
FFRI yarai

エ ンド ポ イ ント で 振 る 舞 い 検 知 に よ る 多 層 防 御 を 実 現

標的型攻撃やランサムウェアから
大切な情報を守ります

未知のマルウェアも
防御可能

５つのエンジンで
高度な多層防御を実現

豊富な防御実績と
導入実績

PCにインストール
するだけ
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日々、巧妙化する攻撃を防ぐには、振る舞い検知による多層防御が必須です！

標的型攻撃やランサムウェアがもたらす深刻な脅威

従来のウイルス対策やネットワークセキュリティだけでは
高度化・巧妙化し続けるサイバー攻撃を防ぐことはできません

振る舞い検知型多層防御のFFRI yaraiなら
脆弱性攻撃や未知のマルウェアも検知・防御できます！

FFRI yaraiは、ウイルス定義ファイルを利用した
従来の「後追い型」とは異なり、マルウェアの悪意
ある構造や振る舞いを分析・検知する「先読み型」
ウイルス対策ソフトウェアです。複数の解析手法を
駆使した多層防御により、脆弱性攻撃や未知のマ
ルウェアも優れた精度で検知・防御できます。

特定の企業のみならず、
あらゆる企業が標的に
なっているため、ひとご
とではありません。

偽装サイトや偽装メール
の手口が非常に巧妙にな
り、誰でも騙される可能
性があります。

攻撃手法やマルウェアが、
日々変化しており、従来
型セキュリティでは検知
が難しくなっています。

情報漏えいやサービス停
止による信用の失墜、経
済的損失など、被害は深
刻な問題です。

一度マルウェアに感染す
ると駆除や復旧は困難。
ランサムウェアによる暗
号化を解除するのは、ほ
ぼ不可能です。

メールやWebページ閲
覧時に行われる既知・
未知のセキュリティ脆弱
性を狙った攻撃から防
御します。

プログラムを動作させる
ことなく、構造を静的に
分析し、マルウェア特有
のコードや機能の存在
を調べます。

隔離された仮想環境で
プログラムを実行し、そ
の挙動を分析します。な
お、サンドボックス回避
技術も検知できます。

実行中のプログラムの
動作を監視し、独自の
DHIPSロジックで悪意
ある挙動の有無を分析・
検知します。

ビッグデータを使って、
振る舞いのパターンを
機械学習し、学習結果
をもとに、PC上の悪意
ある挙動を検知します。

標的
拡大

手口
巧妙

検知
困難

被害
深刻

復旧
困難

動的解析 静的解析 半動的解析 動的解析 動的解析

脆弱性攻撃対策 マルウェアを検出

ZDP
エンジン

Static分析
エンジン

Sandbox
エンジン

HIPS
エンジン

機械学習
エンジン

バンキング
マルウェア

ゼロデイ
攻撃

標的型
攻撃

脆弱性
攻撃

ランサム
ウェア

未知の
マルウェア
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標 的 型 攻 撃 対 策ソリュー ション

FFRI yarai日々、巧妙化する攻撃を防ぐには、振る舞い検知による多層防御が必須です！
FFRI yaraiが選ばれる7つの理由

マルウェア特有の悪意ある構造・振る舞
いをリアルタイム解析し、日々、100万
種以上増え続けている未知のマルウェア
から徹底防御します。

振る舞い検知で
未知の脅威を撃退1理由

マルウェアの活動の中で、ポイントとなる
複数のプロセスに対して、最適な防御エ
ンジンを使用。これにより、ＰＣ上での多
層的な防御が可能となります。

5つの防御エンジンによる
高精度な多層防御2理由

実際にマルウェアが活動するPC上で検
知動作をするため、進入経路を問わず攻
撃を防御できます。さらに、マルウェアが
難読化されていても防御できます。

実際にマルウェアが活動する
エンドポイントで動作4理由

大きな負荷がかかるファイル更新・スキャ
ンなどは不要です。そのため、ＰＣのパ
フォーマンスを低下させることなく、業
務への影響も最小限に抑えられます。

PCのパフォーマンスを
損なわない低負荷動作6理由

対象のPCに専用ソフトウェアをインス
トールするだけで利用できます。大掛かり
なシステム構築が不要なので、簡単かつ
コストを抑えて導入することができます。

PCにインストールするだけで
容易に導入可能3理由

脆弱性攻撃、ランサムウェア、バンキン
グマルウェア、サンドボックス回避型マル
ウェアなど、さまざまな攻撃に対して数
多くの防御実績を誇ります。

多種多様なマルウェアや攻撃に
豊富な防御実績5理由

優れた検知精度と防御力に加え、純国産ならではの安心品質とサ
ポート力などが高く評価され、官公庁や金融機関をはじめとする幅
広い業界で採用され続けています。

官公庁や金融機関をはじめ
幅広い業界で採用7理由

FFRI yaraiは、PCにインストールするだけで利用できますが、管理コンソールを構
築していれば、ポリシーの配布やバージョンアップ対応などを一元管理することができ
ます。PCの台数が多い場合や拠点が分散している場合などに導入をおすすめします。

