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対応OS＊1

ネットワーク接続環境

メモリー
ハードディスク

プロキシ環境 

Windows Server® 2008 (32/64bit) / Windows Server® 2008 R2 (64bit) / Windows Server® 2012 (64bit) / Windows Server® 2012 R2 (64bit) /
Windows Server® 2016 (64bit) / Windows Server® 2019 (64bit)
※すべて日本語版OSであること。

Firefox® 52.0.1 以降 / Internet Explorer® 11 またはMicrosoft Edge® / Google Chrome® 57 以降
Cookie を有効にする。 Javascriptを有効にする。＊2　ファイルのダウンロードを有効にする。＊2

1GB以上
1GB以上の空き容量
インターネットへ接続可能なこと。直接またはプロキシを介して本管理サイトとHTTPS通信（443番ポート）・HTTP通信（80番ポート）ができること。
認証付き・認証無し共に対応。認証付きは、基本（BASIC）認証のみ対応。 ※Digest認証とNTLM認証は非対応。

Webブラウザー

＊1 OSやWebブラウザーは開発元にてサポートが終了された場合、本サービスでもサポート対象外となります。但し、開発元のサポートが終了したOSであっても、トレンドマイクロ株式会社が定めるサポート期限までは、対象となります。開
発元のサポートが終了したOSにて、リモート導入オプションサービスおよびオンサイト導入オプションサービスをお申し込みいただいた場合、OSに起因する何らかの事情によりインストール作業ができない問題が発生した場合は、本オプ
ションサービスのサポート対象外となります。
＊2 リモート導入オプション提供時に必要となる動作要件です。

標準サービス

オプションサービス

クラウド型セキュリティサービス
ヘルプデスクサービス
セキュリティ監視サービス
レポートサービス
設定変更サービス
リモート導入サービス
オンサイト導入サービス

セキュリティ対策ソフトウェアと、セキュリティの設定・状況確認を行なうための管理サイトをクラウド型にて提供します。
管理サイトの設定、操作支援を電話・リモートサポートにて提供します。
セキュリティポリシーに反する事象が発生した場合に、アラートを通知します。
検知したイベントのレポートを月次でメールにて送付いたします。
管理サイト上の設定変更作業を代行します。
本商品の利用開始時に必要となる、サーバーへのセキュリティ対策ソフトウェアの導入作業をリモートにて代行します。
本商品の利用開始時に必要となる、サーバーへのセキュリティ対策ソフトウェアの導入作業をエンジニアが訪問して代行します。

■クラウドサービス for サーバーセキュリティ ご提供サービス概要 
区 分 概 要サービスの種類

■クラウドサービス for サーバーセキュリティ 動作要件

物理～仮想化・クラウドへと多様化するサーバー環境の、
トータルなセキュリティ対策をワンストップでご提供。
お客様の負担を抑えて、最重要IT資産を守ります。

サーバーセキュリティ対策 クラウドサービス

クラウド サーバー ワンストップセキュリティ ヘルプデスク

サーバーは、ウイルス対策だけでは不安。

多様化するサーバーのセキュリティ対策が困難。
こんな
お客様に最適

●他にも多彩なサービスをご用意。販売担当者にご確認ください。

ネットワークの入り口でのトータルセキュリティを
実現する、UTMの活用をご支援

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

●ウイルス対策  ●ファイアウォール  ●IPS
●Webフィルタリング ●スパムメール対策

物理/仮想化/クラウドのサーバーの一元的なセキュリティ対策を、クラウドサービスでご提供

クラウドサービス for サーバーセキュリティ
●ウイルス対策  ●ファイアウォール  ●IPS/IDS（侵入防御）  ●Webレピュテーション
●変更監視  ●セキュリティログ監視

複数拠点でも柔軟・スピーディーに運用できる、
UTMによるトータルセキュリティをご提供

リモートネットワークサービス
●ウイルス対策 ●ファイアウォール ●IPS 
●コンテンツフィルタリング ●アプリケーション制御 
●無線LANセキュリティパソコンスマート

