標的型攻撃対策・ランサムウエア対策・エンドポイント対策
今、求められている 「セキュリティ・インテリジェンスのニーズ」 にお応えします！

不正送金マルウェア(URLZone),“年金機構”
の ウイルスも,TeslaCrypt（vvv ウイルス）も
Emotet、TrickBot もしっかり防御！

未知のウイルスを強力に防ぐ
最新型・国産ウイルス対策ソフト
純国産セキュリティ製品
=== FFRI AMC(管理サーバシステム) プリインストール済 専用サーバ with 端末ライセンスセット ===

FFRI yarai の 管理環境 が ｢早く｣｢簡単｣｢確実｣に 作れます！
管理サーバ構築 の “手間” が 無くなります。
のクライアントPC への導入時、全体管理のために必要となる 管理サーバ(FFRI AMC) の専用サーバ とクライアントライセンスを
セットにした製品モデルです。管理ソフト実装済専用サーバのため本番運用開始 までの構築期間を 極めて短くすることができます。
最大30,000クライアントまでを１台で管理することが可能な管理コンソールサーバとしてお客様の環境に応じた サーバモデルの選択が可能です。

選択モデルは ２つ。お客様の導入環境に合わせて選択できます。
・クラウド提供型！
・安心のデータセンタ運用
・１ユーザから利用可能
・年間更新契約
・WindowsServerOS
実装込

・コンパクト！
・棚置きサイズ
・高速処理向き
・SSDストレージ採用
・管理サーバ構築済
・WindowsServerOS搭載込
【棚置き型(1U高さ):FDC T4W】

【 クラウドVPS型:FDC C4W】
＊１Uラックマウントキットは別途有償提供になります。

◆ 管理サーバAMC 搭載済 専用サーバ セット 【※アカデミックライセンス対応版もあります】
No

型名
T4W: 棚置きサイズ型

定価(円･税抜)

１

FDC T4W-0050

949,000

２

FDC T4W-0100

３

FFRI yarai
クライアント
ライセンス

次年度ライセンス
更新費用(円･税抜)

備考

FFRI yarai 50

450,000

サーバ1台、クライアント50ライセンスセット

1,299,000

FFRI yarai 100

800,000

サーバ1台、クライアント100ライセンスセット

FDC T4W-0500

3,999,000

FFRI yarai 500

3,500,000

サーバ1台、クライアント500ライセンスセット

４

FDC T4W-1000

5,499,000

FFRI yarai 1,000

5,000,000

サーバ1台、クライアント1,000ライセンスセット

５

FDC T4W-1500

7,999,000

FFRI yarai 1,500

7,500,000

サーバ1台、クライアント1,500ライセンスセット

６

FDC T4W-2000

10,499,000

FFRI yarai 2,000

10,000,000

サーバ1台、クライアント2,000ライセンスセット

7

FDC T4W-3000

15,499,000

FFRI yarai 3,000

15,000,000

サーバ1台、クライアント3,000ライセンスセット

8

FDC T4W-0000

499,000

10

FDC C4W-＊＊＊＊

11

FDC VAP-＊＊＊＊

オープン

応相談

（無し）

FFRI yarai 5～対応
FFRI yaraiライセンスは
指定数にて

(無し)

新設/ 追加/ 交換/ 保守向けサーバ
※サーバのみの場合はライセンスキーは未入力での
提供となります。

別途ご提案(年額)

クラウド・VPS型 管理サーバAMC の年額有償提供
クライアント端末数の 課金 ではありません。

別途ご提案

仮想サーバモデルの提供(環境をご相談下さい)

※ 記載の無いクライアントライセンス数のご提供、クライアントライセンスのみ(サーバ無し) のご提供も可能です。ご相談ください。
T4W型の管理サーバAMC は、提供後１年間の無償センドバック保守。保守には搭載のＳＳＤディスク交換を含みます。

◆ 管理サーバAMC 搭載済 専用サーバ セット 概要
・FFRI AMC を実装した専用サーバ (オンプレ or クラウド) と クライアントに適用するライセンスを組合せたセットモデルになります。
・サーバには、Windows Server 2019 Standard, Apache, PostgreSQL など、管理コンソールサーバとして動作するための環境を構築し稼働確認済。
オンプレ型のサーバなら、電源を入れるとそのまま利用(設定操作)が可能です。
※管理サーバAMC機能を有効にするライセンスキーなどの適用設定は、個別に別途必要操作となります。
・クライアントライセンスは、開発元が発行する正式ライセンスが必要です。
・オンプレ型の管理コンソールサーバは、小型サイズの 棚置き型 タイプ。場所を選ばず 設置しやすいサーバ機器です。
管理サーバAMC サーバの搭載ディスクは SSD仕様を搭載。高速で安定した稼働環境を提供します。
・クラウド型の管理サーバAMC は、弊社クラウド基盤上にVPS環境を構築しFFRI AMCを搭載した環境で提供します。
対応クライアント端末数は、５～30,000以内となります。お客様が独自に運用される管理サーバとなります。
・管理コンソールAMC サーバは、最大30,000クライアントの管理まで１台で可能です。（開発元推奨値）

