クラウドサービス

for MVB

データセキュア
Microsoft 365®・Box・Dropbox
セキュリティ対策支援サービス

Box

Dropbox

従来の対策では防御できないクラウド活用のサイバーリスク。
お客様の負担を抑えながら、セキュリティを強化できます。

クラウド上のメールの脅威・情報漏えいから
Box

守る！

Dropbox

クラウド

セキュリティ

マルチデバイス

ヘルプデスク

クラウド上のメールや重要データの、
セキュリティ対策は万全ですか?
Microsoft 365®やクラウド共有ストレージを安心して
活用するための、
セキュリティ対策をご提供します。

クラウドソリューションの活用で生産性向上をはかる時代。
サイバー攻撃はその盲点を突く進化を続け、
様々なインシデントが日々発生しています。
防御手段はますます複雑なものになり、
管理負担も増大しています。
リコーの
「クラウドサービス for MVB データセキュア」
は、
そのような脅威へのセキュリティ対策を、
お客様の負担を抑えて実現。
クラウドの安全な活用によるビジネス環境構築をご支援します。

〈 クラウドソリューションへの3つの脅威 〉
［ ビジネスメール詐欺 ］

［ ランサムウェア ］

［ 標的型サイバー攻撃 ］

1 Microsoft 365®のニセログイン画面へ
誘導し、
ID・パスワードを搾取

1 関係者になりすましたメールで、

1 関係者になりすましたメールで、

通常業務を装った
2 メールを盗み見し、

2 不正ファイルやURLからのランサム

様々な指令
2 ボットを侵入させ、

振込依頼メール送付

取
現金搾

クリック
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ウェアでパソコンをロック
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報暴露
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〈 お客様の課題 〉

メールによる脅威 金銭被害、認証情報･個人情報流出、ボット侵入･･･
クラウドストレージからの情報漏えいリスク 個人情報･機密情報流出、信用失墜、競争力低下･･･
導入・運用の複雑化による管理負荷 メールサーバー設定･ユーザー管理･･･

「クラウドサービス for MVB データセキュア」
でご支援
メールインシデントから防御！
クラウドストレージの安全性確保！

Trend Micro
Cloud App Security™

監視

API＊連携

WWW

通知

リモート導入
ポリシー設定
（オプション）

オフィス
リコー

自宅

出先

ヘルプデスク
お客様

導入・運用の管理負担軽減！

複合機・パソコン・
モバイルデバイス

モバイル
パソコン

モバイル
デバイス

＊API：Application Programming Interface

「クラウドサービス for MVB データセキュア」
でご提供する多層防御
ファイルタイプ検出
危険を及ぼす可能性のある添付ファイルを
検知し通知。
ファイル名や拡張子が偽装され
ていても、実行ファイルの検知が可能です。

スパムメール対策
ゾンビパソコンやボットネットなどの発信
元が登録された、静的なアドレスとリアル
タイムのデータベースを利用して、スパム
メールをブロックします。

マルウェア・ウイルス

トロイの木馬
スパイウェア

不正プログラム対策
脅威データベースとプログラム特性の確認
により、
マルウェア・ウイルス・トロイの木馬・
スパイウェアなどを駆除または隔離します。
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システム上の隔離された領域
でプログラムを実行し、振る舞
いを検証。Microsoft 365 ®
のセキュリティ機能を強力に
補完し、未知の脅威を検知し
て動作を制限、通知します。

検知できない
不審ファイルや
プロセス
秘

秘

機械学習型検索
既 存の機 能で検出されない
不 審なファイル・プロセスに
対し、高度な機械学習により
脅 威 情 報 を関 連 付 け分 析 。
セキュリティリスクを検出し、
未 知の脅 威やゼロデイ攻 撃
から守ります。

