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ESETインターネットセキュリティは、ESETの誇る検出機能、
スピード、使いやすさをバランス良く兼ね備え、一般のWeb
ユーザーを強固に保護します。

多層防御機能により、あらゆる種類
のオンラインおよびオフラインの脅
威を防御。他のユーザーへのマル
ウェア拡散も防止します。

コンピューターへの不正アクセスや
データの悪用を防ぎます。オンライ
ン決済や電子財布の安全な利用をサ
ポートします。

ホームルーターとスマートデバイス
の脆弱性をテストし、Webカメラへ
の想定外のアクセスを検知および
ブロックします。

実績あるウイルス対策
テクノロジー

オンラインバンキングと
個人情報を保護

IoTとWebカメラを保護

ESET は、Virus BulletinのVB100
アワードの受賞最多記録を保持
するなど、第三者機関から業界
トップクラスとの評価を得てい
ます。

13カ所のR&Dセンターが、人工知能、
機械学習、クラウドベースのレピュ
テーションシステムをはじめ、各種の
最新ツールを開発しています。

欧州で生まれたESETは、完全性、
信頼性、独立性を重視し、株式を
公開しない私企業としてその価値
観を貫いています。

業界賞を受賞した保護機能 最先端のテクノロジー 欧州連合（EU）で開発

1.1億人以上の
世界中のユーザーを保護

インターネット 
セキュリティ

100回以上の
権威あるVB100アワードを受賞

30年以上の
実績あるNOD32テクノロジー



ウイルス・スパイウェア対策 オンラインとオフラインのあらゆる種類の脅威を予防し、他のユーザーへのマルウェア拡散を防止します。

エクスプロイトブロッカー ウイルス対策を回避するよう設計された攻撃をブロックし、画面ロック型マルウェアやランサムウェアを排除します。
Webブラウザー、PDFリーダー、その他のアプリケーション（Javaソフトウェアを含む）経由の攻撃も防ぎます。

高度なメモリスキャナー 複数の層の暗号化によって活動を隠蔽しようとする常駐型のマルウェアの検出を可能にします。

クラウドを利用したスキャン ESET Live Grid® ファイルレピュテーションデータベースに基づき、安全なファイルをホワイトリスト化することで検
査時間を短縮します。
未知のマルウェアでも、その挙動をクラウドベースのレピュテーションシステムと比較することでプロアクティブに阻
止できます。

ダウンロード中のファイル検査 ダウンロード中に特定のファイルタイプ（ZIPファイルなど）をスキャンすることで、検査時間を短縮します。

アイドル状態検査 コンピューターを使用していないときに詳細な検査を実行し、システムパフォーマンスを向上させます。また、被害が
生じる前に潜在的な脅威を検出します。

ホストベースの侵入防止システム（HIPS） システムの挙動を詳細にカスタマイズ可能です。
システムレジストリ、アクティブな処理やプログラムについてルールを指定するオプションを提供し、セキュリティ状
態の微調整に対応します。

スクリプトベースの攻撃対策 Windows PowerShellを悪用しようとするスクリプトのほか、ブラウザー経由で攻撃する悪質なJavaScriptも検出しま
す。Mozilla Firefox、Google Chrome、Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edgeブラウザーのすべてをサポー
トします。

UEFIスキャナー Windows UEFIシステムインターフェースを持つシステムで、Windows起動前など深層でコンピューターを攻撃する
脅威を防御します。

インターネットを
安全に楽しめるものに 

ESETの業界賞を受賞した検出技術の保護のも
と、すばらしいオンラインの世界を体験しま
しょう。世界で1.1億人を超えるユーザーに
信頼されている技術が、ウイルス、ランサム
ウェア、ルートキット、ワーム、スパイウェ
アなど、あらゆるデジタル脅威を検出し、無
力化します。検出を回避するテクニックも防
ぎ、標的型攻撃やエクスプロイトをブロック
します。また、フィッシング対策により、
ユーザー名やパスワードなど、ユーザーの機
密情報にアクセスしようとする不正Webサイ
トからユーザーを守ります。

