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・ Microsoft – Gold Independent Software Vendor

パートナーシップ：

三和コムテック株式会社

業務内容：
・ソフトウェアパッケージの開発・輸入・販売およびサポート
・ソフトウェア、ネットワーク導入コンサルティング
・ソフトウェア開発、サービス

4つの事業ユニット
・BCP(事業継続性)＆コンプライアンス
・BPM(Business Process Management)
・Webセキュリティ
・クラウド＆サービス

海外技術提携先： (順不同)
Vision Solutions (アメリカ)
Raz-Lee Security (イスラエル)
Tango/04 (スペイン)
McAfee（アメリカ）
DIMENSIONAL INSIGHT(アメリカ)
Rocket Software(アメリカ)
Penta Security Systems(韓国）
Townsend (アメリカ)
randtronics(オーストラリア)

会 社 紹 介

三和コムテック株式会社

新市場創出(型）ビジネスでお客様の「必要」を先取りします

三和コムテックはお客様の「必要」を真っ先に察知して先取りする
新市場創出(型）ビジネスを得意とするITテクノロジー企業です。

代表取締役 柿澤晋一郎

取り扱い製品：



モダナイゼーション
ホストシステムの情報資産を活かしながら時代と共にアプリケーションを進化させていきたい方へ。
スマホやタブレットなどのモバイルデバイスへの対応、システム間連携、システム・パフォーマンスの向上等
様々な"モダナイゼーション"を提案します。

障害・災害対策
次の大地震が来ても無事にITオペレーションを続けられますか?

天災ばかりでなく、ミスオペレーションやハードウェア障害の備えは万全ですか?

システム移行などのためのダウンタイムを極小化したくありませんか? 

お客様の規模・災害対策のレベル・プラットフォームに応じて、実績と信頼のある最適な製品をご提供します。

三和コムテック株式会社

当社ではIBMi導入企業に最適な各種ソリューションを始め、障害・災害対策、オープン系、Webセキュリティなど、
お客様のビジネスシステムを支える様々な製品・サービスをワンストップでご提供しています。

ソリューションカテゴリ

セキュリティ
脆弱性攻撃、ハッキング対策にお悩みのウェブサイト管理者の方、情報漏洩やシステムの改ざんや
不正利用が心配なシステム管理者の方、ISMSや個人情報保護法の準拠をお考えの経営層の方...。
企業活動を脅かすさまざまのセキュリティー上の脅威に備えるソリューションをご提供します。
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三和コムテック株式会社

あらゆる環境に対応したHAソリューション

MIMIX Availability
ミミックス・アベイラビリティ

対象ユーザー

IBMiの災害・障害対策をご検討中のお客様

IBMiの資産管理（自己運用）をご検討中のお客様

強調ポイント

Vision Solutions Portal (ブラウザによる簡単操作)

i OPTIMIZE標準装備

Global(クラスター環境切換えツール）

同期方向の切替えが可能

双方向同期、1区画内での別ライブラリへの同期など様々な設定が可能

障害･災害対策

中・小規模の企業向け障害・災害対策ソリューション

MIMIX DR
ミミックス・ディーアール

対象ユーザー

IBMiの障害・災害対策を安価に実現したいお客様

IBMiのリアルタイム同期を実現したいお客様

強調ポイント

実績のあるMIMIX系製品でありながら、安価に障害・災害対策を実現

Vision Solutions Portal (ブラウザによる簡単操作)

事業拡大の際は、上級モデルであるMIMIX Availabilityへの移行が容

易に可能

よりシンプルに、より手早く、IBM iのクラスタリング環境の障害対策を提供

MIMIX Global
ミミックス・グローバル MIMIX 

Enterprise

対象ユーザー

IBMiのクラスタリング環境をご検討中のお客様

強調ポイント

IBMiのクラスタ環境の管理と監視と、保護を容易にご提供

自動モニタリングと、自動切り替えで、作業時間が軽減

1つのインターフェースで、全てのクラスタ環境を単一画面で一元コントロールするので、容易な運用を実現

Enterprise & Professional
エンタープライズ プロフェッショナル

- １ -



対象ユーザー
IBMiのバックアップテープの交換にお困りのお客様
安価でIBMiのデータの災害対策を行いたいお客様

強調ポイント
Disk to Diskバックアップでテープが不要に
遠隔地へ転送も容易に実現。圧縮機能で効率的な転送
IBMiの保管・復元コマンドと同様の操作のため、
いままでのオペレーションを変更することなく、
より確実にバックアップ

