をリアルタイムに可視化します。

プラットフォームをまたがる対策を横断的に
管理することで、セキュリティ運用を効率化
し、インシデントにも即座に対応できます。

会社

自宅・外出先

統合管理

利用の進むクラウドアプリケーション上での
ファイル共有やメール送受信をマルウェアや
フィッシング攻撃から防ぎ、ユーザーと重要
データを保護します。

また巧妙な新しい攻撃にはクラウド上の脅
威情報やテクノロジー、リソースを使った高
度な検出・解析により、負荷なくエンドポイ
ントを守ります。



標的型攻撃や情報漏洩などへの包括的な対策、リモートワークを含む社内外の端末管理、侵害を前提とした事後
対策とその監視サービスまで、ニーズにあわせて10種のソリューションをラインアップ。お客さまにあったベストプラクティスな
ソリューションを導入できます。
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ESET PROTECTソリューション ラインアップ

クラウドでのセキュリティ管理 オンプレミスでのセキュリティ管理

中堅・大企業
向け

(100ライセンス以上)

中小企業
向け

(6ライセンス以上)

ESET PROTECT Complete クラウド

ESET PROTECT Advanced クラウド

ESET PROTECT Advanced オンプレミス

ESET PROTECT Essential Plus オンプレミス

ESET PROTECT Entry クラウド

ESET PROTECT Essential クラウド

ESET PROTECT Entry オンプレミス
(旧名称：ESET Endpoint Protection Advanced)

ESET PROTECT Essential オンプレミス
(旧名称：ESET Endpoint Protection Standard)

ESET PROTECT MDR ESET PROTECT Enterprise
※ ESET PROTECT MDRの最小ライセンス数は500ライセンスです。
※ ESET PROTECT MDRに含まれるサービス(後述)を利用される際は

クラウド管理が前提となります。
※ ESET PROTECT Enterpriseはクラウド管理／オンプレミス管理のどちら

でも利用できます。
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中堅・大企業向け
ESET PROTECTソリューション
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中堅・大企業向け ESET PROTECTソリューション

XDRを含む2つのソリューション
エンドポイント保護＋クラウドサンドボックスを中核とする4つのソリューション
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ソリューション

ESET PROTECT
Enterprise

ESET PROTECT
MDR

Canon Marketing Japan Inc.

中堅・大企業向け ESET PROTECTソリューション

次ページご参照 事後対策の前に、まずは未知・既知の脅威やランサムウェア・ゼロデイ攻撃への対抗などの事前対策(セキュリティ
保護)をしっかりと行いたい

推奨

XDR運用のニーズ

専門家へのアウトソース

事後対策のニーズ

 社内に潜む潜在的な脅威を早期に発見したい
 社内ネットワークで何が起きているかをリアルタイムで
可視化したい

 セキュリティインシデント対応(影響調査や原因調査)
を高速化・効率化したい

 万が一侵害が発生した際の被害の抑制(封じ込めや
除去)を短時間で行いたい

 ランサムウェアによるデータ流出の防止や早期発見が
できる仕組みを備えたい

 事前対策 (EPP) か ら 事後対策 (XDR) ま で 、
ワンベンダーでまとめて効率的に運用したい

自社運用

 24/365の運用を委託したい
 XDR の ア ラ ー ト分析 を専門家 に
任せたい

 インシデント対応や復旧、調査分析に
専門家の協力を得たい

 自社ポリシーに沿って運用したい
 自社のSOCやCSIRTで運用したい
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中堅・大企業向け ESET PROTECTソリューション
セキュリティ保護のニーズ ソリューションセキュリティ管理のニーズ

クラウド管理

オンプレミス管理

 管理ツールをクラウド(SaaS)で
運用したい

 管理ツールのサーバー構築や
メンテナンス負荷を軽減したい

 オンプレミスサーバーや自社で
契約するIaaSで運用したい

 管理ツールのバージョンアップは
自社でコントロールしたい

 リモートワーク時にエンドポイント保護を総合的に強化したい
 標的型メール、ビジネスメール詐欺などのメールの脅威に対抗したい
 Microsoft 365を安全に利用したい
 ランサムウェアやゼロデイ攻撃などの脅威に対抗したい

 リモートワーク時にエンドポイント保護を総合的に強化したい
 ランサムウェアやゼロデイ攻撃などの脅威に対抗したい

 リモートワーク時にエンドポイント保護を総合的に強化したい
 ランサムウェアやゼロデイ攻撃などの脅威に対抗したい

 ランサムウェアやゼロデイ攻撃などの脅威に対抗したい
ESET PROTECT
Essential Plus
オンプレミス

ESET PROTECT
Advanced
オンプレミス

ESET PROTECT
Advanced
クラウド

ESET PROTECT
Complete
クラウド

Canon Marketing Japan Inc.

