マネージドITサービス

ゲートウェイ
セキュリティパック

多様化・巧妙化するネットワークの脅威への
包括的対策にお悩みのお客様に、
UTMによるトータルなセキュリティを
リコーがワンストップでご支援します。

クラウド

セキュリティ

ネットワーク

アウトソーシング

オンサイト

ヘルプデスク

中小企業や自治体も標的に！
気づいてからでは手遅れです。
ネットワーク上の脅威は、一段と多様化・巧妙化しています。
重要データのロックによる金銭要求や、情報流出が判明して初めて被害に気がつくケースも。
しかし様々な脅威への個別の対策は、手間とコストの増大につながります。
そのような課題に有効な手段となるのが、
トータルなセキュリティ機能を備えたUTM＊機器です。
リコーの
「ゲートウェイセキュリティパック」
は、
UTM機器の活用をワンストップでご支援し、
お客様の業務負荷を抑えつつセキュアな
ネットワーク活用を実現できます。

ランサムウェア
パソコン・ファイルがロックされ、
解除のために金銭を要求されるが、
元に戻る保証なし。

標的型攻撃

被害拡大中。

eメールやWebサイト・SNSなどで
感染し、
増殖。

特定の企業・組織を狙い、

近年の主流は、
密かに潜伏し

巧妙に偽装したウイルスや

外部へのデータ自動送信や

URLを送りつけ

パソコンを遠隔操作。

重要情報を密かに収奪。

DoS攻撃

コンピューター
ウイルス

守るべき情報資産

未知の
マルウェア
未発見の脆弱性を突くなどの、
危険リストに定義されていない、

大量のデータなどを送りつけ、
ネットサービスの妨害や

顧客情報や設計図

システムダウンを狙う攻撃。

日々生み出される
悪意のあるプログラムなど。

知的財産情報などの
経営資源
ボットネット
送り込まれた
攻撃用プログラムが潜伏。
遠隔操作で、

モバイル
マルウェア

マイナンバーなどの
個人情報

Android™端末や
iPhoneも標的に。

他のコンピューターや

有用なアプリを装い、

ネットワークを代理攻撃。

様々な不正を実行。

不正
Webサイト

スパムメール
大量に送られてくる迷惑メール。

詐欺、
ウイルス感染、
ID・パスワード情報の入手などを
目的とした悪質Webサイト。

不正アクセス

必要なメールが埋もれてしまうほか
詐欺・ウイルス感染の危険。

インターネットから
様々な方法で不正侵入し、
データ破壊や重要情報を入手。

ますます多様化し複雑化するネットワークリスク。
しかし、
これ以上、
管理の手間とセキュリティコストを増やしたくない。

ビジネスインフラだから、
夜間や休日でも
ネットワークを安全・安心活用したい。
＊ UTM
（Uniﬁed Threat Management）
統合型脅威管理：ルーター/ファイアウォールと複数のセキュリティ機能を
1台の機器に統合し、
インターネットとの境界で、
社内ネットワークを様々なセキュリティ上の脅威から防御する。

「ゲートウェイセキュリティパック」
なら
ルーター/ファイアウォールに様々なセキュリティ機能を統合した
ＵＴＭ機器の導入からフルタイム保守をご提供。
セキュアなネットワーク活用を、
ワンストップで実現できます。
＊

ファイアウォール
アンチウイルス

IPS

Webフィルタリング

スパムメール対策

アプリケーション制御

FortiSandbox Cloud
®

FortiCloudTM

モバイルマルウェア対策

＊ IPS
（Intrusion Prevention System）
侵入防止システム：ファイアウォールでは防げない高度なレベルの
攻撃に対し、
侵入の検知とリアルタイムに接続遮断などの防御を行なう。

セキュリティ強化
管理一元化

?