テープ機器と保管媒体をひとつに統合、高速バックアップ

LaserVault UBD
レイザーボルト・ユービーディー

対象ユーザー
IBMiのテープバックアップに課題をお持ちのお客様

強調ポイント
Windowsのファイルとして保管されるので、さまざまな方法で保管データを遠隔地に転送することができ、
容易に災害対策を実現

高速Disk to Diskバックアップで、バックアップ時間を短縮
IBMiシステムバックアップや、OSのスクラッチも可能
保管データを遠隔地に転送することで容易に災害対策を実現

障害･災害対策

テープバックアップに代わるD2Dバックアップソリューション

LaserVault Backup
レイザーボルト・バックアップ

三和コムテック株式会社
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三和コムテック株式会社
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HA&障害･災害対策ソリューション 障害･災害対策

IBMiのバックアップを簡単・早く・確実に！

IBMiクラウド保管サービス
アイ・ビー・エム・アイ クラウド保管サービス

対象ユーザー
IBMiのテープバックアップに課題をお持ちのお客様
IBMiの災害対策をご検討中のお客様

強調ポイント
バックアップはLAN経由でサーバーに取得

毎日、リモートセンターに自動的に転送
D2Dなのでメディア操作無し



三和コムテック株式会社
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対象ユーザー
監査対応/IT統制をご検討中のお客様
コンプライアンスをご検討中のお客様
J-SOX対策をご検討中のお客様
マイナンバーなど個人情報・機密情報保護をご検討中のお客様

強調ポイント
社内・社外からのアクセス履歴を記録。
システム上で発生するセキュリティ・イベントを記録
ユーザー制御、DBアクセス制御を実現
ユーザー操作を画面キャプチャ・ログで記録
監査からの指摘に柔軟に対応できるレポート・システムの構築
システム・リソース監視（CPU、ディスク、ジョブなど）
重要なシステム・メッセージ（ディスク障害、ジョブ異常）の監視
不正アクセスを自動で検出するIDS（侵入検知システム）の構築
セキュリティ・イベントに対するアラートおよび自動応答機能

IBM i トータル・セキュリティ・ソリューション

iSecurity
アイセキュリティ

セキュリティ

新機能
OS 7.2をサポート
IPv6をサポート
レポートのPDF出力をサポート
ＤＢアクセス制御機能が追加

新モジュール(※以下はｵﾌﾟｼｮﾝ・ﾗｲｾﾝｽです)

Command – コマンド制御
Change Tracker – OBJ/PTF変更管理
Object Security – ｱｸｾｽ権設定支援
Password Reset – ｾﾙﾌ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞﾛｯｸ解除

2015年4月
V17 Release !!
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セキュリティ

AP-AT
データベースの不正改ざん監視ソリューション

対象ユーザー
J-SOX対策をお考えのお客様
マイナンバー対策お考えのお客様

強調ポイント
会計情報、個人情報、機密情報などのデータ
更新履歴を記録

改ざんなどの不正な処理を検知してアラート
送信

データ更新履歴の内容をレポート出力

エーピー・エーティー

セキュリティ

職務分掌を目指している方への権限移譲ツール

Authority

対象ユーザー
特権操作の申請・権限付与のプロセスが煩雑だと感じて
いるお客様

セキュリティ強化のためにアクセス権限を整備したいが、
業務・運用への影響を懸念しているお客様

強調ポイント
特権を持たないユーザーへの一時権限付与を自動化
特権が必要な保守作業・アプリケーションテストなどの
際の特権利用申請・付与プロセスを簡素化

権限申請、権限付与の実施はログに記録されるため、
いつだれが特権を利用したかの確認が可能

オーソリティ

セキュリティ

2009年
Award 受賞！！

IBM i向けアンチ・ウィルス・ソリューション

SAVi (Security AntiVirus for i)

対象ユーザー
監査対応/IT統制をお考えのお客様
コンプライアンスをお考えのお客様

強調ポイント
IBMiを感染源とした、ネットワークへのウィルス蔓延を防止

(IFS領域でのウィルスの存在を検知)
安全・安心、リアルタイム・ウィルス検知
万一、ウィルス感染したファイルをOPENしようとしても事前にブロック
定期的にスキャンを自動実行！スキャン結果は随時参照可能

