無許可の実行ファイルをブロックして、
脅威が始まる前に阻止
ゼロデイ攻撃、突然変異型マルウェ
ア、APT（高度で執拗な攻撃）のよ
うな最近の巧妙な脅威には、従来の
アンチウイルスソリューションの機
能を上回るアプローチが必要とされ
ます。Faronics Anti-Executableは、
許可されたアプリケーションのみが
コンピュータで実行されるように
し、お使いのアンチウイルスソ
リューションを通り抜ける未知の脅
威を防ぎます。
悪意のあるプログラム、使用許諾
されていないプログラム、または
単に不要なプログラムなど、無許
可のプログラムの実行をブロック
して、アンチウイルスを上回るセ
キュリティを提供します。

最新のセキュリティ

ゼロデイ攻撃、突然変異型マルウェア、
APT、巧妙な脅威など、未知の脅威から
ユーザーを保護することができます。

ご存知でしたか?

アンチウイルスベンダー
が新しいマルウェアを
キャッチするには

11.6日

かかります。

- サイベイランス社

詳細なコントロール

パブリッシャベースの承認、ポリシー
ベースのコントロール、ローカルマシン
レベルの保護など、アプリケーションコ
ントロールを活用できます。

柔軟なコントロール

コンピュータのさまざまな使用ニーズに
対応するために、ポリシーベースのユー
ザーグループをカスタマイズし、作成で
きます。

ITの生産性向上

自動初期設定、標準化された構成、集
中管理、ITサポートチケットの削減によ
り、ITの生産性がアップします。

運用上の節約

コンピュータ、システム、帯域幅が本来
の目的のために使用されることを確かに
します。

Faronics
Anti-Executableは
ミッションクリティ
カルな警察システム
を維持するために不
可欠です。IT担当者
にあまり依存するこ
となく、最小限のダ
ウンタイムで、信頼
性とセキュリティを保
つことができます。
- ロスアンゼルス警察情
報・通信サービス局

1つのコンソールによる管理

ウェブベースの1つのコンソールまたは
オンプレミスコンソールを使って、管
理、展開、設定が行えます。

TM

www.faronics.com

主な機能

ご存知でしたか?

アプリケーションコント
ロールとセキュリティ
.exe、.dll、.com、.scr、.
jar、.batファイルの実行を
許可または防止します。

パブリッシャとユーザー
ベースのコントロール
さまざまなタイプのパブ
リッシャとユーザーに対
して、複数レベルのコント
ロールが可能です。内蔵さ
れた信頼済みパブリッシャ
機能により、特定のパブ
リッシャからのすべての更
新を管理できます。

コントロールリストとポリ
シー
アプリケーションのコント
ロールリストとポリシーが自
動的に作成・維持されます。

ネットワークレベルのブ
ロック
場所に関係なく、アプリ
ケーションの実行を許可ま
たはブロックします。

リアルタイムのログ記録
無許可アプリケーションの
起動とソフトウェアインス
トールの違反をすべてログ
に記録できます。

包括的なレポート
すべての違反、ブロックさ
れたプログラムとアクティ
ビティをレポートします。
これには、最も違反を発生
しているプログラムや最も
違反の多いコンピュータな
ども含まれます。

互換性オプション
Active Directoryとグルー
プポリシーを補完します。
アンチウイルスプログラム
のような特定のアプリケー
ションを信頼済みとして制
限の対象外に指定するオプ
ションがあります。

目立たない操作
ステルスモードにより、エ
ンドユーザーから存在を隠
すことができます。

集中管理

Active Directoryの統合
ユーザー管理がActive
Directoryに統合されてい
ます。

Faronics Deep Freezeの
統合
Deep Freezeメンテナンス
イベ ン ト に よ っ て コ ン
ピュータが非保護状態にな
ると、自動的にメンテナン
スモードになります。

Faronics Anti-Virusとの
統合
Faronics Anti-Virusと統合
して、インストールの最初の
スキャンによりマルウェアが
ないことを確かにします。

データ漏洩の平均総合
コストは

380万ドル

に上り、機密情報を含む
記録が紛失したり盗難に
あった場合の1件あたり
のコストは

154ドルです。
- ポネモンインスティ
テュート

Faronics
Anti-Executableを入
念にテストしたとこ
ろ、十分に考え抜か
れた機能を備え、優
れた製品だというこ
とがわかりました。
- コグネティック
システムズ社

TM

Simplifying Computer Management

オンプレミスコンソールま
たはホストコンソールで利
用可能で、展開、設定、更
新管理が簡単に行えます。

現在のコンピュータ環境でAnti-Executableの利点を活用する方法については、
www.faronics.comを参照してください。

システム要件

Faronics Anti-Executableは、Windows XP SP3 (32ビット版)、Windows XP SP2 (64ビット版)、Windows Vista (32/64ビット版)、
Windows 8.1 (32/64ビット版) そして Windows 10 (32/64ビット版)、Windows Server 2003 (32/64ビット版)、Windows Server
2008 (32/64ビット版)、Windows Server 2012 (32/64ビット版)のいずれかを実行しているコンピュータで使用できます。
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