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必要不可欠なサイバープロテクションでお客様のダウンタイム
とデータ損失を防止

Acronis Cyber Protect Cloudは、サイバーセキュリティ、データ保護、管理
をネイティブに統合し、エンドポイントやシステム、データを保護する唯一の
ソリューションです。このシナジーによって、複雑さを解消するため、サービ
スプロバイダーはお客様の保護を強化するとともに、コストを抑えることが
できます。

セキュリティサービスを強化し、収益性を改善

 リスクを低減
次世代のサイバーセキュリティを使ってすべてのお客様のワークロードを
保護。エンドポイントを100%カバーする統合サイバープロテクションを使っ
てお客様のセキュリティリスクを最小化し、現在のセキュリティベンダーか
らは提供されていない独自の機能を提供します。2021 年のサイバー脅威
に対抗するために立ち上がり、セキュリティインシデントのリスクを大幅に
削減しましょう。独立系テスト（VB100、AV Test、AV-Comparatives、
ICSA Labs) で証明されたリーダーのソリューションを活用しましょう。

 収益性の向上 
毎月の経常収益を増加。サイバーセキュリティ、バックアップ&リカバリ、ファ
イルの同期・共有、セキュリティ管理ツールキットを含む1つのソリューショ
ンに基づいて構築され、セキュリティサービスを強化し、アップセルとクロ
スセルの機会を開拓します。統合レポートでクライアントにサイバープロテ
クションの成果を示すことにより、解約率を低減します。アクロニスのすぐ
に使用できる教育、マーケティング資料を利用して、クライアントのロイヤ
ルティと信頼を築きましょう。

世界最高のバックアップ&リカバリ

追加コストなしで業界標準のサイバープ
ロテクションで機能改善

MSP のために構築された保護管理機能

フルイメージバックアップ、ファイルレベルのバック
アップとリカバリによって、20 以上のプラットフォー
ムにあるワークロードを保護し、さらには RPOと
RTO をほぼゼロに抑えます。

高度な人口知能（AI）ベースの振る舞い検出エンジ
ンは、お客様のエンドポイントおよびシステムのマル
ウェア、ランサムウェア、ゼロデイ攻撃を阻止します。 

デジタルエビデンスを収集して、それを中央レポジト
リに保管することで、完全なポストインシデント調査
と適切な修正を可能にしコストを削減します。
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サイバーセキュリティ業界で認識された企業

標準装備のサイバープロテクションでバックアップサービスを改善

 管理 

保護を一元管理：エンドポイントのプ
ロビジョニングを数分で完了します。
お客様をリモートで支援し、システム
の脆弱性やセキュリティギャップを評価
します。ビルトインの監視とレポート機
能で可視性を改善します。

 サイバーセキュリティ

最新のサイバー脅威に対応： 受賞歴が
あり、ゼロデイ脅威にフォーカスしたラ
ンサムウェア対策機能を搭載するマル
ウェア対策を提供します。ローカルチャ
ネル経由のデータ漏えいを防止。

 バックアップ& 復元 

お客様のインフラストラクチャとワーク
ロード全体にわたってデータ損失を最
小化：従量課金またはワークロード単
位のライセンスモデルで利用可能な最
高のバックアップとリカバリ技術により
実現されています。

すべてのエンドポイントをカバーするサイバー保護機能により、独自の競争上の優位性を獲得し、収益性を高めます。

MVI  
メンバー

VIRUSTOTAL  
メンバー

M3AAWG 
メンバー

Anti-Malware Testing 
Standart Organization

Cloud Security Alliance 
メンバー

Anti-Phishing 
Working Group メンバー

FIPS 140-2 認定クリプトグ
ラフィックライブラリ

ISO 27001:2013 
認定情報管理

EU-USおよびSwiss-US 
Privacy Shield 認定

GDPR 
遵守

GLBA 
遵守

コンプライアン
ス遵守を実現

HIPAA 
遵守

 コストの削減
サイバー保護のコストを最大 50% 削減。複数のベンダーから複数のポイントソリューションを購入する代わりに、ベンダー
を統合することでコスト削減を実現。管理を簡略化し、ワークフロー自動化を改善し、寄せ集めのツールを使用することで
引き起こされるセキュリティリスクを軽減します。1つの統合ソリューションのパワーを実感してください。単一の直感的なコ
ンソールから管理、展開する1つのライセンス、1つのエージェント。

