
規模や業界を問わず 
企業の目標達成に向けて 
確実な保護を提供

あらゆるデバイスを保護
• Windows および Mac ワークステーション
• Windows ファイルサーバー
• iOS および Android スマートフォンとタブレット
• Microsoft 365 を利用したコミュニケーションと
コラボレーションを保護

   新機能　EDR  (2021 Preview) *

オンプレミスの負担から解放
• ホスト型ソリューション
• Web ブラウザーから管理
• cloud.kaspersky.com で常時アクセス可能

クラウドのメリットを享受
• 迅速な保護を実現
• 設備投資が不要
• 金曜日に慌ててパッチを適用する問題を解消
• リソースの再配分が可能に
• 規模に応じた価格設定
• アウトソーシングに対応

* EDR 2021 Preview は、Kaspersky Endpoint Security 

Cloud Plus のライセンスでご利用いただけます。



Kaspersky が提供するクラウドベースのアプローチでは、ユーザーは職場でも自宅
でも、あるいはリモートオフィスでも現場でも、使用するデバイスを問わず安全に
作業し、オンラインでの連携においてセキュリティを確保できます。また、クラウド
ベースのコンソールにより、場所や時間にとらわれないセキュリティ管理が可能に
なります。 

 Kaspersky Endpoint Security Cloud は、シャドー IT の検知と Microsoft 365 の
保護を通じて、安全性の高いクラウド導入を促進します。サーバーのセットアッ
プやセキュリティポリシーの設定が不要なため、迅速かつ容易に導入して、イン
ターネットにアクセスするユーザーを即座に保護することができます。Kaspersky 
Endpoint Security Cloud はセキュリティ面で優れているだけでなく、IT セキュリティ
の管理に要する時間が短縮されるため、優先順位の高い職務に注力することが
可能になります。

単一のセキュリティソリューションで
IT セキュリティのあらゆるニーズに対応
Windows デスクトップとファイル サーバー、Mac OS デ バイス、iOS および 
Android モバイル、さらに Microsoft 365 の保護に必要なすべての機能が提供さ
れます。 

Kaspersky Endpoint Security Cloud では、ハードウェアやソフトウェアのプロ
ビジョニングに縛られることなく、アカウントにサインアップして、エンドポイント
エージェントをリモートで容易に配置できます。Kaspersky のセキュリティ専門家
によって作成された事前定義済みのポリシーを適用して即座に保護できるほか、
脅威防止の自動化と悪意のあるアクティビティのロールバックにより、対応を効
率化して全体的な所要時間を短縮できます。

EDR (Endpoint Detection and Response) 
2021 Preview
エンタープライズグレードのサイバーセキュリティ機能である EDR を追加費用な
しで、手間をかけずにご利用いただけます。必要なのは Kaspersky Endpoint 
Security Cloud Plus のライセンスだけです。私たちの EDR アプローチは、高度
な攻撃を検出し、キルチェーンの可視化により根本原因を分析し、さらに詳細を
ドリルダウンして確認できます。インシデントの可視性、シンプルな調査ツール、
および脅威の全範囲と起源の明確化により、管理者は、脅威がエンドポイントに
どのように侵入するかを把握し、セキュリティポリシーを微調整し、必要に応じ
て追加の保護および認識対策を講じることができます。

どこからでも、ユーザーの場所を問わず保護
物理的なオフィスの現在の所在地に関係なく、またユーザーが仕事を進めてい

１ライセンスにつき、1 台の PC/
Serverと2 台のモバイルデバイ
スのセキュリティと管理を提供

• アンチウイルスによる保護を通じて、 
脅威、ウイルス、およびその他の悪意
あるアプリケーションからリアルタイム
に防御します。

• 危険サイトブロックにより、フィッシング
サイトや悪意のある Web サイトへの 
アクセスをブロックし、Web サイトへの
アクセスを監視します。

• パスワードによる保護では、パスワード
の代わりに Face ID や Touch ID で画
面をロック解除できるため、デバイスへ
の安全なアクセスが保証されます。

• アプリケーションと機能の管理により、
企業のポリシーが適用されたアプリや
モバイルデバイス機能の不適切な使用
を制限します。

• 盗難対策により、紛失または盗難に遭っ
たデバイスに対し、リモートで位置の特
定やロックを実行したり、アラーム音を
鳴らしたり、データを消去したりするこ
とができます。

• 監視対象デバイス向けの充実した機能
により、企業は iOS デバイスに対する
管理を強化できます。

Kaspersky Endpoint Security Cloud は、組織が抱える IT セキュリティ上のあらゆるニーズに対
応する、単一のソリューションを提供します。Kaspersky によってランサムウェア、ファイルレスマ
ルウェア、ゼロデイ攻撃、およびその他の新たな脅威が阻止されることで、お客様は円滑な事業
運営を継続できます。

Sign up at
cloud.kaspersky.com

Add devices
to protect

Manage weekly for
15 mins (approx.)

cloud.kaspersky.com 
にサインアップ

保護するデバイス 
を追加

週あたりの管理時間
は約 15 分



*1: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus には、Kaspersky Security for Microsoft Office 365 が含まれています

クラウド検知
企業ネットワークで管理されていない、 
以下のクラウド IT サービスの利用数を削
減します。

• ファイル共有
• Web メール
• ソーシャルネットワーク
• メッセンジャー
• その他多数

る場所を問わず、クラウドベースのコンソールを通じてすべてのユーザーを保護で
きます。地理的に離れた場所にあるオフィス、自宅、または現場で働く従業員を、
デスクに向かっている時も移動中も、作業に使用しているデバイスを問わず保護
します。リモート暗号化を有効にすることで、デバイスが紛失または盗難に遭っ
た場合にも、企業データが確実に保護されます。充実した一連のデバイス管理機
能により、手元にないモバイルデバイスのセキュリティを確保し、管理下に置く
ことができます。

クラウドを制御
ユーザーによるインスタントメッセンジャーでのチャット、個人向けクラウドディス
クを使用したファイル共有、個人用アカウントからのメール送信、およびソーシャ
ルネットワークでの時間の無駄遣いによって、「シャドー IT」が急速に生み出され
ています。シャドー IT の全容を把握し、許可されていないクラウドサービスや特
定のユーザーをネットワーク上で制限することで、データ侵害を防止することがで
きます。また、Kaspersky Endpoint Security Cloud には Microsoft 365 の主要な
アプリに対する保護がすでに含まれており (*1)、Microsoft 365 での安全なコラボ
レーションとコミュニケーションを実現できます。

シャドー IT の検知および制御

多忙な IT 管理者向けに設計された Web インターフェイス
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Cloud 
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Cloud Plus 

セキュリティ機能セット

ファイル、Web、メール脅威
対策 ◉ ◉

ファイアウォール ◉ ◉
ネットワーク攻撃防御 ◉ ◉
ランサムウェアおよび 
脆弱性攻撃ブロック ◉ ◉

脆弱性診断 ◉ ◉
モバイル保護 ◉ ◉
Cloud Discovery（検知） ◉ ◉
管理機能セット

Could Discovery（制御） ◉
Microsoft 365 の保護 ◉
Endpoint Detection and 
Response (2021 Preview) ◉

Web コントロール ◉
デバイスコントロール ◉
暗号化管理 ◉
パッチ管理 ◉

ニーズに合わせて 
選べる 2 つの 
価格レベル

株式会社カスペルスキー

www.kaspersky.co.jp
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