推奨
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ESET PROTECT MDR
予防・検知・対応から運用までワンベンダーで実現する最上位のXDRソリューション

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント

保護

総合的な
エンドポイント

保護
クラウド

サンドボックス
フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

XDR MDR
サービス

プレミアム
サポート
サービス

●*1 （●）*1 ● ● ● ● - ●*1 ● ●

*1 MDRサービスおよびプレミアムサポートサービスを利用される際はセキュリティ管理ツールおよびXDRともクラウド利用が前提となります。

 高度化するサイバー攻撃に一気通貫で対応
EPPを中心とした「予防」からXDRによる「検知・対応」まで一気通貫で対応。
EDR専業ベンダーでは提供できない、事前・事後両対策を統合したソリューション
が簡単で迅速なインシデント対応を実現します。

 専門スタッフにまるごとお任せ
XDRの導入において課題となるチューニングや脅威監視は専門スタッフがお客さま
に代わって実施。24/365体制でEPPからXDR領域まで広範囲にサポートするた
め、お客さまの負荷を軽減できます。

 早期の環境導入と運用コスト低減を実現
セキュリティ管理ツール、XDRともクラウドを選択すれば短時間でセットアップ完了。
インフラのメンテナンスが不要なため、管理者は監視や制御に集中できます。クラウ
ド側で随時バージョンアップされるため常に最新の環境を利用できます。

 実態のない環境依存型攻撃も検知
昨今増えているWindowsの標準機能を悪用して攻撃の痕跡を残さない、ファイ
ルレスマルウェアや標的型ランサムウェアなどの環境依存型攻撃も高い精度で検
知し削除します。

 ランサムウェアやゼロデイ攻撃からエンドポイントを保護
クラウドサンドボックステクノロジーが未知の攻撃であっても自動解析・自動防御。
境界型防御が手薄になる社外環境であってもプラスアルファの防御でエンドポイン
トを守ります。

 PC紛失盗難時の情報漏洩を防ぐ
持ち出しが増える業務端末PCのディスクをまるごと暗号化。インストールや暗号化
状態の管理もセキュリティ管理ツールからリモートで一元管理でき、テレワークや
在宅勤務中もPC上のデータをしっかりと保護します。
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ESET PROTECT Enterprise
予防・検知・対応をワンベンダーで実現するXDRソリューション

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント

保護

総合的な
エンドポイント

保護
クラウド

サンドボックス
フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

XDR MDR
サービス

プレミアム
サポート
サービス

●*1 ●*1 ● ● ● ● - ●*1 - -

*1 XDRはクラウド/オンプレミスどちらも利用できます。XDRの利用環境(クラウド/オンプレミス)とセキュリティ管理ツールの利用環境(クラウド/オンプレミス)は同一が前提となります。

 高度化するサイバー攻撃に一気通貫で対応
EPPを中心とした「予防」からXDRによる「検知・対応」まで一気通貫で対応。
EDR専業ベンダーでは提供できない、事前・事後両対策を統合したソリューション
が簡単で迅速なインシデント対応を実現します。

 マルチプラットフォーム対応
EPPだけでなくXDRもWindows/macOS/Linuxの各クライアント、サーバーに
対応。攻撃者にとって魅力的な存在になりつつあるmacOSやLinux環境に潜む
脅威も検知・対応できます。

 早期の環境導入と運用コスト低減を実現
セキュリティ管理ツール、XDRともクラウドを選択すれば短時間でセットアップ完了。
インフラのメンテナンスが不要なため、管理者は監視や制御に集中できます。クラウ
ド側で随時バージョンアップされるため常に最新の環境を利用できます。

 実態のない環境依存型攻撃も検知
昨今増えているWindowsの標準機能を悪用して攻撃の痕跡を残さない、ファイ
ルレスマルウェアや標的型ランサムウェアなどの環境依存型攻撃も高い精度で検
知し削除します。

 ランサムウェアやゼロデイ攻撃からエンドポイントを保護
クラウドサンドボックステクノロジーが未知の攻撃であっても自動解析・自動防御。
境界型防御が手薄になる社外環境であってもプラスアルファの防御でエンドポイン
トを守ります。

 PC紛失盗難時の情報漏洩を防ぐ
持ち出しが増える業務端末PCのディスクをまるごと暗号化。インストールや暗号化
状態の管理もセキュリティ管理ツールからリモートで一元管理でき、テレワークや
在宅勤務中もPC上のデータをしっかりと保護します。



ESET PROTECT Complete クラウド
MS365のセキュリティ対策まで包括した多重対策ソリューション

 どこからでも、どこにいても、エンドポイントを一元管理
エンドポイント保護機能はもちろん、ソリューションに含まれる多重の対策を
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。クラウド型のため管理者
自身がテレワーク中でも確実に運用できます。

 早期の環境導入と運用コスト低減を実現
クラウド型セキュリティ管理ツールはわずか十数分でセットアップ完了。管理インフラ
のメンテナンスが不要なため、管理者は監視や制御に集中できます。クラウド側で
随時バージョンアップされるため常に最新の環境を利用できます。

 ランサムウェアやゼロデイ攻撃からエンドポイントを保護
クラウドサンドボックステクノロジーが未知の攻撃であっても自動解析・自動防御。
境界型防御が手薄になる社外環境であってもプラスアルファの防御でエンドポイン
トを守ります。

 PC紛失盗難時の情報漏洩を防ぐ
持ち出しが増える業務端末PCのディスクをまるごと暗号化。インストールや暗号化
状態の管理もセキュリティ管理ツールからリモートで一元管理でき、テレワークや
在宅勤務中もPC上のデータをしっかりと保護します。