お客様

悪意の
プログラム

破壊・改竄

情報漏えい

UTM (FortiGate)
社内ネットワーク

インターネット
モバイル
マルウエア

金銭要求

フィッシング
詐欺

ログ転送

監視

月次レポート

メール送付（月1回）

アラートを
メールで
お知らせ

マネージド
サービスセンター

設定変更受け付け

お問い合わせ対応

UTM機器
導入・設定
24時間365日
オンサイト保守

設定変更

コンタクト
センター

サービス
ステーション

手軽に導入！ 安心活用！
〈スタンダードプラン〉
セキュリティ管理の負荷軽減！
〈サイバーセキュリティプラン〉

システム管理の負担を軽減し、UTM機器を有効活用できます。
ご要望に合わせ、
セキュアな環境を構築!［導入・設定］

夜間・休日も安心!［24時間365日保守］

リコーのエンジニアが設置・設定作業を実施します。導入の形態としては、ご利用

もしもの障害時も、
リコーのエンジニアによるフルタイム・オンサイト保守をご提

中のルーターに追加でUTM機器を導入するブリッジモード、ルーターの機能を

供。
ビジネスインフラとなるネットワークのダウンタイムを最小限にします。

UTM機器に統合するルーターモード＊より選択が可能です。

リスクを軽減！[サイバーセキュリティ監視]

＊基本サービスはブリッジモードでの導入となります。
ルーターモードはオプションです。

24時間365日のセキュリティ監視を行ない、重大なインシデント発生時にはメール

導入後も安心！
［運用］
リコーのコンタクトセンターにて電話によるお問い合わせに対応し、マネージドサー
ビスセンターにて設定変更を実施。導入後の運用業務をご支援します。

でお知らせします。
また月1回の月次レポートもご提供。セキュリティ管理の負荷を軽
減します。

■マネージドITサービス
「ゲートウェイセキュリティパック」サービス概要
サービス提供時間

提供メニュー

サイバーセキュリティプラン

スタンダードプラン

導入サービス

基本機能設定
ファイアウォール設定
Ｗｅｂフィルタリング設定
アンチウイルス設定
スパムメール対策設定
ＩＰＳ設定
アプリケーションコントロール設定
DNSフィルタ設定
FortiSandbox® Cloud設定

保守サービス

月-金 9-17時

FortiSandbox® Cloudの機能を設定します。
24時間365日

ヘルプデスク
運用サービス
サイバーセキュリティ
監視サービス
導入オプション

月-金 9-17時

設定変更
Config保管
サイバーセキュリティ監視
月次レポート
ルーターモード導入

24時間365日
月-金 9-17時

オプション

UTM各機能のオン/オフ作業
設定変更作業＊1
ルーターモード設定

下記の作業を実施します。
発生した障害の一次切分け支援/障害申告の現地確認を実施/機材交換/交換後の機器へのConfig投入/通信経路確認
※ハードウェア保守となりますので、
ソフトウェアに起因する不具合には対応いたしません。
機器/使用・操作に関するお問い合わせを受け付けます。
※サイバーセキュリティプランの場合は、
セキュリティ監視/月次レポートに関するお問い合わせも受け付けます。

お客様の依頼により対象機器の設定変更を行ないます。※設定変更項目については、
リコージャパンが定める項目に限ります。
設定変更を行なった際には、
Configを保管します。
（3世代保管）
対象機器のログを分析し、重要度が高い情報セキュリティインシデントが発生した可能性があると判断した際に、メールにて通知します。
対象機器のログを収集し、
レポート形式にまとめたものをメールで送付します。
（月1回）
ルーターとして導入します。
（当オプションをお申し込みにならない場合は、
ブリッジモードでの導入となります。
）
ファームウェアのバージョンアップ作業をオンサイトにて実施します。
但し、
ファームウェアはリコーが指定したバージョンに限ります。

バージョンアップ ＊1

変更オプション

提供内容
IPアドレスなどの基本設定を行ないます。
ファイアウォールの機能を設定します。
Ｗｅｂフィルタリングの機能を設定します。
アンチウイルスの機能を設定します。
スパムメール対策の機能を設定します。
IPS
（不正侵入防御）
の機能を設定、
アプリケーション制御の機能を設定します。
アプリケーションコントロールの機能を設定します。
DNSフィルタの機能を設定します。