接続されているPCの管理、アップデート管理、
スキャンのスケジュール管理、ポリシー管理、例外リスト管理、
ライセンス管理、ログ管理、各種設定の変更、検体の収集　など

FFRI yarai管理コンソール

主な
機能

管理コンソールは
無償でご利用いただけます

公共
その他業種別契約

ライセンス構成

官公庁

情報通信

産業インフラ・サービス

運輸

金融サービス

FFRI
yarai



パナソニックの総合提案力

FFRI yaraiライセンス体系と価格

ICTを活用し、さまざまなソリューションを提供する当社では、技術的な対策と人的な対策の両面からお客様の情報セキュリティ強化をお手伝い
しています。FFRI yaraiによる技術的な標的型攻撃対策に加え、標的型メール訓練による実態調査や標的型攻撃に関するeラーニングといった
人的対策を活用することにより、社員一人ひとりの意識を向上させ、標的型攻撃に対する防御力をさらに高めることができます。また、標的型攻
撃だけではなく、情報セキュリティ全般のご提案も可能です。お気軽にお問い合わせください。

FFRI yaraiは、それだけでも強力にマルウェアを防御しますが、より堅ろうなセキュリティ環境を構築・維持するためには、日々の運用管理
が重要です。そこで、セキュリティ技術・ノウハウに精通した当社が、お客様の運用管理業務を代行するサービス（有償）も提供しています。

※ 当社によるFFRI yaraiの導入が前提となります。

5～99

100～499

500～999

1,000～4,999

5,000～9,999

10,000～

PC数 ライセンス価格（税抜）

¥9,000

¥8,000

¥7,000

¥5,000

¥4,000

¥3,000

5～99

100～499

500～999

1,000～4,999

5,000～9,999

10,000～

PC数 ライセンス価格（税抜）

¥4,500

¥4,000

¥3,500

¥2,500

¥2,000

¥1,500

FFRI yaraiを「30日間無料」でご利用いただけます！
すべての機能をお試しいただけますので、ぜひお申し込みください。

https://www.panasonic.com/jp/business/its/yarai.html

アカデミックライセンスは学校法人、教育機関
向けの特別ライセンスです。下記の適用条件を
満たすお客様向けに特別価格でご提供します。

■ アカデミックライセンス適用条件

①学校教育法第一条で定められた幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、
大学（大学院/短期大学を含む）、高等専門学校

②株式会社ＦＦＲＩ社のホームページやカタログ等での
学校名の公開をご承諾いただけること

※ 1PCにつき1ライセンスが必要です。 
※ マルチブートや仮想化を利用している場合は、1 OSにつき1ライセンス が
必要です。 

※ CDメディアは含まれず、ダウンロード提供となります。 
※ 本製品は、1年更新のライセンスで、1年間の製品サポートが含まれます。 
※ 2年目以降も同じライセンス価格です。 
※ 最低購入ライセンスは、5ライセンスです。

お申し込みサイト無料体験
30日間

FFRI yaraiの運用を当社が強力にサポート！  ● FFRI yarai 運用サービス

● 運用サービスの３つのメリット

お客様 当社運用・サポートセンター

従業員

管理者様

● 企業向けライセンス ● アカデミックライセンス

サマリーレポート

運用担当者

FFRI yarai管理コンソール

お問い合わせ

・検体収集
・マルウェア判定
・例外リスト運用
・ポリシーメンテナンス
・管理サーバー運用
・バージョンアップ など

・構築不要のため、スピーディに導入可能
・導入費用の低減が可能
・サーバーの維持、管理が不要

管理サーバーをクラウドで提供

1

・定期的にサマリーレポートを提出

攻撃状況の把握3

・管理サーバーの運用
・アラート情報の収集、マルウェア判定
・例外リスト、ポリシーのメンテナンス
・管理コンソール、FFRI yaraiのバージョンアップ

面倒な作業を当社が代行

2

●記載されている内容は、2019年2月現在のものです。予告なしに変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
●本サービスは法人のお客様を対象としています。個人のお客様は対象外とさせていただきます。 
●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、™、®マークは基本的に明記していません。

PST-1703JC102B

https://www.panasonic.com/jp/business/its/yarai.html




