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FUJITSU セキュリティソリューション AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策 FFRI yarai 

AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策 FFRI yarai

FUJITSU セキュリティソリューション
アズセキュリティ

「ワンランク上のウイルス対策」を実現

未知の脅威対策を手軽に導入できる
月額課金型クラウドセキュリティサービス

 実績豊富な対策エンジン（FFRI yarai）を採用
新種のランサムウェアや未知の脆弱性攻撃にも高い検知／防御
実績を誇るFFRI yaraiを採用しております。

 導入～運用が手軽でスムーズ
システム設計やサーバ構築／維持は一切不要です。
お客様は保護対象の端末にクライアントモジュールを
インストールするだけでご利用を開始いただけます。

 数量の増減に柔軟に対応
一か月単位、1IDからのご利用も可能ですので、無駄なく
サービスをご利用いただけます。

強力なセキュリティ対策を手軽に
無駄なくご利用いただけます。

本サービス３つの特徴

エフエフアールアイ ヤライビステス

パターンファイル不要、
完全振る舞い検知型対策ソフト「FFRI yarai」

既存のウイルス対策と併用することで網羅的な対策が可能です。

初期設定サービス料金

通常価格 ¥100,000 

⇒無料！
期 間 ： 2018年10月末まで弊社ご注文分

条 件 ： BSTS 標的型攻撃対策 FFRI yaraiを新規で10 ID 以上ご契約

特典②

月額サービス料金

通常価格 ¥990（1IDあたり）

⇒当初3か月無料！

先着30社様限定！特別キャンペーン
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FUJITSU セキュリティソリューション AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策 FFRI yarai 

お客様総合センター 0120-835-554
受付時間 9時から17時30分まで（土日、祝日及び年末年始を除く）

東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟 〒108-6207

http://www.fujitsu.com/jp/group/fjm/

価格

サービス 金額 区分

初期費
100,000円

⇒0円（キャンペーン適用時）
一括

月額費 990円 / ID
（キャンペーン適用時最大3か月無料）

月額

 仮想、物理を問わず1OSにつき、1IDのご契約が必要となります。

AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策 FFRI yarai サービス内容

お客様

管理者様

富士通マーケティング

対象機器

お客様サポート

• お客様からのお問合せ対応
• Q/Aインシデント管理
• 例外リスト管理
• 月次レポートの送付

システム運用

• ウイルス侵入検知（クライアント機能）

• ウイルス検知ログ収集
• アップデートモジュール配信
• 管理サーバの運用管理

Internet

Q/A（※1）

例外リスト登録（※2）

ウイルス検知時
アラート通知

月次レポート

ウイルス検知ログ

アップデート（※3）、
ポリシー適用

サービス提供イメージ

 FFRI社「FFRI yarai」モジュールをお客様のPC／サーバ等に導入することで、未知のウイルス感染を防ぎます。
 ポリシー管理機能を提供する「管理サーバ」はクラウド上で提供するため、お客様が用意する必要はありません。
 未知のウイルス侵入を検知し、検知時にはメールで通知します。
 定期的にウイルス検知状況等をまとめたレポートを管理者様へ送付します。

管理サーバ

【ご参考】 パッケージで導入した場合との費用比較

パッケージを導入した場合 BSTS標的型攻撃対策を
導入した場合

PC50台
5年間利用で算出

サーバ費用
100万円

構築費用
130万円

運用費用
150万円

ライセンス
225万円

BSTS

標的型
攻撃対策
307万円

・機器（Server／Backup装置／UPS）
・ソフトウェア（Backup、電源管理）等
・保守費用 5年間（機器、ソフトウェア）

・SE構築作業（OS関連、FFR yarai、
Backup、電源管理、復旧テスト等）
・サーバ運用設計

・FFRI yarai

ライセンス
50ID×5年間

・サーバ運用管理 5年間
（パッチ適用、バックアップ、故障時
のリカバリ作業等）

※1 受付／対応時間は弊社営業日9:00~17:00となります。
※2 申請書による届け出が必要です。登録完了迄に2営業日程度かかります。

※3 モジュールのアップデートは1~2回/年程度となります。

クライアント
モジュール

http://www.fujitsu.com/jp/group/fjm/solutions/business-technology/security/azsecurity/bsts/sol06/

コスト
半減

システム要件

 2018年4月現在の要件となります。最新のシステム要件、ウイルス対策ソフトの対応状況は、お問合せください。

 32 bit 日本語版
Windows 7、Windows  8.1、Windows 10

Windows Server 2008

 64bit 日本語版
Windows 7、Windows  8.1、Windows 10

Windows Server 2008 / 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2、 Windows 

Server 2016

対応OS

2GB以上

メモリ

1GHz以上（デュアルコア以上必
須）

CPU

空き容量： 1GB 以上

ハードディスク

動作可能

仮想化環境

・ウイルスバスター コーポレートエディション (11.0 ～ XG12.0) 

・ウイルスバスタービジネスセキュリティ（9.0 ～ 9.5)、ビジネスセキュリティサービス （5.6 ～ 6.3)

・Trend Micro ServerProtect 5.8

・Symantec Endpoint Protection (12～14)

・McAfee Virus Scan Enterprise (8.8)、McAfee Endpoint Security 10

・ESET NOD32ウイルス対策ソフト(8.0 ～ 11.0)、ESET Smart Security 8.0、ESET Endpoint Security (V5.0 ～
6.5)

・F-Secure クライアントセキュリティ (12 ～13)、F-Secure Server Security 12

・Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

・Windows Defender (Windows 8.1以降)

※一部ウイルス対策ソフト側で設定変更が必要な場合があります。

同居可能なウイルス対策ソフト