 ディザスタリカバリ（DR）

お客様にDR 対応のテナントを提供：
パーソナルデバイスをもつコーポレート
ネットワークへのセキュアな接続を確立
するか、または隔離されたネットワーク
環境でフェールオーバーをテストします。

 ファイルの同期・共有 

生産性向上：お客様がコーポレートコ
ンテンツをどこでも、いつでも、どの
デバイスでも作成し、セキュアに共有
できるようにすることで実現します。 
費用は、従量課金による請求と 
なります。

 ノータリー 

データの整合性を確保：ファイルノー
タリゼーション、電子署名、検証を行
うブロックチェーンベースのサービスに
よりコンプライアンスへの準拠とセキュ
リティリスクの最小化を実現します。
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アドバンスドプロテクションパックでサービスを拡張
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フルスタックなマルウェア対策
URLフィルタリング 
エクスプロイト防止

連続データ保護
データ保護マップ
計画バックアップレポート

パッチ管理
フェールセーフパッチ
ハードドライブのヘルス監視

フィッシング&スプーフィング（なりすまし）
防止エンジン
回避防止テクノロジー
ゼロデイ攻撃に対する次世代の動的検知

Acronis Cloud への本稼働のフェールオーバー
ディザスタリカバリオーケストレーション
サイトからサイトへのVPN

 Advanced Security

非効率的な旧式のアンチウイルスからフルスタックアンチマ
ルウェアを搭載した統合サイバープロテクションに乗り換え
ましょう。最新のサイバー脅威に対する検出率と応答速度を
改善。サイバープロテクションをWebブラウジング、バックアッ
プ済みのデータ、リカバリプロセス、エクスプロイト防止に
まで拡張。バックアップ内の実現フォレンジックデータを取
得して調査を実現。

 Advanced Backup

スケジュール設定によるバックアップと次のバックアップの間
でも、お客様のデータが決して失われないようにしてデータ
保護サービスを強化。SAP HANA、Oracle DB、アプリケー
ションクラスタにまでバックアップ機能を拡張。貴社のお客
様すべてのインフラストラクチャの全データの保護ステータス
を一目で確認することもできます。

 Advanced Disaster Recovery (DR)

システムにディザスタが発生した場合でもAcronis Cloudで
システムを起動して、任意の場所にリストアし、数分でビジ
ネスを再開。迅速なサービスの可用性を提供。ディザスタリ
カバリの問題を解消し、オーケストレーション、ランブック、
自動フェールオーバーで効率を改善。

 Advanced Management

改善されたパッチ管理で脆弱性管理を簡略化し、お客様の
ITインフラのセキュリティギャップを即座になくします。お客
様のソフトウェアアセットやデータ保護への可視性を取得し
て、日々の追跡・計画タスクを簡単にし、ディスクドライブ
の状態を監視することでアップタイムを改善。

 Advanced Email Security Powered by Perception Point

スパム、フィッシング攻撃、ビジネスメール侵害（BEC）、
APT（高度な継続的な標的型攻撃）、ゼロデイ攻撃などの
メール脅威を、エンドユーザーに到達する前にブロックしま
す。Perception Pointの次世代のテクノロジーを活用して高
速検出、簡単なデプロイメント、構成、管理を可能にします。

オプションの強力なコンポーネントアドバンスドプロテクションパックを追加して、独自の機能でさらにサービスを強化。 
お客様が必要な機能にだけ支払いをしてコストをコントロール。

今すぐ 試用

ACRONIS CYBER CLOUDプラットフォームによるソリューション
Acronis Cyber Protect Cloud は強力なAcronis Cyber Cloudプラットフォーム上に構築されており、サービスプロバ
イダーが1つのソリューションでバックアップ、ディザスタリカバリ、ランサムウェア対策、ファイルの同期・共有、 
ブロックチェーンベースのファイルノータリゼーションおよび電子署名サービスをお客様に提供できるようにします。
また、Acronis Cyber Protect Cloud は MSP にスムーズで迅速なデプロイ、サービスの豊富なソリューションポートフォ
リオを提供し、ARPU を向上します。

リモートファイルノータリゼ―ション
組込み電子署名
信頼された独立検証

 Advanced File Sync and Share

ノータリゼ―ションおよび電子署名機能を有効にするトラン
ザクション証跡を含み、すべてのプラットフォームをサポー
トする優れたファイル同期および共有サービスを使用して、
データの場所、管理、およびプライバシーを完全に制御し
ます。必須の従量課金制サービスに高度な機能を追加して、
データの信頼性を確保し、不正行為を減らします。
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