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キヤノンITソリューションズ株式会社

「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ」
企業／教育機関／官公庁向けライセンス

新たにMac OS Xに対応、2011年12月1日（木）より提供開始

キヤノンMJ ITグループのキヤノン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：浅田和則、以下キヤノンITS）は、「ESETセキュリティ ソ

フトウェア シリーズ」の企業／教育機関／官公庁向けの既存ライセンス製品において、新たに動作対象OSとしてMac OS Xを追加し、2011年12月1日（木）よ

り対応版プログラムの提供を開始します。

「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ」は、軽快な動作と高いウイルス検知率を特長とするウイルス・スパイウェア対策ソフトです。ユーザーの作業を妨げ

ることなく動作し、高度なヒューリスティック技術で、既知のウイルス・スパイウェアだけでなく新種のウイルス・スパイウェアをも検出します。そのウイルス検

知率の高さから、「ESET NOD32アンチウイルス」はMac OS X用ウイルス・スパイウェア対策ソフトで初めてICSA Labs（※1）より認定を受けています。

（※1）Verizon Businessの独立部門であるICSA Labsは、1989 年以来エンドユーザーと企業のために、信頼できる独立した第三者によるプロダクト保証を提

供しています。【 https://www.icsalabs.com/ 】

■ WindowsとMac OS Xの両方のPCで利用可能。シンプルな製品ラインアップ

「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ」の企業／教育機関／官公庁向けライセンス製品は、総合セキュリティソフト「ESET Smart Security」、ウイルス・スパ

イウェア対策ソフト「ESET NOD32アンチウイルス」の両製品ともに、新たにMac OS X用の製品ラインアップは設けません。お客さまが導入するPCの台数

分、ESETライセンス製品を購入することで、2011年12月1日（木）よりMac OS X対応版の「ESET NOD32アンチウイルス（※2）」も利用できるようになります。ま

た、ライセンス製品に同梱のクライアント管理ツール「ESET Remote Administrator (※3)」では、WindowsとMac OS Xの各OSで動作するESET製品を一元管理

することができます。

（※2）ESET Smart Securityの製品プログラムはMac OS Xでの動作に対応していません。

（※3）管理ツール「ESET Remote Administrator」自体は、Mac OS Xでの動作には対応していません。

■ 購入ライセンス数量内でOSごとのPC台数に応じて自由に利用可能

お客さまのライセンス購入および購入数量管理の簡易化を目的として、新たにライセンス数量カウントルール「ユニライセンス」を開始します。ユニライセンス

では、購入ライセンス数量を上限とし、Mac OS X、Windows OSの各々のクライアントPCやサーバーに対して任意の台数での導入が可能です。例えば、100ラ

イセンスの購入にてWindows PCに90台、Mac OS X PCに10台導入できます。

＜ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ V4.2 ライセンス製品 価格表＞

■ ESET Smart Security V4.2 価格表

ライセンス数
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

通常価格 乗換価格 更新価格 通常価格 乗換価格 更新価格 通常価格 乗換価格 更新価格

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 ¥1,270 ¥1,270 ¥1,270 ¥635 ¥635 ¥1,905 ¥953 ¥953

250-499 ¥2,390 ¥1,195 ¥1,195 ¥1,195 ¥598 ¥598 ¥1,793 ¥897 ¥897

500-999 ¥2,110 ¥1,055 ¥1,055 ¥1,055 ¥528 ¥528 ¥1,583 ¥792 ¥792

1,000-1,999 ¥1,840 ¥920 ¥920 ¥920 ¥460 ¥460 ¥1,380 ¥690 ¥690

2,000-2,999 ¥1,610 ¥805 ¥805 ¥805 ¥403 ¥403 ¥1,208 ¥604 ¥604

3,000以上 応相談

■ ESET NOD32アンチウイルス V4.2 価格表

ライセンス数
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

通常価格 乗換価格 更新価格 通常価格 乗換価格 更新価格 通常価格 乗換価格 更新価格

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

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 ¥1,095 ¥1,095 ¥1,095 ¥548 ¥548 ¥1,643 ¥822 ¥822

250-499 ¥2,100 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ¥525 ¥525 ¥1,575 ¥788 ¥788