デバイス
パソコン

物理
サーバー

仮想化
サーバー

クラウド環境
サーバー

お客様オフィス

UTM機器
（統合型脅威管理機器）

インターネット

モバイル

パソコン・サーバー・スマートデバイスの統一的な
ウイルス・セキュリティ対策を、クラウドサービスでご提供

クラウドサービス for MVB
●ウイルス対策 ●フィッシング対策 
●Webフィルタリング

お客様のIT活用における、
セキュリティ対策のご要望に
リコーがトータルにお応えします。

件
台
台
台

人/拠点

初期
1ヶ月
初期
初期
初期

13,500円
13,500円
8,000円
8,000円
8,000円

＊1 新規お申し込み時と契約数の増数お申し込み時に必要となります。  ＊2 オンサイト導入オプションをお申し込みの場合に必要となります。 

標準サービス

オプションサービス

クラウドサービス for サーバーセキュリティ　初期料金＊1

クラウドサービス for サーバーセキュリティ　月額料金
クラウドサービス for サーバーセキュリティ　リモート導入オプション
クラウドサービス for サーバーセキュリティ　オンサイト導入オプション
クラウドサービス for サーバーセキュリティ　オプション訪問基本料金＊2

■クラウドサービス for サーバーセキュリティ　料金一覧
メニュー 料 金契約期間単 位

（消費税別）
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リコー

重要情報を守り、サーバーを安心活用

クラウドサービス for サーバーセキュリティ

クラウドだから簡単・スピーディーに導入！ リコーのセンターサービスで管理負担を軽減！

サーバーセキュリティの不安解消！

あらかじめリコーの推奨設定をご用意し、導入時にご提供。複雑な設定作
業をしなくても、すぐにサーバー環境のセキュリティを確保できます。

めんどうな設定作業不要

クラウドでのサービスご提供により、新たな管理サーバーが不要です。
導入・管理の手間やコスト・設置スペースなどに社内リソースを割く必要がな
く、サーバーの安心活用が可能となります。

セキュリティ管理サーバー不要

月額課金でサーバー1台分から導入でき、お客様の環境に合わせ、コストを
抑えたスモールスタートが可能です。

月額、1台分から導入

お客様の環境やご要望に合わせ、リモートまたはオンサイトで導入作業をお引き
受けします。手間をかけずに高度なサーバーセキュリティ対策を実現できます。
※リモート導入・オンサイト導入は、オプションによるご提供となります。

リモートorオンサイトで導入作業代行

セキュリティポリシーに反する事象が発生した場合にアラートを通知するセキュ
リティ監視サービスや、検知したセキュリティイベントを月次で通知するレポート
通知サービスを、ワンパッケージでご提供し安心してご利用いただけます。

監視とレポートで安心をお届け

設定や操作の疑問に、電話とリモートサポートでスピーディーにお応えし
ます。専門知識の不安を解消し、セキュアなサーバー環境を活用できます。

ヘルプデスクで疑問解決

攻撃者はあらゆる手段でシステムへの侵入を試みます。サーバーでは、侵入
を防ぎ、例え侵入されても情報を守り抜く何層もの対策が不可欠です。クラ
ウドサービス for サーバーセキュリティは、サーバーに求められるセキュリ
ティ対策をトータルでご提供。様々な攻撃から、重要情報を守ります。

サーバー環境の防御対策をオールインワンでご提供

サーバーの脆弱性が発覚した場合、お客様のサーバー環境に合わせた仮
想パッチ（侵入防御ルール）を最短48時間以内に自動適用。ゼロデイ攻撃
へのスピーディーな対策が可能です。
また、正規修正プログラムがリリースされて、サーバー環境への影響を検証
した上でインストールを行なった場合、自動で仮想パッチを解除します。
この間、サーバーを止めず、お客様の手間もかかりません。

仮想パッチで、ゼロデイ攻撃＊対策

●Trend Micro Deep SecurityTM as a Serviceは、トレンドマイクロ株式会社がクラウド上で管理サーバーを提供する、サーバー向けセキュリティサービスです。

