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キヤノンITソリューションズ株式会社

ウイルス・スパイウェア対策ソフト「ESET NOD32アンチウイルス V3.0」の
ライセンス製品（企業向け、教育機関向け、官公庁向け、スクールパック） 

2008年7月1日より販売開始

キヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：武井尭）は、ウイルス・スパイウェア対策ソフト「ESET NOD32アンチウイルス V3.0」

のライセンス製品を2008年7月1日（火）より販売開始します。また、「ESET NOD32アンチウイルス」の上位版「ESET Smart Security」のライセンス製品ライン

アップに、官公庁向けライセンスを新たに追加します。 

従来の「NOD32アンチウイルス」コーポレートライセンス、エンタープライズライセンス（各アカデミックライセンス含む）のラインアップを一新し、企業向けライセ

ンス、教育機関向けライセンス、官公庁向けライセンスおよびスクールパックの4種類にて提供します。 

「ESET NOD32アンチウイルス V3.0」ライセンス製品は、従来のコーポレートライセンスでは、提供していなかったクライアント管理ソフト「ESET リモートアドミ

ニストレータ V2.0」を標準で同梱しています。企業内クライアントPCに対し、コンピュータ名やOS情報の取得、ウイルス定義データベースのバージョン情報取

得、ログの収集、レポートの作成、設定状況の確認ができるほか、「ESET NOD32アンチウイルス」が導入されていないクライアントPCを検出します。リモート

操作により、ウイルス定義データベースの更新や「ESET NOD32アンチウイルス」をプッシュインストールすることも可能です。

本製品には、Windows 98やWindows MeなどのOSに対応した「NOD32アンチウイルス V2.7」ライセンス製品が同梱されています。現在、NOD32アンチウイル

ス ライセンスをご利用のユーザーは「ESET NOD32アンチウイルス（V3.0）」へ無償バージョンアップ（※1）ができます。 

※1 NOD32アンチウイルスライセンスの契約期間内のユーザーが対象となります。契約期間が過ぎたユーザーは、既存ライセンスの更新を行う必要がありま

す。 

■ 「ESET NOD32アンチウイルス」ライセンス製品 管理機能の特長  

1. 情報取得機能の管理項目が豊富 

・ 「コンピュータ名」「OS」「IP」などのほか、今回より「MACアドレス」「ドメイン名」などの情報取得が可能 ［NEW］ 

・ ウイルス定義データベースのバージョン情報取得 

・ ログ(ウイルスログ、システムログなど)の収集、レポートの作成 

・ 設定状況（常駐保護の有効、無効など）の確認 

・ 管理されているPCに同一コンピュータ名のPCがある場合も、区別が可能 ［NEW］ 

2. リモートによる操作が可能

・ 管理下のクライアントPCの設定変更 

・ 「ESET NOD32アンチウイルス」が導入されていないクライアントPCへのプッシュインストール 3. 管理データベースの最適化 

・ 管理下のクライアントPCの情報のうち、古いデータやアクセスの無いクライアントPCの情報を自動的に削除 ［NEW］ 

■ 販売情報 

● ESET NOD32アンチウイルス ライセンス製品

 