500-999 ¥1,860 ¥930 ¥930 ¥930 ¥465 ¥465 ¥1,395 ¥698 ¥698

1,000-1,999 ¥1,640 ¥820 ¥820 ¥820 ¥410 ¥410 ¥1,230 ¥615 ¥615

2,000-2,999 ¥1,450 ¥725 ¥725 ¥725 ¥363 ¥363 ¥1,088 ¥544 ¥544

3,000以上 応相談

■ ESET NOD32アンチウイルス V4.2 スクールパック 価格表

文部科学省認可の教育機関を対象にしたライセンスです。保有するパソコン（クライアント用、サーバー用）の数量に関係なく、台数無制限のライセンスと

して、低価格で導入できる大変お得なライセンスです。

※ウイルス定義データベース更新サーバー（ミラーサーバー）の構築が必須。

製品名 希望小売価格[税別]

ESET NOD32アンチウイルス V4.2 スクールパック ¥50,000

ESET NOD32アンチウイルス V4.2 スクールパック 年間更新費 ¥50,000

＜ライセンス製品別 利用可能プログラム一覧＞

製品名

ESET Smart Security

プログラム

ESET NOD32アンチウイルス

プログラム

Windows用 Windows用 Mac OS X用

ESET Smart Security V4.2 ライセンス

企業／教育機関／官公庁向け
○ ○ ○

ESET NOD32アンチウイルス V4.2 ライセンス

企業／教育機関／官公庁向け／スクールパック
－ ○ ○

1ライセンスあたり1年間の希望小売価格（税別）です。※

上記ライセンス価格には、登録後1年間のサポートサービスならびにプログラムとウイルス定義データベースのアップデート権利が付属しています。※

本ライセンスの使用許諾対象数は、本ソフトウェアをインストールするクライアントマシン、サーバーマシンともに、導入するハードウェア台数でカウント

します。

※

上記ライセンス製品には、クライアント管理ソフト「ESET Remote Administrator」が標準で同梱されます。※

上記各ライセンス製品には、別途ESET Remote Administrator（クライアント管理ツール）とミラーサーバー機能のプログラム（いずれもWindows OSのみ

動作対応）が同梱されます。

※



＜Mac OS X 動作環境＞

対応OS

Mac OS X v10.5.6 Leopard以降

Mac OS X v10.6 Snow Leopard

Mac OS X v10.7 Lion

CPU
Intelプロセッサ（32bitまたは64bit）

※PowerPCは対象外です。

メモリー 512MB以上

ハードディスク 100MB以上の空き容量

＜ESET社について＞

1992年に設立されたESET社は、コンシューマおよび法人向けのセキュリティソリューションを提供しているグローバルプロバイダーです。同社のプロアクティ

ブなマルウェア検出技術は業界トップクラスの性能と実績を誇り、ESET NOD32アンチウイルスはVirus Bulletin誌が主催する「VB100 Awards」の最多受賞回

数を記録しています。スロヴァキアのブラチスラヴァにグローバル本社、開発拠点を、米国カリフォルニア州サンディエゴ、アルゼンチンのブエノスアイレス、

チェコのプラハ、シンガポールに事業所を構え、世界180カ国以上で販売、1億人のユーザーを抱えています。2008年には、ポーランドのクラクフに新たなリ

サーチセンターを開設。ESET社は、ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域において最も急成長を遂げている企業の1つとして、DeloitteのTechnology Fast

500に選出された経験があります。

ESET社ホームページ 【 http://www.eset.eu/home 】

Windows OSの動作環境については、弊社ESET製品ホームページ【 http://canon-its.jp/product/eset/ 】を参照ください。※

ESET、NOD32、ESET Smart Securityは、ESET,LLCならびにESET, spol, s.r.o.の商標です。※

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。※

Mac、Mac OS、Leopard、Snow Leopard、米国Apple Inc.の登録商標です。※

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。※

仕様は予告なく変更する場合があります。※


	ローカルディスク
	「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ」 企業／教育機関／官公庁向けライセンス 新たにMac OS Xに対応、2011年12月1日（木）より提供開始｜キヤノンITソリューションズ