コンピューターの
フルパワーを活用

ESETインターネットセキュリティは、ユー
ザーが日常的に使用するプログラムのリソー
スを奪わないため、遊びや仕事、インター
ネット閲覧の速度が落ちることはありませ
ん。省電力モードなら電源なしで長くイン
ターネットを利用でき、ポップアップに煩わ
されずにゲームを楽しめます。

少ないシステムリソース消費量 高性能を維持し、ハードウェアを長持ちさせます。どんなタイプのシステム環境にも対応します。
更新パッケージが非常に小さいため、インターネット帯域幅が少なくて済みます。

ゲームモード ESETインターネットセキュリティは、全画面で実行中のプログラムがある場合、一時的にシステム更新や通知が停止され
るサイレントモードに自動的に切り替わり、ゲーム、動画、写真、プレゼンテーションのためにリソースを節約します。 

ポータブルコンピューターのサポート ゲームや動画に集中していただけるよう、対処する必要のないポップアップウィンドウ、更新、システムリソースを多
く消費する操作はすべて延期します。



プライバシーの保護 

ハッカーによるパスワードの悪用を防ぎ、オ
ンラインバンキング、オンライン決済、暗号
化されたWebウォレットの安全を守ります。
安全な接続を確保するとともに、Webカメラ
やホームWi-Fiルーターへの侵害を防ぎ、個人
データをランサムウェアから守ります。ルー
ターに接続したスマートデバイスを積極的に
テストすることにより、プライバシーを保護
します。

ランサムウェアシールド ユーザーの個人データにロックをかけ、ロック解除と引き換えに「身代金（ランサム）」を要求するマルウェアをブ
ロックします。

Webカメラプロテクション コンピューター上で実行されるすべての処理とアプリケーションを常に監視し、Webカメラが正しい動作をしているかを
確認します。Webカメラに不正にアクセスする試みがあった場合は、ユーザーに警告を表示しブロックを可能にします。

接続されたホームモニター 強度の低いパスワード、古いファームウェアなど、ホームルーターの脆弱性をテストし、
修復のオプションを提示します。ルーター接続デバイス（スマートフォン、IoTなど）のリストを表示すれば、誰が接
続しているかを簡単に把握できます。また、スマートデバイスの脆弱性を検査し、将来的な問題を回避する方法もアド
バイスします。

ファイアウォール コンピューターへの無許可アクセスおよび個人データの悪用を防止します。

ネットワーク攻撃保護 ファイアウォールの拡張機能として、悪意あるネットワークトラフィックからコンピューターを自動的に保護し、危険
なトラフィックパターンが示す脅威をブロックします。

オンラインバンキングと決済の保護  IMPROVED 専用のセキュアブラウザーを通じてオンライン決済の安全を確保します。また、インターネットバンキングや暗号化さ
れたWebウォレットを利用するユーザーを自動的に保護します。キーボードとブラウザーの通信を暗号化することによ
り、キーロガーによる入力内容の詐取も防ぎます。

ボットネットプロテクション  ボットネットマルウェアから保護するセキュリティ層により、コンピューターがスパム送信やネットワーク攻撃に悪用
されるのを防ぎます。ネットワークシグネチャを利用した新しい検出機能が、悪意あるトラフィックを迅速にブロック
します。

フィッシング対策 ユーザー名、パスワード、銀行口座情報など、個人情報を詐取しようとする偽のWebサイトからプライバシーと資産を
保護します。

自宅/職場外ネットワーク 未知のネットワークに接続しようとすると警告を表示し、 厳重な保護モードへの切り替えを促します。
使用中のデバイスは、同じネットワークに接続している他のコンピューターには表示されません。