スキャン結果のサンプルセイビィ(セキュリティ・アンチウイルス・フォー・アイ)

■AP-ATログ表示イメージ
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セキュリティ

IBM i データを暗号化するツール

Alliance AES400

対象ユーザー

機密データを暗号化したいお客様

強調ポイント

IBMiのデータを暗号保護し、簡単に暗号化と複合化を実現

ユーザーのアクセス制御が可能なので情報漏洩防御

DB2、IFSファイル、保管ファイル、スプールファイルをサポート

アライアンス・エーイーエス・400

- ６ -



ホストアプリケーションWeb化ツールのスタンダード

KONA コナ

モダナイゼーション

スマートデバイス対応アプリ開発・
管理の統合環境

KONAファミリー

コナ・ワークライト

対象ユーザー

ホストをWeb化したいお客様

強調ポイント

ホストのアプリケーションを柔軟にWeb化

既存のホストシステムを柔軟に統合し

新しいビジネスモデル構築を実現

タグによる簡単な開発

KONA Worklight

IBM i 他の各種ホスト
アプリケーション

ホストアプリケーションをブラウザで、スマートフォンや
タブレットで有効活用！

安価・迅速に
Web化

KONA 
プリントオプション

コナ・プリントオプション

メール送信・PDF化機能でKONAの
有用性をアップ

年額料金ライセンスで初期費用を抑えたWeb化
ソリューション

COCOA ココア

ホストアプリケーションのテレワーク
対応ソリューション

Telework4i
テレワーク・フォー・アイ

Telework4i

- ７ -
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モダナイゼーション

データの検索・照会・更新・印刷などが行えるファイル・エディタ

対象ユーザー

ファイル編集にお困りのお客様

強調ポイント

DBファイルの参照だけでなくデータの直接編集が可能

入力ミスの際のアンドゥ機能

クエリ機能でレコード選択

レイアウトのカスタマイズ（カラム選択・ソート順・見出し変更 など）

レイアウト変更やクエリ実行した結果を印刷やＣＳＶ出力可能

File Scope
ファイル・スコープ

モダナイゼーション

検索・照会・更新・印刷用 ユーティリティー・ツール

対象ユーザー

業務改革(エンドユーザー操作)をお考えのお客様

強調ポイント

既存アプリケーションに照会ウィンドウを追加

欲しいデータを探し出す検索機能

ソースへの組み込み機能により開発を効率化

Code Scope
コード・スコープ
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モダナイゼーション

アプリケーションライフサイクルマネジメント

対象ユーザー
ソフトウエア開発における変更管理を容易にしたいお客様

強調ポイント
開発・テスト・本番などの多階層環境で、
モジュールの混在や開発時に頻発する問題を抑制

どんなモジュールやバージョンが存在しているのか、その構成を一元管理
開発・テスト・リリースなど、用途に応じたユーザー管理や、
ユーザーに対するアクセス権の割振りが可能

ALM
エーエルエム

モダナイゼーション

アプリケーション開発のカバレッジソリューション

ALDON Analyzer
アルドン・アナライザー

対象ユーザー
アプリケーション開発のテストフェーズの負荷を

軽減したいお客様

強調ポイント
アプリケーションテストフェーズにおける負荷を軽減

テスト実施時に通過したステップ、通過しなかったステップを確認可能

複数のプログラムソースをサポート(COBOL、RPG,ILERPGなど)

モダナイゼーション

IBMiのための文書化・配布ソリューション

CoolSpools

対象ユーザー
出力結果を紙ではなくメールで素早く配布して、経営判断を迅速化したいお客様
データベースに格納されている情報をExcelなどに変換して、IBMi以外でも多面的に利用したいお客様
取引先にも必要な情報をメールで配布して、関係の強化、取引の拡大を図りたいお客様
紙の出力をへらしてコスト削減したいお客様

