
Faronics Anti-Virusにより、コ
ンピュータをウイルス感染から
保護し、安全と速度を維持でき
ます。

ご存知でしたか?
ほぼ100万の新しい
マルウェア脅威が毎日発

生しています。 

- CNN

Faronics Anti-Virus
はDeep Freezeと完全
に互換性のある唯一の
ソリューションである
だけでなく、高速で機
能し、ネットワーク効
率やマルウェアに対す
る効果も高くなってい

ます。
- ボールストンスパ中央学校区

マルウェアやセキュリティの脅威に対す
る包括的な保護
ますます進化するセキュリティの脅
威から組織の安全を保護するのは大
変な作業です。  

受賞歴のあるFaronics Anti-Virusセキュ
リティソリューションをお使いいた
だくと、IT資産の安全を確実に保護で
きます。ウイルス、スパイウェア、
ルートキットの検出に優れているだ
けでなく、組み込まれたファイア
ウォール保護により、包括的で確か
なセキュリティが得られます。

マルウェア攻撃の防止
最先端技術で最高のマルウェア検出率を
実現。何百万もの脅威と闘い、非常に複
雑なマルウェアをも検出します。

ネットワーク攻撃の阻止
組み込まれたファイアウォールが、イン
ターネットから生じる破壊的な攻撃に対
して保護を提供します。

軽量で高速
この上なく強力で超高速。メモリ、ディ
スク、CPUの使用効率を最大限に高めな
がら徹底的な保護を提供します。

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、展開
および設定を管理できます。

Faronics Deep Freezeとのシームレ
スな統合
Faronics Deep Freezeと簡単に統合でき
るため、コンピュータを非保護にしたり、
メンテナンスモードにしなくても、ウイ
ルス定義を常に最新状態にできます。
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Faronics Anti-Virus 
はシステムリソース
にあまり影響を与え
ず、Deep Freezeと
の完全な統合が可能
なため、非常に役
立っています。他の
アンチウイルスソ
リューションよりも
高いパフォーマンス
で動作します。

- オーガスタ群公立学校
現在のコンピュータ環境でFaronics Anti-Virus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-Virusは、Windows Vista SP2 (32/64ビット版)、Windows 7 (32/64ビット版)、Windows 8.1 (32/64ビット版)、
Windows 10 (32/64ビット版)、Windows Server 2008 (64ビット版)、Windows Server 2012 (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。

主な機能

詳細レポート
保護ステータス、スキャン
履歴、検疫済みファイル、
ファイアウォールのネット
ワークトラフィックなどの
レポートをクリック1つで
素早く作成できます。

リアルタイムのアラート
ウイルス検出時や、アンチウイ
ルスが古い定義ファイルを実行
している場合などに、電子メー
ルまたはモバイルアプリ経由で
コンソールにリアルタイムのア
ラートを表示します。

ファイアウォール保護
組み込まれたファイアウォ
ールを使って、プログラム
やプロトコルによる特定の
ネットワーク、コンピュー
タ、IPアドレスへのアクセ
スを制限できます。

包括的な保護
アンチウイルス、アンチ
スパイウェア、アンチル
ートキットによる包括的
な保護で、何百万もの脅
威に対抗できます。
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ご存知でしたか?
平均的なサイバー犯罪に

より企業には

$1270万
のコストがかかります。

- ポネモン
インスティテュート

Deep Freezeの互換性
Faronics Deep Freezeとの統
合により、アンチウイルス
定義ファイルの更新が「保
護状態」のワークステー
ションで容易に行えます。

集中管理
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。

Faronicsによる階層化セキュリティ
包括的な階層化セキュリティで、今日の手ごわい脅威に対する防御を実現。

Faronics Deep Freeze
再起動して復元するという特許取得済みの技術に
より、エンドポイントを目的の状態に維持。予期
せぬ変更があった場合は、再起動するだけでコン
ピュータを復元できます。

Faronics Anti-Executable
指定されたソフトウェアのみを許可することで、
ゼロデイ攻撃や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し
ます。

Faronics Anti-Virus
最高レベルの性能を誇るアンチマルウェアエンジ
ンでアクティブなアプリを徹底的にモニターし、
素早く対応して漏れのないマルウェア検出を徹
底。誤認警告を発することもありません。

Faronics WINSelect
意図されたWindows機能のみが提供され、エンド
ユーザーのWindows体験を容易にコントロールで
きるため、GPOによる対処は不要。無許可の使用
を防ぎ、セキュリティの隙間を埋めます。

再起動して復元

アプリケーションコントロール

脅威に対する保護

デスクトップのロック
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突然変異す
るウイルス

ライセンス非許
諾プログラム

システムへの無許
可の変更

ホワイトリストに
よって阻止される脅

威の形跡

ゼロデイ/
未知の脅威

スピア型攻撃
不審なプログラム

既知の脅威

脅威のように見
受けられる未知
のプログラム

ルートキット、
ウイルス、
ワーム、 トロイ
の木馬

ユーザーアクセス
を定義

ファイルやフォル
ダへのアクセスを
ブロック

ユーザーのデス
クトップセッショ
ンをロック