 Microsoft 365アプリケーションを高度に保護
ESETの多層テクノロジーがExchange Online、OneDrive、SharePoint、
Microsoft Teamsを保護。ユーザーや重要データをマルウェアやランサムウェアの
感染・拡散から守ります。

 メールベースの攻撃からユーザーを守る
各種第三者機関で高い評価を受けている最新のスパム対策エンジンと、最新の
フィッシングデータベースがメール(Exchange Online)環境のスパムメールやフィッ
シングメールの脅威から防御します。

Canon Marketing Japan Inc. 11

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント

保護

総合的な
エンドポイント

保護
クラウド

サンドボックス
フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

XDR MDR
サービス

プレミアム
サポート
サービス

● - ● ● ● ● ● - - -



ESET PROTECT Advanced クラウド
ニューノーマル時代の新しいセキュリティスタンダード

 どこからでも、どこにいても、エンドポイントを一元管理
エンドポイント保護機能はもちろん、ソリューションに含まれる多重の対策を
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。クラウド型のため管理者自
身がテレワーク中でも確実に運用できます。

 早期の環境導入と運用コスト低減を実現
クラウド型セキュリティ管理ツールはわずか十数分でセットアップ完了。管理インフラ
のメンテナンスが不要なため、管理者は監視や制御に集中できます。クラウド側で
随時バージョンアップされるため常に最新の環境を利用できます。

 マルチプラットフォームで総合的な対策
Windows、Mac、Linux、Androidに対応。既知・未知のマルウェア・スパイウェ
アへの対策のほか、ネットワーク保護、Webコントロールなど、さまざまな機能で
エンドポイントを守ります。

 実態のない環境依存型攻撃も検知
昨今増えているWindowsの標準機能を悪用して攻撃の痕跡を残さない、ファイ
ルレスマルウェアや標的型ランサムウェアなどの環境依存型攻撃も高い精度で検
知し削除します。

 ランサムウェアやゼロデイ攻撃からエンドポイントを保護
クラウドサンドボックステクノロジーが未知の攻撃であっても自動解析・自動防御。
境界型防御が手薄になる社外環境であってもプラスアルファの防御でエンドポイン
トを守ります。

 PC紛失盗難時の情報漏洩を防ぐ
持ち出しが増える業務端末PCのディスクをまるごと暗号化。インストールや暗号化
状態の管理もセキュリティ管理ツールからリモートで一元管理でき、テレワークや
在宅勤務中もPC上のデータをしっかりと保護します。

Canon Marketing Japan Inc. 12

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント

保護

総合的な
エンドポイント

保護
クラウド

サンドボックス
フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

XDR MDR
サービス

プレミアム
サポート
サービス

● - ● ● ● ● - - - -



ESET PROTECT Advanced オンプレミス
自由度の高さを求める組織向けのセキュリティスタンダード

 オンプレミスでエンドポイントを一元管理
エンドポイント保護機能はもちろん、ソリューションに含まれる多重の対策を
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。オンプレミス型のため仮想
環境や任意のIaaS上など自社が望むインフラ上で運用できます。

 こだわりの要件にも柔軟に対応
独自の堅牢なセキュリティ要件でセキュリティ管理サーバーを構築したり、自社の知
見に基づき管理ツールのバージョンアップを行ったりするなど、オンプレミス型管理を
活かし、さまざまな事情にあわせて柔軟に運用できます。

 マルチプラットフォームで総合的な対策
Windows、Mac、Linux、Androidに対応。既知・未知のマルウェア・スパイウェ
アへの対策のほか、ネットワーク保護、Webコントロールなど、さまざまな機能で
エンドポイントを守ります。

 実態のない環境依存型攻撃も検知
昨今増えているWindowsの標準機能を悪用して攻撃の痕跡を残さない、ファイ
ルレスマルウェアや標的型ランサムウェアなどの環境依存型攻撃も高い精度で検
知し削除します。

 ランサムウェアやゼロデイ攻撃からエンドポイントを保護
クラウドサンドボックステクノロジーが未知の攻撃であっても自動解析・自動防御。
境界型防御が手薄になる社外環境であってもプラスアルファの防御でエンドポイン
トを守ります。

 PC紛失盗難時の情報漏洩を防ぐ
持ち出しが増える業務端末PCのディスクをまるごと暗号化。インストールや暗号化
状態の管理もセキュリティ管理ツールからリモートで一元管理でき、テレワークや
在宅勤務中もPC上のデータをしっかりと保護します。
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クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント

保護

総合的な
エンドポイント

保護
クラウド

サンドボックス
フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

XDR MDR
サービス

プレミアム
サポート
サービス

- ● ● ● ● ● - - - -



 オンプレミスでエンドポイントを一元管理
エンドポイント保護機能はもちろん、ソリューションに含まれる多重の対策を
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。オンプレミス型のため仮想
環境や任意のIaaS上など自社が望むインフラ上で運用できます。

 こだわりの要件にも柔軟に対応
独自の堅牢なセキュリティ要件でセキュリティ管理サーバーを構築したり、自社の知
見に基づき管理ツールのバージョンアップを行ったりするなど、オンプレミス型管理を
活かし、さまざまな事情にあわせて柔軟に運用できます。