強調ポイント
「CoolSpools」はスプールファイル・データベースファイルをPDF、Excelなど様々な形式のファイルに変換し、

Eメール等で配布します。全ての処理をIBMiで行うので、PCや他サーバーは必要ありません。

クールスプールズ
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モダナイゼーション

失われたソースプログラムを直ちに再作成！

逆コンパイルサービス

対象ユーザー
失ったソースプログラムを再作成したいお客様

強調ポイント
内部コメントを除き、どんなプログラムオブジェクトからも
オリジナルとほぼ同一の新しいソースプログラムを作成

プログラムの再作成比較すると低コストで実現
複数の言語をサポート

モダナイゼーション

マルチプラットフォーム環境に最適な
サービスマネジメントソリューション

VISUAL Message Center

対象ユーザー
システムの稼働状況を監視し、障害等をリアルタイムで検知、迅速な対応を行いたいお客様

システム監視の自動化を行いたいお客様

システムの稼働状況を素早く把握したいお客様

複数プラットフォームで様々なアプリケーションをお使いのお客様

強調ポイント
障害を素早く検知し、メールやパトライト等の様々な方法で通知

システム監視を自動化し、運用コストを削減

IBMi、Windows、Linux、AIXなど各種プラットホームをはじめ、

ネットワークデバイスまでエンタープライズのシステム全体の監視を一元化

レポート、ダッシュボードなどの機能によりシステム全体像を見える化

ビジュアル・メッセージ・センター



モダナイゼーション

モダナイゼーション

モダナイゼーション

Arcad Observer

Arcad Transformer DB

Profound

対象ユーザー
IBM iをご利用中で情報資産棚卸をしたいお客様
IBM iのモダナイゼーションを検討中のお客様

強調ポイント
情報資産（アプリケーション、DB）の分析情報を提供

アプリケーション同士の関連図

アプリケーションとDBの相関関係

DBリレーション

未使用プログラム、DBのリストアップ

重複プログラム、DBのリストアップ
作成した相互関係情報（クロスリファレンス）は次のArcad Transformer DBで活用可能

対象ユーザー
IBM iをご利用中で、若年層技術者に開発を任せたいお客様
自社開発において、コスト削減を行いたいお客様

強調ポイント
RPG技術者でも、Open系技術者でも簡単に読解可能なFFRPGへ
若年層技術者でも容易に理解できるFree Formatで開発期間とコストを軽減

プロシージャ化による構造化で生産性の向上

対象ユーザー
IBM iをご利用中で、新規のWebアプリ、モバイルアプリを必要としているお客様

強調ポイント
ユーザーインターフェースを軸にした、新しいRPGプログラミング
作成したUIからDDSを自動生成
GUIベースの開発ツールで、直観的デザインが可能
作成したUIをベースに、FFRPGを自動生成