物理サーバー

　仮想化サーバー

　お客様クラウド環境

Trend Micro
Deep SecurityTM
エージェント

トレンドマイクロ社
Trend Micro

Deep SecurityTM as a Service
管理サーバー

お客様
サーバー
環境

仮想パッチ・
セキュリティパッチ

適用

ブラウザーで状況閲覧マネージドサービスセンター
コールセンター

●リモート導入（オプション）　●セキュリティ監視
●レポート　●ヘルプデスク

●オンサイト導入
  （オプション）

〈サービスご提供イメージ〉

＊IPS：Intrusion Prevention System 侵入防止システム／IDS：Intrusion Detection System 侵入検知システム

＊ゼロデイ攻撃：脆弱性が発見されて修正プログラムが提供されるまでの間に、その脆弱性を悪用して行なわれる攻撃

多
層
防
御

サーバーのセキュリティは、ウイルス対策だけでは不十分。

サーバーの脆弱性対策は、
クラウドでスピード解決!
最重要情報を保持するサーバーは多様化・複雑化し、
それぞれに適切なセキュリティ対策を行なうことは、大きな負担となってしまいます。
そんな課題の解決を、リコーは「クラウドサービス for サーバーセキュリティ」でご支援します。
お客様の負担を軽減しながら、様々な環境のサーバーに対して多層のセキュリティをご提供。
先進のサーバー環境の安心活用を実現します。

システム管理者

1 ホスト型ファイアウォール 攻撃を受ける機会を軽減

2 仮想パッチ(IPS/IDS＊) 脆弱性を突いた攻撃から
サーバーを保護

3 セキュリティログ監視 重要なセキュリティイベントを
早期に発見

4 システム上の変更監視 ファイルなどの改ざんを
早期に発見

5 不正プログラム対策 マルウェア攻撃からの保護および、
不正URLへのアクセスをブロック

6 Webアプリケーション保護 Webアプリケーションに
対する攻撃から保護

侵 入
ウイルス
不正ファイル サーバー内

を探る
外部と通信 他のサーバー

を攻撃

物理サーバー 仮想化サーバー クラウド環境サーバー

お客様サーバー環境

マイナンバー
対応

BCP強化

多発する
情報盗難を
防止

セキュリティの不安解消!

簡単・スピーディーに導入!

管理負担を軽減!

ウイルス対策に加えて
●侵入させない
●不正侵入に気付く
●改ざんの検知
●攻撃拡散の防止 など
多層防御機能をご提供します。

サーバーの脆弱性を悪用した攻撃を強固にブロック。
リコーだからできるワンストップ対応でお応えします。
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Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。 ※フリーダイヤルおよび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。 ※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。

対応OS＊1

ネットワーク接続環境

メモリー
ハードディスク

プロキシ環境 

Windows Server® 2008 (32/64bit) / Windows Server® 2008 R2 (64bit) / Windows Server® 2012 (64bit) / Windows Server® 2012 R2 (64bit) /
Windows Server® 2016 (64bit) / Windows Server® 2019 (64bit)
※すべて日本語版OSであること。

Firefox® 52.0.1 以降 / Internet Explorer® 11 またはMicrosoft Edge® / Google Chrome® 57 以降
Cookie を有効にする。 Javascriptを有効にする。＊2　ファイルのダウンロードを有効にする。＊2

1GB以上
1GB以上の空き容量
インターネットへ接続可能なこと。直接またはプロキシを介して本管理サイトとHTTPS通信（443番ポート）・HTTP通信（80番ポート）ができること。
認証付き・認証無し共に対応。認証付きは、基本（BASIC）認証のみ対応。 ※Digest認証とNTLM認証は非対応。

Webブラウザー

＊1 OSやWebブラウザーは開発元にてサポートが終了された場合、本サービスでもサポート対象外となります。但し、開発元のサポートが終了したOSであっても、トレンドマイクロ株式会社が定めるサポート期限までは、対象となります。開
発元のサポートが終了したOSにて、リモート導入オプションサービスおよびオンサイト導入オプションサービスをお申し込みいただいた場合、OSに起因する何らかの事情によりインストール作業ができない問題が発生した場合は、本オプ
ションサービスのサポート対象外となります。
＊2 リモート導入オプション提供時に必要となる動作要件です。