 マルチプラットフォーム対応
Windows、Mac、Linux、Androidに対応。既知・未知のマルウェア・スパイウェ
アからエンドポイントを守ります。

 高い検出力と低い誤検知率
高度な機械学習、ホストベースの侵入防御システム(HIPS)、アドバンストメモリー
スキャナー、ランサムウェア保護など、複数の保護レイヤーで検査。脅威をより迅速
かつ正確に検出します。

 実態のない環境依存型攻撃も検知
昨今増えているWindowsの標準機能を悪用して攻撃の痕跡を残さない、ファイ
ルレスマルウェアや標的型ランサムウェアなどの環境依存型攻撃も高い精度で検
知し削除します。

 ランサムウェアやゼロデイ攻撃からエンドポイントを保護
クラウドサンドボックステクノロジーが未知の攻撃であっても自動解析・自動防御。
境界型防御が手薄になる社外環境であってもプラスアルファの防御でエンドポイン
トを守ります。

ESET PROTECT Essential Plus オンプレミス
コストを抑えて手軽にセキュリティ強化

Canon Marketing Japan Inc. 14

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント

保護

総合的な
エンドポイント

保護
クラウド

サンドボックス
フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

XDR MDR
サービス

プレミアム
サポート
サービス

- ● ● - ● - - - - -
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中小企業向け
ESET PROTECTソリューション
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中小企業向け ESET PROTECTソリューション
セキュリティ管理のニーズ

クラウド管理

オンプレミス管理

セキュリティ保護のニーズ

 管理ツールをクラウド(SaaS)で
運用したい

 管理ツールのサーバー構築や
メンテナンス負荷を軽減したい

ソリューション

 オンプレミスサーバーや自社で
契約するIaaSで運用したい

 管理ツールのバージョンアップは
自社でコントロールしたい

 総合的な対策でPC、スマートフォン、サーバーを保護したい
 アンチマルウェアだけでなく、ファイアウォール、ネットワーク保護など
多重の対策を実施したい

 コストを抑えてPC、スマートフォン、サーバーを保護したい
 アンチマルウェアによる基本的な対策を実施したい

 総合的な対策でPC、スマートフォン、サーバーを保護したい
 アンチマルウェアだけでなく、ファイアウォール、ネットワーク保護など
多重の対策を実施したい

 コストを抑えてPC、スマートフォン、サーバーを保護したい
 アンチマルウェアによる基本的な対策を実施したい

ESET PROTECT
Essential
オンプレミス

ESET PROTECT
Entry
オンプレミス

ESET PROTECT
Essential
クラウド

ESET PROTECT
Entry
クラウド

※ ESET PROTECT Entry オンプレミス、ESET PROTECT Essential オンプレミスはセキュリティ管理ツールを使用せず、エンドポイント保護機能を単体で利用することも可能です。

Canon Marketing Japan Inc.

推奨
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中小企業向け ESET PROTECTソリューション

※ ESET PROTECT Entry オンプレミスはESET Endpoint Protection Advancedから名称変更しました
※ ESET PROTECT Essential オンプレミスはESET Endpoint Protection Standardから名称変更しました

エンドポイント保護＋管理による4つのソリューション



ESET PROTECT Entry クラウド

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント
保護

総合的な
エンドポイント
保護

クラウドサンド
ボックス

フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

● - ● ● - - -

中小企業向けセキュリティ対策のファーストライン（クラウド型）

Canon Marketing Japan Inc. 18

 どこからでも、どこにいても、エンドポイントを一元管理
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。マルウェアの検出状況確認
や検出エンジンのアップデートなどをリモートで実施できます。クラウド型のため管理
者自身がテレワーク中でも確実に運用できます。

 早期の環境導入と運用コスト低減を実現
クラウド型セキュリティ管理ツールはわずか十数分でセットアップ完了。管理インフラ
のメンテナンスが不要なため、管理者は監視や制御に集中できます。クラウド側で
随時バージョンアップされるため常に最新の環境を利用できます。

 マルチプラットフォームで総合的な対策
Windows、Mac、Linux、Androidに対応。既知・未知のマルウェア・スパイウェ
アへの対策のほか、ネットワーク保護、Webコントロールなど、さまざまな機能で
エンドポイントを守ります。

 高い検出力と低い誤検知率
高度な機械学習、ホストベースの侵入防御システム(HIPS)、アドバンストメモリー
スキャナー、ランサムウェア保護など、複数の保護レイヤーで検査。脅威をより迅速
かつ正確に検出します。

 最新プログラムに常に自動アップデート
最新プログラムを自動ダウンロード、自動インストールすることも可能。新しい機能
が備わった最新のプログラムを常に利用することで高いセキュリティレベルを維持でき
ます。

 第三者機関が評価する軽快な動作
定期的な検査時はもちろん、普段の利用中もPCの処理速度を落とさない、圧倒
的な軽さ。システムリソースの消費が少なく、ユーザーの業務利用に影響を及ぼし
ません。