機密情報

DLP機能

不正URL
へのアクセス

（Data Loss Prevention）
特定のデータの送信やコピー・
印刷などをブロックし、機密情
報の流出を防ぎます。

すでに潜んでいるウイルス
見逃している機密情報

WWW

メールボックス内検査

Webレピュテーション

メール送受信時のみならず、
クラウド上の
メールボックス・データ領域を手動検索。
ウイルス対策に加え、機密情報の検査によ
る情報漏えい対策も可能です。

最新の脅威情報データベースに登録された不正
URLへのアクセスをブロック。不正プログラム・
フィッシング詐欺による被害を防止します。

ビジネススタイルの変化に伴うリスクに対応
クラウド化に加えニューノーマルのビジネススタイルへと、企業環境は変化しています。
その中で新たに生じるサイバーリスクへのセキュリティ対策に、
「クラウドサービス for MVB データセキュア」
がお役に立ちます。

加速するクラウド化
新種マルウェアのリスク

サンドボックスなどで

未知の攻撃から防御

個人パソコンの業務利用

パソコンの持ち出し

デバイスを管理できないリスク

API連携で監視

デバイスに依存しない防御

利用環境によるリスク

セキュリティポリシー統一

どこにいてもセキュリティ確保

セキュアなテレワークを推進できます！

導入設定サポート*・ヘルプデスクにより

お客様のクラウド利用増減に合わせ

導入･運用の管理者負担を軽減

無駄なく見直せる月額料金を用意

Trend Micro Cloud App Security™の導入設定を、
リモートで

ユーザー数の増減に合わせ柔軟に契約を見直せる月額プランと、

お応えし管理者をご支援します。

ご利用状況によりお選びいただけます。

＊
またヘルプデスクにより、
運用に関するお問い合わせに
代行します。

ユーザー数が固定しているお客様にお得な年額プランを用意。

＊
〈導入設定サポート〉

〈ご利用料金例〉ユーザー数100名の場合

「 クラウドサ ー ビ ス
for Oﬃce365 」
に
対するオリジナルのポ
リシー設定をご提供

基本2,700円＋リモート導入オプション6,000円

初期

＝

8,700円（消費税別）

月額プラン

400円 100 ＝ 40,000円/月（消費税別）

年額プラン

4,500円 100 ＝450,000円/年（消費税別）

＊ オプション

■ クラウドサービス for MVB データセキュア メニュー料金一覧
月額プラン

年額プラン
オプション

（消費税別）

メニュー

支払方法

単位

標準料金

クラウドサービス for MVB データセキュア 基本
クラウドサービス for MVB データセキュア 月額プラン更新

初期

契約

2,700円

月額

ライセンス

クラウドサービス for MVB データセキュア 基本

初期

契約

2,700円

クラウドサービス for MVB データセキュア 年額プラン新規

年額

ライセンス

4,500円

クラウドサービス for MVB データセキュア 年額プラン更新

年額

ライセンス

4,500円

クラウドサービス for MVB データセキュア リモート導入オプション＊

初期

契約

6,000円

400円

＊ リモート導入オプションはお申し込みの条件があります。
販売担当者にご確認ください。

■クラウドサービス for MVB データセキュアの動作要件は、
弊社ホームページでご確認ください。
https://www.ricoh.co.jp/service/cloud-for-mvb-ds

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。
クラウドサービス for MVB
データセキュア

クラウドソリューション利用時の、
メール
経由の脅威と情報漏えいへの対策を、
クラウドサービスでご提供

クラウド
ソリューション
インターネット

クラウドサービス for MVB

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

ゲートウェイセキュリティパック

インターネットとの境界でのトータ
ルなセキュリティを実現する、UTM
の活用をご支援

クラウドサービス for サーバーセキュリティ

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

お客様オフィス
UTM＊機器

（統合脅威管理機器）

モバイル

スマート
デバイス

パソコン

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

＊ UTM：Uniﬁed Threat Management
※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。※Microsoft 365、
Microsoft 365ロゴおよびOﬃce 365は、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Boxおよ

びBoxロゴは、
Box, Inc.の商標または登録商標です。※DropboxおよびDropboxロゴは、
Dropbox, Inc.の商標です。※Trend Micro Cloud App Securityは、
トレンドマイクロ株式会社の商標です。※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・ロゴマークは、
それぞれ各社の商号、
商標または登録商標です。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2021年11月現在のものです。
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