三和コムテック株式会社

アルカッド オブザーバー

アルカッド トランスフォーマー デービー

プロファウンド
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リアルタイムバックアップを実現

Double-Take DR
ダブルテイク・ディーアール

対象ユーザー

テープバックアップでの管理が煩雑になっているお客様

仮想、物理環境が混在しているお客様

バックアップを一元管理したいお客様

災害対策を実現したいお客様

強調ポイント

D2Dの統合バックアップにより テープバックアップが不要

物理、仮想問わずにバックアップを取得することが可能

LAN環境、WAN環境問わずにバックアップが可能

ハードウェア移行時のダウンタイムを最小限に

Double-Take MOVE
ダブルテイク・ムーブ

新しい環境にお引越し

対象ユーザー

移行時に業務停止を最小限に抑えたいお客様

強調ポイント

既存の移行作業ツールに比べ、ダウンタイムを日単位から分単位に削減

業務を継続しながらデータ複製を実現

移行にかかる作業時間やコストを削減

障害･災害対策

Double-Take Availability
サーバーのデータを別サーバーにリアルタイム複製

ダブルテイク・アベイラビリティー

対象ユーザー

システムの24/365稼働を必要とするお客様

サーバーの2重化を安価に行いたいお客様

障害対策、災害対策を同時に実現したいお客様

強調ポイント

Double-Take独自のリアルタイムレプリケーション技術により、災害、障害時の業務継続を実現

物理、仮想問わず、容易にサーバーの二重化を実現



三和コムテック株式会社

障害･災害対策

Double-Take SHARE
ダブルテイク・シェア

マルチプラットフォーム対応
データベースデータ連動ソリューション

対象ユーザー

業務が複数のRDBMSで稼働しており、

これらのデータ連携を実現したいお客様

負荷分散を目的に、照会業務などを別サーバーで

実施したいお客様

既存のデータを異なるRDBMS環境にマイグレーションしたいお客様

強調ポイント

DB2/400、DB2/UDB、Oracle、SQL Server間の自由なデータ連携が可能

フィールドレイアウトやデータ型の相違にも柔軟に対応

プログラミング不要。GUI画面での連携設定作成と同期状況確認

- １３ -

対象ユーザー

データベースのログが必要なお客様

強調ポイント

内部・外部の脅威からデータベースを守る

包括的DBソリューション

多種類のデータベースに対するロギングとアクセス監視

70種類以上の標準レポート

セキュリティ

Guardium
内部・外部の脅威からデータベースを守る包括的DBソリューション

ガーディアム



- １４ -

経営情報を多角的に分析し、企業の意思決定を支援する基盤を提供

SmartBA Performance Management：Cognos
コグノス

対象ユーザー
 ビジネス・アナリティクス（プランニング、データ分析、レポーティング）
を行いたい中堅・中小企業から大企業まで全てのお客様

強調ポイント
的確なデータ分析が、より良い迅速な意思決定をサポート
デスクトップ・データ分析から、分散データベース等の大規模環境まで
ユーザー環境・要件に合わせて構成が可能

1つの製品でレポーティング、分析、スコアカード、ダッシュボードを提供

ビッグデータを、手軽に分析活用するBAソリューション

SmartBA Prediction : SPSS
エスピーエスエス

対象ユーザー

自社データを分析活用して、意思決定の向上や経営の見直しなどを

図りたい全てのお客様

強調ポイント

顧客分析による、顧客ランク付けや購入率の予測

適切な在庫量管理、製品注力分野の選定、キャンペーン応答率の予測

統計分析初心者でも活用できるシンプルな操作性

表・グラフ作成機能

統計分析習熟度や分析手法、目的別に応じた多様な製品シリーズ

モダナイゼーション

対象ユーザー
データを分析して活用したいお客様

強調ポイント
手軽にはじめられるハイパフォーマンスな

ビジネスインテリジェンス、ビッグデータに対応

革新的なBIツールによる柔軟かつ迅速な分析

ユーザー部門での自在な分析やレポート作成可能が容易な操作性

手軽にはじめるハイパフォーマンスなビジネスインテリジェンス

SmartBA Diver Solution
ダイバー・ソリューション

－高柔軟性、手頃で、パワフル －

モダナイゼーション

多種多用なコンテンツを一括管理・ワークフロー

Cincom ECM
シンコム・イーシーエム

対象ユーザー
さまざまなコンテンツを一元管理したいお客様

ワークフローをご利用になりたいお客様

強調ポイント
多種多様な文書・画像・動画・その他

コンテンツをWebで一括管理・バージョン管理

プロパティ設定により非構造化ファイルも

容易に検索可能

ワークフロー利用による承認プロセスの迅速化・記録

三和コムテック株式会社



WEBアプリケーション診断を絶えず、深く、楽に

対象ユーザー
多数のWEBサイトをバランス良く診断したいお客様

診断対象より適宜見繕って診断提案してほしいお客様

強調ポイント
診断の申込から実施に至るまで、わかりやすいプロセスにて診断要件を確認
グループ企業を多数抱える大規模企業の様々な診断ニーズに柔軟に対応
PCI DSS準拠やOWASPトップ10の脆弱性対策など、様々なユーザー様の設定基準に準拠した診断サービスをご提供
診断結果も脆弱性情報から、対策方法やソリューションまで分かりやすいレポートにて提供

SCT SECURE SWAT

開始ページ

認証

[FORM]

アカウントの
削除[GET]

アカウント詳
細の編集
[FORM]

確認ページ
[FORM]

変更の保存

ユーザの検
索[FORM]

他のユーザ
の閲覧

パブリックな

ページ

コメント
[FORM]

パーシスタン
トなコメント

エラーメッ
セージ
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内部脆弱性診断サービス

対象ユーザー
社内ネットワークのセキュリティを懸念されるお客様
IT資産の管理、またネットワークのリスク管理を課題とするお客様

強調ポイント
社内ネットワーク内のIPを持つ対象すべてを診断可能
ネットワークのリスクの現状を把握、対策情報を提供するとともに、定期診断によってシステムの変化を検知
サービス、ソフトウェア、アプライアンスと、ニーズに合わせた提供形態
脆弱性情報と対策情報のみならず、危険度に基づいた優先順位の提示など、分かりやすいレポートにて提供