ESET PROTECT Essential クラウド

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント
保護

総合的な
エンドポイント
保護

クラウドサンド
ボックス

フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

● - ● - - - -

ベーシックなセキュリティ対策（クラウド型）
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 どこからでも、どこにいても、エンドポイントを一元管理
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。マルウェアの検出状況確認
や検出エンジンのアップデートなどをリモートで実施できます。クラウド型のため管理
者自身がテレワーク中でも確実に運用できます。

 早期の環境導入と運用コスト低減を実現
クラウド型セキュリティ管理ツールはわずか十数分でセットアップ完了。管理インフラ
のメンテナンスが不要なため、管理者は監視や制御に集中できます。クラウド側で
随時バージョンアップされるため常に最新の環境を利用できます。

 マルチプラットフォーム対応
Windows、Mac、Linux、Androidに対応。既知・未知のマルウェア・スパイウェ
アからエンドポイントを守ります。

 高い検出力と低い誤検知率
高度な機械学習、ホストベースの侵入防御システム(HIPS)、アドバンストメモリー
スキャナー、ランサムウェア保護など、複数の保護レイヤーで検査。脅威をより迅速
かつ正確に検出します。

 最新プログラムに常に自動アップデート
最新プログラムを自動ダウンロード、自動インストールすることも可能。新しい機能
が備わった最新のプログラムを常に利用することで高いセキュリティレベルを維持でき
ます。

 第三者機関が評価する軽快な動作
定期的な検査時はもちろん、普段の利用中もPCの処理速度を落とさない、圧倒
的な軽さ。システムリソースの消費が少なく、ユーザーの業務利用に影響を及ぼし
ません。



ESET PROTECT Entry オンプレミス

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント
保護

総合的な
エンドポイント
保護

クラウドサンド
ボックス

フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

- ● ● ● - - -

中小企業向けセキュリティ対策のファーストライン（オンプレミス型）

 オンプレミスでエンドポイントを一元管理
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。マルウェアの検出状況確認
や検出エンジンのアップデートなどをリモートで実施できます。オンプレミス型のため
仮想環境や任意のIaaS上など自社が望むインフラ上で運用できます。

 こだわりの要件にも柔軟に対応
独自の堅牢なセキュリティ要件でセキュリティ管理サーバーを構築したり、自社の知
見に基づき管理ツールのバージョンアップを行ったりするなど、オンプレミス型管理を
活かし、さまざまな事情にあわせて柔軟に運用できます。

 マルチプラットフォームで総合的な対策
Windows、Mac、Linux、Androidに対応。既知・未知のマルウェア・スパイウェ
アへの対策のほか、ネットワーク保護、Webコントロールなど、さまざまな機能で
エンドポイントを守ります。

 高い検出力と低い誤検知率
高度な機械学習、ホストベースの侵入防御システム(HIPS)、アドバンストメモリー
スキャナー、ランサムウェア保護など、複数の保護レイヤーで検査。脅威をより迅速
かつ正確に検出します。

 最新プログラムに常に自動アップデート
最新プログラムを自動ダウンロード、自動インストールすることも可能。新しい機能
が備わった最新のプログラムを常に利用することで高いセキュリティレベルを維持でき
ます。

 第三者機関が評価する軽快な動作
定期的な検査時はもちろん、普段の利用中もPCの処理速度を落とさない、圧倒
的な軽さ。システムリソースの消費が少なく、ユーザーの業務利用に影響を及ぼし
ません。
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ESET PROTECT Essential オンプレミス

クラウド型
セキュリティ
管理ツール

オンプレミス型
セキュリティ
管理ツール

基本的な
エンドポイント
保護

総合的な
エンドポイント
保護

クラウドサンド
ボックス

フルディスク
暗号化

クラウド
アプリケーション
セキュリティ

- ● ● - - - -

ベーシックなセキュリティ対策（オンプレミス型）

 オンプレミスでエンドポイントを一元管理
ブラウザーベースのセキュリティ管理ツールで集中管理。マルウェアの検出状況確認
や検出エンジンのアップデートなどをリモートで実施できます。オンプレミス型のため
仮想環境や任意のIaaS上など自社が望むインフラ上で運用できます。

 こだわりの要件にも柔軟に対応
独自の堅牢なセキュリティ要件でセキュリティ管理サーバーを構築したり、自社の知
見に基づき管理ツールのバージョンアップを行ったりするなど、オンプレミス型管理を
活かし、さまざまな事情にあわせて柔軟に運用できます。

 マルチプラットフォームで総合的な対策
Windows、Mac、Linux、Androidに対応。既知・未知のマルウェア・スパイウェ
アからエンドポイントを守ります。

 高い検出力と低い誤検知率
高度な機械学習、ホストベースの侵入防御システム(HIPS)、アドバンストメモリー
スキャナー、ランサムウェア保護など、複数の保護レイヤーで検査。脅威をより迅速
かつ正確に検出します。

 最新プログラムに常に自動アップデート
最新プログラムを自動ダウンロード、自動インストールすることも可能。新しい機能
が備わった最新のプログラムを常に利用することで高いセキュリティレベルを維持でき
ます。

 第三者機関が評価する軽快な動作
定期的な検査時はもちろん、普段の利用中もPCの処理速度を落とさない、圧倒
的な軽さ。システムリソースの消費が少なく、ユーザーの業務利用に影響を及ぼし
ません。
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ソリューション構成要素