デバイスコントロール 外付けデバイスへの個人データの不正コピーを防止し、CD、DVD、USBメモリ、外付けハードディスクなど、任意の
ストレージメディアをブロックします。Bluetooth、FireWire、シリアル/パラレルポート経由での接続もブロック可能
です。

迷惑メール対策 不要なメールでメールボックスがいっぱいになるのを防ぎます。

ペアレンタルコントロール お子様の年齢に応じて所定のカテゴリーから選択できます。
また、設定の変更や意図しない製品のアンインストール をパスワードで防止します。

インターネット上で
お子様の安全を確保 

ペアレンタルコントロールにより、お子様は
不適切なコンテンツに触れることなく、イン
ターネットの良い面だけを利用することがで
きます。20以上のWebサイトカテゴリーをブ
ロックしたり、サイトを個別にブラックリス
トに入れたりすることが可能です。



位置情報の追跡 ESET®アンチセフトWebインターフェース （my.eset.com）でデバイスを「紛失中」とマークすれば、自動的に監視
が始まります。デバイスがオンラインになると、範囲内のWi-Fiネットワークに基づいてマップ上に位置を表示。ESET
アンチセフトを介して収集した情報には、my.eset.comからアクセスできます。  

ノートパソコン用アクティビティウォッチ ノートパソコンの内蔵カメラを介して窃盗犯を確認することができるほか、紛失中のノートパソコンにスナップショット画
像を収集します。
最新のカメラ画像やスナップショット画像はすべてWebインターフェース（my.eset.com）に保存されます。

アンチセフト（盗難対策）最適化 アンチセフト機能を簡単に設定し、デバイスを最大限に保護することができます。
Windowsの自動ログインやオペレーティングシステムのアカウントパスワードも簡単に設定できます。主要システム
設定の変更によるセキュリティ強化もアドバイスいたします。

一方向メッセージ my.eset.comからメッセージを作成し、紛失したデバイスの画面に表示させることにより、取り戻す可能性を高めます。

アンチセフト/盗難対策 – 
紛失したコンピューターの
追跡と発見

紛失または盗難にあったノートパソコンを保
護し、取り戻す可能性を高めます。

インストール以外の操作不要
またはニーズに応じて詳細に
カスタマイズ

ESETインターネットセキュリティは、潜在的
なセキュリティ問題について通知し、メイン画
面からすぐに対処できるようにするなど、デ
フォルト設定で最初から最高レベルの保護性能
を発揮します。その洗練されたユーザーイン
ターフェースでは、すべての日常タスクを簡単
に設定できます。
また、150以上の詳細設定でセキュリティプロ
ファイルの微調整が可能です。

ワンクリックソリューション どの画面からでも保護状態を確認し、頻繁に使用するツールにアクセスすることが可能です。総合的なワンクリックソ
リューションで潜在的な問題に対応します。

スムーズな製品アップグレード 新しい定義ファイルが公開されると自動で更新され、高いレベルのセキュリティを常に維持することが可能です。

上級ユーザー向けの設定 ニーズに応じた詳細なセキュリティ設定に対応します。
検査の範囲、検査時間、検査するファイルやアーカイブのサイズなどを設定できます。

ESET SysInspector® システムから重要な情報を取得し、セキュリティや互換性に関する多様な問題の解決を助ける高度な診断ツールです。

セキュリティレポート  NEW ESETによるコンピューターの保護状況を毎月お知らせします。このレポートには、検出した脅威、
ブロックしたWebページ、分類した迷惑メール、ブロックしたWebカメラへのアクセスなどに関する情報が含まれます。
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my.eset.comで
ライセンスを詳細に管理

無料のmy.eset.comアカウントを作成すれ
ば、ライセンスと接続デバイスの状態を簡単
に把握できます。 

ライセンスマネージャー my.eset.comポータルで、お持ちのライセンスとインストール済みのESET製品の管理を行うことができます。


