
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
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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
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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
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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


