SecureAPlus

アプリケーションホワイトリスト & 10+ アンチウイルス
最新最強のマルチレイヤーPCセキュリティ

Feature-Packed to Protect Your Business

マルチレイヤー（複数層）
のセキュリティ機能
ゼロデイ攻撃からも防御が可能

アプリケーションコントロール＆ホワイトリスト
今やマルウェアは毎日何百万個も作成されており、
アンチウイルスが追いつけるチャンスはもはやほとんどありませ
ん。最新かつ高度なマルウェアは、現在使用されているどんなアンチウイルスよりも一歩先にあり、私たちは検出不
能なゼロデイ脅威と常に隣り合わせです。
アプリケーションホワイトリストは、
それらの脅威から逃れ、更に先へとあなたを導いてくれるでしょう。
アプリケーシ
ョンホワイトリストのブロックファースト機能は、
ホワイトリストに無いアプリケーションやファイルを感知すると、
ゼ
ロデイマルウェアが害を及ぼさないよう、
それらを特定して削除し起動するまで、
ブロックを続けます。
あなたは高度
なマルウェアや同等のランサムウエアの動作を停止し、
コントロール下に置くことができるのです。
SecureAPlusのアプリケーションホワイトリストは、簡単なセットアップ、
その後の管理も容易で、
かつ更新の必要
もありません。
いつでもトータルコントロールが可能です。

簡単なセットアップ＆容易な管理

ブロックファーストによる
トータルプロテクション

オンライン＆オフライン
セキュリティも万全

クラウド技術による高度な保護

ユニバーサルアンチウイルス
アンチウイルスにおける2つの鍵となる欠点は、単一のアンチウイルスでは全ての脅威を検出できないこと
、
それぞれのアンチウイルスは同等に作られていないことです。
ユニバーサルAVはいつでも100％に近い検出率を保ちます。
クラウド上に12のアンチウイルスエンジンを
包括的に備えることで、高い検出率を可能にしながらも、PCのパフォーマンスを低下させることはありま
せん。
そしてSecureAPlusでは、
アプリケーションホワイトリストと組み合わせることで、迅速かつ効率的に、
ま
たオンデマンドでマルウェアをスキャンをすることが可能となり、
かつ、
セカンドオピニオンも得ることもで
きます。

迅速なフルシステムスキャン

自動スキャン＆自動更新

パワフルオンデマンドスキャナ

洗練された保護をシンプルなユーザインターフェースと共に
ニーズに応じた3つのセキュリティモード

インタラクティブモード：柔軟性のあるセキュ
リティを求める方に。 封鎖（ロックダウン）
モ
ード：最大限のセキュリティを求める方に。
全てを信頼するモード：最小限のセキュリティ
を求める方に。

簡単なフルシステムスキャン

メイン画面で
「フルシステムスキャン」
をクリッ
クすれば、
たった数分でフルシステムスキャン
が完了します。

検疫＆履歴へのクイックアクセス

メイン画面から、簡単に検疫および履歴ファ
イルにアクセスし、
閲覧することができます。

便利なナビゲーション

PCメイン画面の下部メニューバーに表示さ
れるS e c u r e A P l u sアイコンから、簡 単に
SecureAPlusにたどり着くことができます。

一見でわかる通知

SecureAPlusでは、
ブロックされたファイル
やアプリケーションの関連情報を見やすく分
かりやすく表示し、
判断の手助けをします。

ユニバーサルAV＆
VirusTotalインテグレーション
ユニバーサルAVの12エンジンとVirusTotal
の50以上のエンジン両方から、診断とセカン
ドオピニオンを得ることができます。

アクションの選択

脅威が識別された時、ホワイトリストで信頼
するかブロックするかの他に、削除するまたは
検疫するという選択もできます。

スキャンの統計

許可または却下したファイルタイプをアップ
ロードし、
スキャンのリアルタイムな統計を得
ることができます。

詳細な検出情報

検出された脅威の簡単な情報だけでなく、複
数のソースから脅威の種類や完全なアクセス
インフォメーションを提供します。

最新の脅威評価で再診断
過去検出されたファイルを更新されたユニバ
ーサルAVで再スキャンすることにより、削除
するか検疫するかを再診断することができま
す。

SecureAPlusのエンタープライズセキュリティ

簡単な設置で企業にも最適

ユーザの承認リクエスト

ポータルからのスキャナ操作

SecureAPlusなら、承認されたホワイトリストを
簡単かつ一斉に、企業ワークステーションにイン
ストールすることができます。

ロックダウンモードに設定されているユーザでも
、会社のホワイトリストに含まれていないアプリ
ケーションを実行するために、簡単に承認のリク
エストを送ることができます。
この場合、IT管理
者はSecureAPlusポータルを介して、
リモート
で要求に応えることができます。

I T 管 理 者 は 保 護されたワークステーションの
SecureAPlusスキャン機能を有効または無効にす
ることができます。
これは、
アプリケーションホワイ
トリストの堅牢な保護を維持しつつ、
ネットワーク
に敏感な環境にあるケータリングワークステーショ
ンに有用です。

企業ワークステーションのリモートモード変更

リモートで詳細設定のアップデート

閉域網（クローズドネットワーク）
で
企業プロテクション

会社が承認する証明書、
アプリケーション、
スクリ
プトのルール、
さらには管理者ユーザおよびグル
ープは、
ユースケースのセキュリティ設定を適合さ
せるために、
リモートでカスタマイズすることがで
きます。

IT管理者は、簡単に企業ワークステーションの
アプリケーションホワイトリストモードを切り替
えることができます。
インタラクティブモードでは
、
ユーザが信頼してインストールまたはアプリケ
ーションの実行して良いかどうか判断する場合
に有用です。
また、
ロックダウンモードに切り替え
、
ユーザの権限を取り消すことも可能です。

SecureAPlusの機能一覧

システム要件

高い検出率

快適なPC利用
24時間スキャン
トータルPCコントロール
簡単なホワイトリスティング
疑わしきものはブロック
柔軟なオフラインセキュリティ
最大の互換性
多層防御の追加
低PCリソース使用
ユーザフレンドリー
完全自動化

閉 域 網で企 業 保 護に対 応するため、
SecureAPlusは、SecureAge管理サーバーと
互換性を持っています。これは、オンラインで
SecureAPlusポータルを使用することなく、
ア
プリケーションホワイトリストからの高度な保護
およびリモート機能を可能にします。

Pentium 4プロセッサ 2 GHz 以上
1GB RAM またはWindows OSが推奨する場合はそれ以上
300 MBのハードディスク空き容量
NTFSファイルシステムフォーマット
ディスプレイ解像度 1024x768ピクセル以上
推奨 OS:
Windows 10 (32-bit and 64-bit)
Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
Windows 8 (32-bit and 64-bit)
Windows 7 Home Basic かそれ以上 (32-bit and 64-bit)
かそれ以上

Windows XP SP3 (32-bit and 64-bit)
Windows Vista SP2 かそれ以上 (32-bit and 64-bit)
Windows Server 2003 R2 SP1 かそれ以上 (32-bit & 64-bit)
Windows Server 2008 SP1 かそれ以上 (32-bit & 64-bit)
Windows Server 2008 R2 かそれ以上 (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows Server R2 2012 (64-bit)
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