株式会社ＦＦＲＩセキュリティ、関連ロゴ、FFRI yarai は、株式会社ＦＦＲＩセキュリティの商標 または登録商標です。
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標的型攻撃対策・ランサムウエア対策・エンドポイント対策
◆ 管理サーバAMC 搭載済 専用サーバ セット システム構成
管理サーバAMC を導入すると、小～大規模まで FFRI yarai が導入された全ての端末を一元管理することが可能になります。
オンプレミス型・クラウドVPS型、いずれの場合も 管理サーバAMC はお客様独自の操作・運用管理となります。

管理サーバAMC
FDC T4Wモデル
(オンプレミス提供)

■管理サーバAMC の主な機能
・ポリシー配布による集中管理
（ ５ ～ 最大30,000クライアント迄 )
・インストール状況およびアップデートの把握
・ライセンス管理
・イベントログ管理
・マルウエアリモート採取/削除

(データセンタ内設備)
※イラストはイメージ図です

■クラウドVPS設置データセンタについて
データセンタ:Powerico ( パワリコ )
・所有：四国電力グループ・株式会社STNet
・場所：香川県内

管理サーバAMC
FDC C4Wモデル
(クラウドＶＰＳ提供)

・FFRI yarai 製品、及び FFRI AMC の機能や仕様については、開発元が提供する最新情報をご確認ください。
◆ 製品導入時の注意：FFRI yarai が持つ振る舞いエンジンは、その性質上、過剰検出が発生する可能性があります。そのため、ご導入いただく際には、本番運用を開始する前に、運用検証
など実施し、例外リスト(分析対象外ファイル一覧)をご作成いただくことを推奨しています。また、本番運用に入ってからも、お客様のネットワーク利用状況等 に応じて、例外リスト運用を継
続的に実施する必要があります。詳しくは、販売店にお問合せください。

◆ FFRI AMC(管理サーバ) 搭載済 専用サーバ 運用
「FFRI AMC」導入により、クライアント管理やログ収集、インシデント管理や検体収集、ポリシー配布､Windows Defender(Microsoft Defender)操作などを
一元管理できます。 企業グループ全体で情報漏洩対策とセキュリティ監視／運用体制の効率化を実現できます。

通信／管理

マルチテナント対応
インターネット
クライアントＰＣ
○△
ホールディングス

○△
エンジニアリング

○△ホールディングス

○△エンジニアリング

• 1台のサーバーに
複数の組織を収容可能
• 組織ごとにサーバーを
購入／構築する必要なく
• サーバーコストを削減

PC

○△
設備サービス

•
•
•
•

ポリシー配布(例外リスト含む)
ライセンス
ハッシュ計算／検索
端末スキャン

ネットワークに負担をかけない
(定期通信は約6KB/15分間隔)

○△施設サービス

◆ オンプレミス・管理サーバAMC 搭載済 専用サーバ 仕様
コンパクトモデル
清音設計
高速処理
管理端末数～30,000台

・型名： FDC-T4W-1
サーバ仕様
Windows Server 2019 STD 実装済
CPU Intel 4Core ／ メモリ 16GB ／ SSD 100GB以上
サイズ (H/W/D) 44mm/190mm/120mm
重量 1.2Kg ／ 電源 ACアダプタ(40W)
保証 1年間 センドバック保守 ※ラックマウント金具キット (別途有償)

端末隔離
マルウェア駆除
アップデート
アンインストール
FFRI AMC

• ログ送信
• 検体送信

直感的なアラートメール設定､ネットワークドライブへの検体保存､ポリシーのコピー機能など柔軟な運用が可能
クライアントイベント

・
・
・
・

•
•
•
•

配布イベント

検出

ポリシー配布進捗

Windows Defender検出

アクティベート配布進捗

EDR脅威（手動配布ジョブ）

ディアクティベート配布進捗

EDR脅威（自動作成ジョブ）

EDRジョブ配布進捗

過検出判定（例外リスト登録済み）

EDRハッシュ計算配布進捗

過検出判定（判定完了）

アップデート配布進捗

過検出判定（その他）

配布失敗

スキャンエンジン停止

AMCエラーイベント

隔離実施結果

サーバーアクセス失敗
通知プログラム実行失敗

株式会社ＦＦＲＩセキュリティ、関連ロゴ、FFRI yarai は、株式会社ＦＦＲＩセキュリティ の商標 または登録商標です。
本製品が搭載する、FFRI AMC ソフトウエアは、株式会社ＦＦＲＩセキュリティ から提供される製品となります。( http://www.ffri.jp )
また、FFRI yarai 製品に関する詳細な機能や仕様については、開発元の情報をご確認いただくか、ご案内の代理店にお問合せください。

リソース
EDRハッシュDB残量

※本製品に関する 外観、仕様、価格 などは、2021年 9月 1日現在となります。予告なく変更となる場合があります。 本資料内に記載される製品名や仕様、及び、数値などは製品開発元から提供された時点の
情報となります。そのため最新の情報と異なる場合があります。最新の情報については、製品開発元の情報をご確認ください。
また、資料に掲載している企業名や団体名、及び製品・サービス名は、内容の説明のため使用しており、正に登録されている各種権利などを侵害する目的は一切ありません。

企画・販売元

本製品のお問合せは、

スワットブレインズ株式会社
ソリューション営業部
京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町267
TEL 075-211-9480(代) FAX 075-211-9481
E-MAIL sales@swatbrains.co.jp
URL https://swatbrains.co.jp/
20210901-00-00
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