企業向けライセンス 教育機関向けライセンス 官公庁向けライセンス スクールパック

新規 年間更新費 新規 年間更新費 新規 年間更新費 新規 年間更新費

10-24 \3,710 \2,597 \1,855 \1,299 \2,783 \1,948

\50,000 \50,000

25-49 \3,310 \2,317 \1,655 \1,159 \2,483 \1,738

50-74 \2,860 \2,002 \1,430 \1,001 \2,145 \1,502

75-99 \2,640 \1,848 \1,320 \924 \1,980 \1,386

100-199 \2,500 \1,750 \1,250 \875 \1,875 \1,313

200-249 \2,190 \1,533 \1,095 \767 \1,643 \1,150

250-499 \2,100 \1,470 \1,050 \735 \1,575 \1,103



500-999 \1,860 \1,302 \930 \651 \1,395 \977

1000-1999 \1,640 \1,148 \820 \574 \1,230 \861

2000-2999 \1,450 \1,015 \725 \508 \1,088 \762

※ 上記は、1ライセンスあたり1年間の希望小売価格（税別)です。 

※ 同梱されるクライアントソフトは、「ESET NOD32アンチウイルス V3.0」「NOD32アンチウイルス V2.7」です。

※ 「NOD32アンチウイルス」コーポレートライセンス、エンタープライズライセンスをお持ちのお客さまは、更新期間内であれば、無償でアップグレードできま

す。 

※ スクールパックは、文部科学省認可の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、養護学校、盲学校、聾学校、看護学校を対象にした無制限ライ

センスです。保有パソコンが増加した場合でも、ライセンス数や追加費用を気にすることなくウイルス対策を行うことが可能です。 

※ スクールパックは、ESET NOD32アンチウイルスの構成のみとなります。ESET Smart Securityのスクールパックはありません。

● ESET Smart Security ライセンス製品

 

企業向けライセンス 教育機関向けライセンス 官公庁向けライセンス

新規 年間更新費 新規 年間更新費 新規 年間更新費

10-24 \5,360 \3,752 \2,680 \1,876 \4,020 \2,814

25-49 \4,710 \3,297 \2,355 \1,649 \3,533 \2,473

50-74 \3,860 \2,702 \1,930 \1,351 \2,895 \2,027

75-99 \3,370 \2,359 \1,685 \1,180 \2,528 \1,770

100-199 \2,950 \2,065 \1,475 \1,033 \2,213 \1,549

200-249 \2,540 \1,778 \1,270 \889 \1,905 \1,334

250-499 \2,390 \1,673 \1,195 \837 \1,793 \1,255

500-999 \2,110 \1,477 \1,055 \739 \1,583 \1,108

1000-1999 \1,840 \1,288 \920 \644 \1,380 \966

2000-2999 \1,610 \1,127 \805 \564 \1,208 \846

※ 上記は、1ライセンスあたり1年間の希望小売価格（税別)です。 

※ 同梱されるクライアントソフトは、「ESET Smart Security」「ESET NOD32アンチウイルス V3.0」「NOD32アンチウイルス V2.7」です。 

※ 企業向け、教育機関向けライセンスは、2008年3月24日より販売しています。

■ 対応OS 

◎ 「ESET NOD32アンチウイルス V3.0」 ライセンス製品ライセンスに同梱されているV3.0のプログラムとパッケージ版に同梱されているV3.0のプログラムは

異なります。ライセンス版のV3.0のプログラムは、サーバーOSに対応しています。 

＜32ビット環境＞

－ クライアント

日本語 Microsoft Windows 2000 Professional （Service Pack 4以降） / Windows XP Home Edition /Windows XP Professional / Windows Vista Home Basic /

Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Enterprise / Windows Vista Ultimate 

－ サーバー

日本語 Microsoft Windows 2000 Server / Windows 2000 Advanced Server / Windows Server 2003, Standard Edition / Windows Server 2003 R2, Standard

Edition / Windows Server 2003, Enterprise Edition / Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 

＜64ビット環境＞

－ クライアント

日本語 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition / Windows Vista Ultimate / Windows Vista Enterprise / Windows Vista Business / Windows Vista

Home Premium / Windows Vista Home Basic 



－ サーバー

日本語 Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition / Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition / Windows Server 2003, Enterprise x64

Edition / Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 

※ 「ESET Smart Security」ライセンス製品の対応OSは、現行と同じです。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。 

※ ESET、ESET Smart Security、NOD32は、ESET, LLCならびにESET, spol. s.r.o.の商標または登録商標です。 

※ Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

※ その他の製品名および社名などは各社の商標または登録商標です。
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