＊1

月-金 9-17時

ブリッジモード設定

UTM各機能（アンチウイルス・Ｗｅｂフィルタリング・スパムメール対策・
ＩＰＳなどのセキュリティ対策機能）
をオンまたはオフにします。
導入準備シートに基づき、
Ｗｅｂフィルタリング機能のカテゴリ設定変更をします。
ブリッジモードで設定されている機器に対してルーターモード設定に変更します。
ルーターモードで設定されている機器に対してブリッジモード設定に変更します。

■マネージドITサービス
「ゲートウェイセキュリティパック」料金一覧＊2
種別

基本

スタンダードプラン FG40F 5年
スタンダードプラン FG60F 5年
スタンダードプラン FG100F 5年
スタンダードプラン FG200E 5年
サイバーセキュリティプラン FG40F 5年
サイバーセキュリティプラン FG60F 5年
サイバーセキュリティプラン FG100F 5年
サイバーセキュリティプラン FG200E 5年
保守延長サービス FG60E 1年
保守延長サービス FG100E 1年

料金

240,000円
283,000円
427,000円
708,000円
665,000円
800,000円
2,500,000円
4,064,000円
120,000円
300,000円

台・UTM

＊1 環境変更サービスにてご提供します。
＊2「ゲートウェイセキュリティパック」
には、
機器
（FortiGate）
およびライセンス料は含まれておりません。
＊3 販売を終了しております導入保守サービス3年または4年メニューをご契約のお客様向けのメニューです。
＊4 アップグレードオプションの料金は1か月当たりとなります。
＊4 アップグレードオプションは導入希望日を基準とし、
基本メニューの契約満了日までの残月数分を追加申し込
みいただくためのメニューです。

＊5 販売を終了しております導入保守サービスをご契約のお客様向けオプションサービスです。

（消費税別）

種別

単位

初期
アップグレードオプション

更新＊3

メニュー

月額 ＊4

導入オプション
変更オプション

メニュー

（導入保守用）スタンダードプランアップグレード FG60E 初期設定
（導入保守用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG60E 初期設定
（導入保守用）スタンダードプランアップグレード FG100E 初期設定
（導入保守用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG100E 初期設定
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG40F 初期設定
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG60E 初期設定
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG60F 初期設定
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG100E 初期設定
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG100F 初期設定
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG200E 初期設定
（導入保守用）スタンダードプランアップグレード FG60E
（導入保守用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG60E
（導入保守用）スタンダードプランアップグレード FG100E
（導入保守用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG100E
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG40F
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG60E
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG60F
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG100E
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG100F
（スタンダードプラン用）サイバーセキュリティプランアップグレード FG200E
ルーターモード導入
ルーターモード設定
ブリッジモード設定
環境変更サービス ＊5

料金

単位

54,000円
74,000円
54,000円
74,000円
74,000円
74,000円
74,000円
74,000円
74,000円
74,000円
3,500円
11,900円
8,300円
34,200円
8,000円
8,900円
8,900円
26,000円
36,000円
61,000円
20,000円
30,000円
25,000円
30,000円

台・UTM

※記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
※この印刷物に記載の全商品の価格および料金には、
消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、
ご了承願います。
※詳しい内容・制約条

件などについては、
販売担当者にご確認ください。
※Androidは、Google Inc.の商標です。
※iPhoneは、Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※FortiGate、

FortiCloud、
FortiSandbox Cloudは、
Fortinet Corporationの米国またはその他の国における登録商標または商標です。
※フリーダイヤルロゴは、
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
※その他、
記
載の会社名および製品名は、
各社の商号、
商標または登録商標です。

■ リコーグループ国内販売関連会社はISMS認証
（JIS Q 27001:2006）
を取得しています。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。
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