 社内外 を 問 わ ず エ ン ド ポ イ ン ト を
セキュアに管理

 サーバー構築・保守不要で早期の
導入・運用開始と運用コスト低減を実現

 自動バージ ョ ンア ッ プで常に最新の
環境を利用可能

 多様なデバイスにまたがる多重の対策を
1コンソールで管理

Canon Marketing Japan Inc. 23

クラウド型セキュリティ管理ツール (ESET PROTECT Cloud)

どこからでも、どこにいても、エンドポイントを一元管理

詳しくは>> https://eset-info.canon-its.jp/business/ep-cloud/
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オンプレミス型セキュリティ管理ツール (ESET PROTECT)

詳しくは>> https://eset-info.canon-its.jp/business/ep/

 仮想環境、IaaSなど自社が望むインフラ上に
管理環境を構築

 独自のセキュリティ要件にあわせて柔軟に
構築・運用が可能

 多様なデバイスにまたがる多重の対策を
1コンソールで管理

オンプレミスでエンドポイントを一元管理



 第三者機関が認める軽快な動作、誤検知率
の低さ

 高い検出力を支える、機械学習やヒューリス
ティックなどのテクノロジー

 複数の高度なテクノロジーにより、脅威を多角
的に検知・防御

 マルウェア、スパイウェア対策のほか、ネットワー
ク保護、Webコントロールなどさまざまな機能で
脅威から防御

 SMB/RDPプロトコルの総当たり攻撃を保護

エンドポイント保護

アンチマルウェアを中心とした、エンドポイントセキュリティ対策の基盤

詳しくは>> https://eset-info.canon-its.jp/business/endpoint-protection-comp/

Canon Marketing Japan Inc. 25

ウイルス・
スパイウェア
対策

フィッシング
対策

デバイス
コントロール

ネットワーク
保護

迷惑メール
対策

Web
コントロール

総合的な
エンドポイント保護 ● ● ● ● ● ●

基本的な
エンドポイント保護 ● ● ● -(*) - -

*ネットワーク攻撃保護(IDS)機能のみ搭載
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クラウドサンドボックス (ESET LiveGuard Advanced)

 100%白黒判定ができない不審なサンプルを
クラウドへ自動送信し、機械学習、サンドボッ
クスなど多段階に解析

 解析は数分で完了、悪質な場合は全端末に
フィードバックされ自動ブロック

 サンプルの解析結果をレポートとして可視化

 エージェントレスのクラウドサービス

ランサムウェア、ゼロデイ攻撃をクラウドテクノロジーで自動解析・自動防御

詳しくは>> https://eset-info.canon-its.jp/business/eset-liveguard-advanced/



 端末のディスク全体を暗号化

 プリブート認証により紛失・盗難時の情報
漏洩を防ぐ

 セキュリティ管理ツール「ESET PROTECT」
「ESET PROTECT Cloud」配下でその他
のセキュリティ対策とともに一元管理

27

フルディスク暗号化 (ESET Full Disk Encryption)

PC紛失・盗難時の情報漏洩リスクを低減

詳しくは>> https://eset-info.canon-its.jp/business/efde/

一元管理
エンドポイント保護

ディスク暗号化

+

ESET PROTECT

ESET PROTECT Cloud

Canon Marketing Japan Inc.
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クラウドアプリケーションセキュリティ (ESET Cloud Office Security)

詳しくは>> https://eset-info.canon-its.jp/business/ecos/

Microsoft 365にプラスアルファの防御を

 MS365の標準セキュリティ機能をすり
抜ける脅威から、メールやユーザー、
データを保護

 クラウドサンドボックスとの連携で未知の
高度なマルウェアの検出・防御がさらに
高度に
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XDR (ESET Inspect/ESET Inspect Cloud)

詳しくは>> https://eset-info.canon-its.jp/business/eset-inspect/

Canon Marketing Japan Inc.

 事 前 対 策 (EPP) と 事 後 対 策 (XDR) を
シームレスに統合

 クラウド・オンプレミスのどちらも選択可能
 MITRE ATT&CKテクニックの連携
 リモートでの端末隔離やプロセス停止などの被害
抑制

 Remote Powershellを用いたリモートでの
調査・修復・保全

 マルチプラットフォーム対応(Windows/macOS/Linux)

脅威の優先付け・緩和・調査を行うためのXDRコンポーネント
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お客さま セキュリティエンジニア
端末のデータの収集、
ウイルス感染等
不審な挙動の収集

管理者

【MDRサービス】
チューニング、脅威モニタリ
ング、解析等

【MDRサービス】
脅威の検知状況の報告、
端末隔離等の初動対応
結果のレポート

お客さま窓口および
監視・レポート等対応

高度な分析、ファイル
解析等の実施

ESET Inspect Cloud

ESET PROTECT Cloud

利用者PC
サーバー

ESET PROTECT Enterprise

【プレミアムサポートサービス】
専任担当者によるテクニカルサポート
ヘルスチェック、情報提供など

XDRの導入や初期チューニング、脅威モニタリングを行う「MDRサービス」
各プログラムの利用を24/365体制で支援する「プレミアムサポートサービス」

MDRサービス (ESET Detection and Response Ultimate)