標準サービス

オプションサービス

クラウド型セキュリティサービス
ヘルプデスクサービス
セキュリティ監視サービス
レポートサービス
設定変更サービス
リモート導入サービス
オンサイト導入サービス

セキュリティ対策ソフトウェアと、セキュリティの設定・状況確認を行なうための管理サイトをクラウド型にて提供します。
管理サイトの設定、操作支援を電話・リモートサポートにて提供します。
セキュリティポリシーに反する事象が発生した場合に、アラートを通知します。
検知したイベントのレポートを月次でメールにて送付いたします。
管理サイト上の設定変更作業を代行します。
本商品の利用開始時に必要となる、サーバーへのセキュリティ対策ソフトウェアの導入作業をリモートにて代行します。
本商品の利用開始時に必要となる、サーバーへのセキュリティ対策ソフトウェアの導入作業をエンジニアが訪問して代行します。

■クラウドサービス for サーバーセキュリティ ご提供サービス概要 
区 分 概 要サービスの種類

■クラウドサービス for サーバーセキュリティ 動作要件

物理～仮想化・クラウドへと多様化するサーバー環境の、
トータルなセキュリティ対策をワンストップでご提供。
お客様の負担を抑えて、最重要IT資産を守ります。

サーバーセキュリティ対策 クラウドサービス

クラウド サーバー ワンストップセキュリティ ヘルプデスク

サーバーは、ウイルス対策だけでは不安。

多様化するサーバーのセキュリティ対策が困難。
こんな
お客様に最適

●他にも多彩なサービスをご用意。販売担当者にご確認ください。

ネットワークの入り口でのトータルセキュリティを
実現する、UTMの活用をご支援

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

●ウイルス対策  ●ファイアウォール  ●IPS
●Webフィルタリング ●スパムメール対策

物理/仮想化/クラウドのサーバーの一元的なセキュリティ対策を、クラウドサービスでご提供

クラウドサービス for サーバーセキュリティ
●ウイルス対策  ●ファイアウォール  ●IPS/IDS（侵入防御）  ●Webレピュテーション
●変更監視  ●セキュリティログ監視

複数拠点でも柔軟・スピーディーに運用できる、
UTMによるトータルセキュリティをご提供

リモートネットワークサービス
●ウイルス対策 ●ファイアウォール ●IPS 
●コンテンツフィルタリング ●アプリケーション制御 
●無線LANセキュリティパソコンスマート

デバイス
パソコン

物理
サーバー

仮想化
サーバー

クラウド環境
サーバー

お客様オフィス

UTM機器
（統合型脅威管理機器）

インターネット

モバイル

パソコン・サーバー・スマートデバイスの統一的な
ウイルス・セキュリティ対策を、クラウドサービスでご提供

クラウドサービス for MVB
●ウイルス対策 ●フィッシング対策 
●Webフィルタリング

お客様のIT活用における、
セキュリティ対策のご要望に
リコーがトータルにお応えします。

件
台
台
台

人/拠点

初期
1ヶ月
初期
初期
初期

13,500円
13,500円
8,000円
8,000円
8,000円

＊1 新規お申し込み時と契約数の増数お申し込み時に必要となります。  ＊2 オンサイト導入オプションをお申し込みの場合に必要となります。 

標準サービス

オプションサービス

クラウドサービス for サーバーセキュリティ　初期料金＊1

クラウドサービス for サーバーセキュリティ　月額料金
クラウドサービス for サーバーセキュリティ　リモート導入オプション
クラウドサービス for サーバーセキュリティ　オンサイト導入オプション
クラウドサービス for サーバーセキュリティ　オプション訪問基本料金＊2

■クラウドサービス for サーバーセキュリティ　料金一覧
メニュー 料 金契約期間単 位

（消費税別）

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555
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