インターナルスキャン

対象ユーザー

ウェブサイトへのハッキング攻撃を懸念されているお客様

ウェブサイトのブランドイメージを強化されたいお客様

強調ポイント

日付入り安全証明マークでセキュリティ強度をアピール

常に最新脆弱性情報に基づいて診断

自動診断でウェブサイトを定期的に、徹底的に診断

PCI-DSS ASV資格を持つ診断ツール

使いやすい管理コンソール、各種レポート出力をサポート

SCT SECURE サービスの中核ソリューション 自動外部診断サービス

クラウドスキャン
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対象ユーザー

PCIDSS準拠をされているお客様。これから準拠を目指すお客様

強調ポイント

外部診断（ASV）をはじめ、内部診断、ペネトレーションテストなど、

PCIDSS要件の診断サービスをワンストップで提供

大規模から小規模診断まで、柔軟に対応

複数の診断やツールにて、定期的なスキャナー変更要望にも対応可能

PCIDSS準拠診断なら、ワンストップでご提供！

PCIDSS対策診断サービス

三和コムテック株式会社
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対象ユーザー

 手軽に、短期間でWAFを導入したいお客様

強調ポイント
 簡単な設定変更（例DNSの向き等）で使用する事が可能
 既存のネットワーク構成への変更がない

対象ユーザー

 WAFを利用されるお客様

（WAF利用で最も一般的なもの）

強調ポイント
 専用ハードウェア一体で提供されるため、
インストールの工数を大幅に削減

 ハードウェア、ソフトウェアの相性問題が発生がない
 インラインモードでの利用で、障害時にもサービス継続が可能
 障害時のサポートがワンストップで受けられる

WEBアプリケーションレベルでの
不正アクセスを監視・ブロック！

Webアプリケーション脆弱性対策
WAF 3タイプ

WAPPLES アプライアンス
ワップル・アプライアンス

対象ユーザー

 物理サーバーを増やさずにWAFを利用したいお客様

強調ポイント

 ハードウェア資産の増加を抑制する事が可能

 既存仮想環境にシームレスに導入可能

 障害発生時切替が容易

WEBアプリケーションレベルでの
不正アクセスを監視・ブロック！

WAPPLES 仮想アプライアンス
ワップル・カソウアプライアンス

端末とWebサーバー間の通信はWSCPを
経由し、フレイアクセスを監視・ブロック！

Cloudbric ( WAPPLES クラウド型サービス）
ワップル・クラウドプラットフォーム

WAPPLES Cloud Service Platform

三和コムテック株式会社
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PLUG-INタイプの暗号化ソリューション

D’Amo

対象ユーザー

簡単にデータベースの暗号化を実現したいお客様

データベース管理者（DBA）に負荷をかけたくないお客様

強調ポイント

データベースのPLUG-INにて暗号化（アプリケーション変更不要）

カラム単位で暗号化が可能、DBへの負荷は最小限

Oracle、MSSQLに加え、MySQLの暗号化にも対応

データベース管理者の情報へのアクセスを制限、セキュリティ担当者の権限を分離

ディアモ
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グレッドセキュリティーサービス
Webサイトの改ざん被害を最小限に！

対象ユーザー

 Webサイトの改竄被害を最小限に抑えたいお客様

強調ポイント

 不正アクセスによるWEBサイトの改ざんの有無を常時監視し改ざんによる被害を最小限に抑える

 監視結果としてWEBサイトの安全・証明も利用できる、クラウド型の標的型攻撃対策



三和コムテック株式会社

- ２０ -

Windows7,

Windows 

server 2008

対応!!

2009年
Award 受賞！！

堅牢な2要素認証を実現

Swivel

対象ユーザー
2要素認証をご検討中のお客様
ハードウェアトークンの使用はコスト・運用負荷が
大きすぎるとお考えのお客様

強調ポイント
トークンレスで2要素認証を実現
ユーザーは記憶した数字を用いて容易にワンタイムコードの生成・利用
Active Directoryにユーザーを追加・削除するだけで運用が可能

シーベル

マルウェア対策ソリューションをリモートサポート

FireAMPサポートPLUS

対象ユーザー

未知のウイルス感染に不安をお持ちのお客様

強調ポイント

FireAMPを利用して未知のマルウェアの感染経路・拡散状況を追跡

FireAMPを利用したリモート管理・報告サービスを提供

マルウェアを検知した際には、一括でマルウェアブロック

ファイアアンプ・サポートプラス
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三和コムテック株式会社

営業部

お問い合わせ先

電話： 03-3583-2518
FAX： 03-3583-2387
Email： sales@sct.co.jp

東京都港区六本木3-4-3 三和ビル
http://www.sct.co.jp

三和コムテック株式会社