プレミアムサポートサービス (ESET Premium Support Advanced)

キヤノンマーケティングジャパン
グループ

ESET社
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価格表①中堅・大企業向け ESET PROTECTソリューション

ESET PROTECT MDR ESET PROTECT Enterprise

ライセンス種別 共通 共通

ライセンス数 新規・追加
更新

新規・追加
更新

100 – 249
-

¥6,500

250 – 499 ¥6,000

500 – 999

個別見積

¥5,500

1,000 – 1,999 ¥5,000

2,000 – 4,999 ¥4,500

5,000 – 9,999 ¥4,000

10,000以上 応相談

※ 価格は1ライセンスあたりの単価(税別)です。
※ ESET PROTECT MDRの最小ライセンス数は500ライセンス、ESET PROTECT Enterpriseの最小ライセンス数は100ライセンスです。
※ ESET PROTECT MDRおよびESET PROTECT Enterpriseのライセンスはお客さまの組織属性に依らず共通であり、一般企業・教育機関・官公庁の区別はありません。
※ ESET PROTECT MDRおよびESET PROTECT Enterpriseの新規・追加・更新の価格はすべて同額です。
※ ESET PROTECT MDRは製品「ESET PROTECT Enterprise」とMDRサービス「ESET Detection and Response Ultimate」、プレミアムサポートサービス「ESET Premium Support Advanced」の3つから構成されます。
※ ESET PROTECT MDRの価格はお問い合わせください。
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価格表②中堅・大企業向け ESET PROTECTソリューション

ESET 
PROTECT
Complete
クラウド

ESET 
PROTECT
Advanced
クラウド

ESET PROTECT
Advanced オンプレミス

ESET PROTECT
Essential Plus オンプレミス

ライセンス種別 共通 共通 企業 教育機関 官公庁 企業 教育機関 官公庁

ライセンス数 新規・追加
更新

新規・追加
更新

新規
追加 更新 新規

追加 更新 新規
追加 更新 新規

追加 更新 新規
追加 更新 新規

追加 更新

100 – 249 ¥5,170 ¥4,200 ¥3,710 ¥2,450 ¥1,850 ¥1,220 ¥2,780 ¥1,840 ¥3,160 ¥2,090 ¥1,580 ¥1,040 ¥2,370 ¥1,570

250 – 499 ¥4,760 ¥3,870 ¥3,230 ¥2,130 ¥1,610 ¥1,070 ¥2,420 ¥1,600 ¥2,750 ¥1,820 ¥1,370 ¥910 ¥2,060 ¥1,360

500 – 999 ¥4,370 ¥3,550 ¥2,850 ¥1,880 ¥1,420 ¥940 ¥2,140 ¥1,410 ¥2,430 ¥1,600 ¥1,210 ¥800 ¥1,820 ¥1,200

1,000 – 1,999 ¥3,960 ¥3,220 ¥2,480 ¥1,640 ¥1,240 ¥820 ¥1,860 ¥1,230 ¥2,120 ¥1,400 ¥1,060 ¥700 ¥1,590 ¥1,050

2,000 – 4,999 ¥3,590 ¥2,920 ¥1,940 ¥1,290 ¥970 ¥640 ¥1,460 ¥960 ¥1,660 ¥1,100 ¥830 ¥550 ¥1,240 ¥820

5,000 – 9,999 ¥3,170 ¥2,580 ¥1,390 ¥920 ¥700 ¥460 ¥1,040 ¥690 ¥1,190 ¥780 ¥590 ¥390 ¥890 ¥590

10,000以上 応相談
※ 中堅・大企業向けESET PROTECTソリューションの最小ライセンス数は100ライセンスです。
※ ESET PROTECT Complete クラウドおよびESET PROTECT Advanced クラウドのライセンスはお客さまの組織属性に依らず共通であり、一般企業・教育機関・官公庁の区別はありません。
※ ESET PROTECT Complete クラウドおよびESET PROTECT Advanced クラウドの新規・追加・更新の価格はすべて同額です。
※ ESET PROTECT Advanced オンプレミスおよびESET PROTECT Essential Plus オンプレミスには企業向けライセンス、教育機関向けライセンス、官公庁向けライセンスの3種類のライセンスがあります。
※ ESET PROTECT Advanced オンプレミスおよびESET PROTECT Essential Plus オンプレミスには新規・追加価格と更新価格の設定があります。



Canon Marketing Japan Inc. 33

価格表③中小企業向け ESET PROTECTソリューション

ESET 
PROTECT

Entry
クラウド

ESET 
PROTECT
Essential
クラウド

ESET PROTECT
Entry オンプレミス

ESET PROTECT
Essential オンプレミス

ライセンス種別 共通 共通 企業 教育機関 官公庁 企業 教育機関 官公庁

ライセンス数 新規・追加
更新

新規・追加
更新

新規
追加 更新 新規

追加 更新 新規
追加 更新 新規

追加 更新 新規
追加 更新 新規

追加 更新

6 – 10 ¥5,950 ¥4,820
¥5,360 ¥3,752 ¥2,680 ¥1,876 ¥4,020 ¥2,814 ¥3,710 ¥2,597 ¥1,855 ¥1,299 ¥2,783 ¥1,948

