
　残期間保証サービス例

法人向けメールセキュリティ製品

ESET新ラインアップ｜ゲートウェイ製品

ESET Mail Security for Linuxは、中小規模から大規模まで幅広く、
導入していただきやすい価格設定にしております。 

軽快な動作！シンプルな
プログラムで安定稼動

高い検出率！クライアント
PCで定評あるアンチ
ウイルスエンジンを搭載

for Linux
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※ESET Mail Security for Linuxは、管理サーバー（ESET Remote Administrator）で管理することも可能です。

概要

製品特長

ご利用イメージ

メール保護に必要な「ウイルス対策」と「迷惑メール対策」の２つの
機能でシンプルに構成されているため、無駄な処理を減らし、リソース
消費を抑えることで軽快な動作が得られます。また、余分な障害発生
ポイントを持たないので、安定稼動を実現します。
このプログラムに、ESET社が開発した軽快なスキャン動作のウイルス
対策エンジンを搭載することにより、安定した軽快な動作を実現します。

最新のウイルス定義データベースによる既知のウイルスの検出は
もちろん、約20年間の開発実績 /経験に基づく優れたヒューリス
ティック技術により、亜種・新種のウイルスも検出可能なアンチ
ウイルスエンジンを搭載しています。
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※

「ESET Mail Security for Linux」は、メールの通信経路上
にて、危険なウイルスや迷惑メールからユーザーのメール
環境を守るソフトウェア製品です。

ウイルス検出においては、これまでのESET製品と同様に
ヒューリスティック機能を持ち、Virus Bulletinや
AV-Comparativesなどの第三者機関からも高い評価を
受けているThreatSenseテクノロジーを搭載しています。

また、ESET製品の特長である軽快な動作も実現し、
サーバーパフォーマンスへの影響を最小限に抑えることで、
効果的かつ安定したセキュリティ対策を提供します。

高いコストパフォーマンス！
低コストでの導入が可能

契約途中の製品からの乗換も安心。他社製品のサポート残期間を「最長12カ月」保証！

POINT

POINT

SPAMSPAM
SPAM

現在ご利用中の他社メールセキュリティ製品の残りサポートサービス契約期間を
保証する「残期間保証サービス」を実施しています。

現在ご利用中の他社メールセキュリティ製品の
サポートサービス契約期間が残り9カ月の場合

対応仮想化製品

ウイルス/
スパムチェック



ESET、ThreatSense、ESET Mail Security、ESET Remote Administratorは、ESET, spol. s r.o.の商標です。Windows、Windows Server、Hyper-V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。仕様は予告なく変更する場合があります。
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ESET Mail Security for Linux動作環境

価格表

通常価格 更新価格 通常価格 更新価格 通常価格 更新価格
50 ‒ 99 ¥3,570 ¥2,495 ¥1,785 ¥1,245 ¥2,675 ¥1,870
100 ‒ 249 ¥3,240 ¥2,265 ¥1,620 ¥1,130 ¥2,430 ¥1,700
250 ‒ 499 ¥2,580 ¥1,805 ¥1,290 ¥900 ¥1,935 ¥1,350
500 ‒ 999 ¥1,770 ¥1,235 ¥885 ¥615 ¥1,325 ¥925
1,000 ‒ 1,999 ¥1,040 ¥725 ¥520 ¥360 ¥780 ¥545
2,000 ‒ 2,999 ¥550 ¥385 ¥275 ¥190 ¥410 ¥285
3,000以上 応相談 応相談 応相談

ライセンス数
（価格ゾーン）

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

Red Hat Enterprise Linux 5.x、Red Hat Enterprise Linux 6.ｘ
SUSE Linux Enterprise 10、SUSE Linux Enterprise 11 SP1まで
CentOS 5.x、CentOS 6.x

OS

仮想環境

CPU メモリー

ハードディスク メールエージェント

必要ソフトウェア
＊SELinuxには対応していません。

■1ライセンスあたり1年間の希望小売価格（税抜き）

＊本製品には、管理プログラム「ESET Remote Administrator」も付属しています。動作環境につきましては弊社ホームページをご覧ください。

・ 上記価格は、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。
・ ライセンス数は、ESET Mail Security for Linuxで保護する対象となるメールボックス数でカウントします。 
・ 最小ライセンス数は、50ライセンスです。        
・ 複数年のお申し込みも可能です。（最長5年）
・ 追加ライセンスをご購入の場合の価格は、追加後の合計ライセンス数の価格ゾーンが適用されます。
・ 次年度更新をご購入の場合の価格は、更新ライセンス数の価格ゾーンが適用されます。また、次年度更新のご購入と同時にライセンスを追加される場合、次年度更新分は既存ライセンス数の価格
  ゾーンを適用し、追加ライセンス分は追加後の合計ライセンス数の価格ゾーンを適用します。

VMware ESX / ESXi 4.0 / 4.1、VMware ESXi 5.0 / 5.1 / 5.5、Citrix XenServer 5.6
Windows Server 2008 R2 Hyper-V ( 2.0 )、Windows Server 2012 Hyper-V、
Windows Server 2012 R2 Hyper-V

インテル、AMD 32bit /64bit プロセッサー 256MB以上

250MB以上 Postfix 2.3 以上、sendmail 8.13 以上

kernelバージョン 2.6.X、glibc 2.3.6 または それ以上のバージョン

■サポートサービス内容

サポートメニュー 受付時間 内 容 年間利用料金（税抜き）
ESET ライセンスサポート ゲートウェイ製品向け（通常サポート） 平日 / 9：00 ～ 17：00

平日 / ８：00 ～ 20：00ESET 有償サポートシルバー ゲートウェイ製品向け
ESET 有償サポートゴールド ゲートウェイ製品向け

TEL/Webフォームによるお問い合わせが可能です。 ライセンス費用に含む
¥840,000

¥3,650,000

サポートサービス契約期間内は下記のサービスを無料で受けることができます。また、この他に受付時間を拡張した有償サポートもご用意しております。
　・ ウイルス定義データベースのアップデート　・ 同等グレードの最新プログラムの提供　・ TEL / Webフォームによるお問い合わせ

本製品は電子納品となります。ご購入手続き後、指定のメールアドレス宛にメールにて、ユーザーズサイトへのアクセス方法をご案内いたします。
プログラム、マニュアル、ライセンス証書などは、ユーザーズサイトより、ダウンロードしていただけます。

通常サポートより時間枠を拡大し、直接技術者がお問い合わせに対応します。
専用電話で直接技術者が、24時間365日をカバーした安心サポートを提供いたします。24時間 / 365日
※２：平日夜間20：00～8：00および土日祝日17：00～9：00は、ビジネスに重大な影響を与える障害のみ対応いたします。※1：メールエージェント自体の設定などはサポート対象外です。

■納品形態について

「ライセンス申込書兼サポート申込書」に必要事項をご記入のうえ、販売店を経由してお申し込みください。

■お申し込み方法

http://canon-its.jp/product/eset/license/emsl/製品情報はこちら

※2

※1
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