11 – 25 ¥5,070 ¥4,110
26 – 49 ¥4,470 ¥3,620 ¥4,710 ¥3,297 ¥2,355 ¥1,649 ¥3,533 ¥2,473 ¥3,310 ¥2,317 ¥1,655 ¥1,159 ¥2,483 ¥1,738
50 – 99 ¥4,160 ¥3,370 ¥3,620 ¥2,530 ¥1,810 ¥1,270 ¥2,710 ¥1,900 ¥2,750 ¥1,920 ¥1,380 ¥960 ¥2,060 ¥1,440
100 – 199

¥3,240 ¥2,620
¥2,950 ¥2,065 ¥1,475 ¥1,033 ¥2,213 ¥1,549 ¥2,500 ¥1,750 ¥1,250 ¥875 ¥1,875 ¥1,313

200 – 249 ¥2,540 ¥1,397 ¥1,270 ¥700 ¥1,905 ¥1,050 ¥2,190 ¥1,205 ¥1,095 ¥600 ¥1,643 ¥900
250 – 499 ¥2,980 ¥2,410 ¥2,390 ¥1,320 ¥1,195 ¥660 ¥1,793 ¥990 ¥2,100 ¥1,160 ¥1,050 ¥580 ¥1,575 ¥870
500 – 999 ¥2,730 ¥2,210 ¥2,110 ¥1,160 ¥1,055 ¥580 ¥1,583 ¥870 ¥1,860 ¥1,020 ¥930 ¥510 ¥1,395 ¥770
1,000 – 1,999 ¥2,470 ¥2,010 ¥1,840 ¥1,010 ¥920 ¥510 ¥1,380 ¥760 ¥1,640 ¥900 ¥820 ¥450 ¥1,230 ¥680
2,000 – 4,999 ¥2,240 ¥1,820 ¥1,440 ¥790 ¥720 ¥400 ¥1,080 ¥590 ¥1,310 ¥720 ¥650 ¥360 ¥980 ¥540
5,000 – 9,999 ¥1,990 ¥1,610 ¥1,030 ¥570 ¥520 ¥280 ¥770 ¥430 ¥910 ¥500 ¥460 ¥250 ¥680 ¥380
10,000以上 応相談

※ 中小企業向けESET PROTECTソリューションの最小ライセンス数は6ライセンスです。
※ ESET PROTECT Entry クラウドおよびESET PROTECT Essential クラウドのライセンスはお客さまの組織属性に依らず共通であり、一般企業・教育機関・官公庁の区別はありません。
※ ESET PROTECT Entry クラウドおよびESET PROTECT Essential クラウドの新規・追加・更新の価格はすべて同額です。
※ ESET PROTECT Entry オンプレミスおよびESET PROTECT Essential オンプレミスには企業向けライセンス、教育機関向けライセンス、官公庁向けライセンスの3種類のライセンスがあります。
※ ESET PROTECT Entry オンプレミスおよびESET PROTECT Essential オンプレミスには新規・追加価格と更新価格の設定があります。



※ 保護するデバイス1台につき、ESET PROTECTソリューションのライセンスが1つ必要です。
※ ESET PROTECTソリューションのライセンス1つにつき、含まれる各機能（各単体製品）を1ライセンス分利用できます。

例：ESET PROTECT Complete クラウド 100ライセンスの場合
エンドポイント保護 100ライセンス
クラウドサンドボックス(ESET LiveGuard Advanced) 100ライセンス
フルディスク暗号化(ESET Full Disk Encryption) 100ライセンス
クラウドアプリケーションセキュリティ(ESET Cloud Office Security) 100ライセンス
クラウド型セキュリティ管理ツール

※ エンドポイント保護のライセンス数は、対応プラットフォームの種類にかかわらず、インストールデバイスの数でカウントします。
例：Windowsクライアント100台、Linuxサーバー10台、Macクライアント20台、Androidクライアント70台の場合、200台分のライセンスが必要

※ クラウドアプリケーションセキュリティ「ESET Cloud Office Security」に必要なライセンス数は、保護対象となるMicrosoft 365のユーザー数およびメールボックス数の合算
でカウントします。

※ クラウドサンドボックス「ESET LiveGuard Advanced」には公正利用ポリシーが適用され、クラウドの解析環境に送信するファイル数の上限は1ライセンスあたり月間50ファ
イルとなります。ファイル数はすべてのデバイスの合計としてカウントします。
例：クラウドサンドボックス「ESET LiveGuard Advanced」を500ライセンス利用できる場合

→月間最大25,000ファイルをクラウドの解析環境に送信できます。
公正利用ポリシーの詳細は「https://help.eset.com/elga/ja-JP/fair_use_policy.html」をご覧ください。

※ クラウド型XDR「ESET Inspect Cloud」の1つのインスタンスが管理できるデバイス数は最大5000台です。(2022年5月現在)
※ MDRサービスの対象はWindows / macOS / Linuxプラットフォームです。(2022年11月現在)
※ ESET PROTECT MDR(MDRサービスおよびプレミアムサポートサービス)を利用される際はセキュリティ管理ツールおよびXDRともクラウド利用が前提となります。
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注意事項
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