
刷 ICheck Poinf 

六J運用コストを抑えながら
¥il信頼性の高いセキュリティを実現

/ / 
/ 

ア

INFINITY 
THE CYBER SECURITY ARCHITECTURE OF THE FUTURE 



エンタープライス‘向けに開発した
最先端の最高レベルセキュリティが唱台で実現でき否か5
コストを抑えたトータル・セキュリティ・ソリユーションが可能です

洗練された設定画面

簡単設定
操作性に優れたWebペースの

口一刀ル管理

包括的な
セキュリティ対策
ウイルス、スパム、危険なアプリ

ケーションおよひ‘不正なWebサイトなど

外部か5の脅威{こ対する保護

|セキユ町
イメージ

UTM(Unified Threat 

Management、統合

脅威管理)とは、イン

ターネット上lζ存在

する様々な脅威に対し

多段階の防御策を実現

することができる

ネットワークセキュ

リティ製品の総称で、すo

社内ネットワークの

手前で遮断することに

より、安全なネット

ワーク環境でご利用

いただけます。

J感染ファイJIIの 』
:.2?と守二巳-J-

アイアウオール

導入が容易

事前設定しなくとも

セキュリティ設定がされているため

設置するだけで

十分なセキュリティを確保

セキュリティが
"見え否化"されたレポート
機器が検出したマルウ工アの件数や

外部か5の攻撃の件数などを

杓かりやすいレポートでお知5せ
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高レベルのセキュリティ機能を提供
5MBアブライアンスの日常的な運用管理を代行し
レポート田信およびクラウドマネジメントで・お客様へ安心をと提供します
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検知したウイルスや攻撃などの数や、

インターネットトラフィックの合計、

感染したPCの台数などをまとめた、

直感的でわかりやすいセキュリティ

レポートを定期的lζ配信します。

. 
・・・H♂

. . . . . . . . . . . . . . 
ー...・~ ...... . 

-納入された各社のデバイスをリモート管理

・ファームウェアの自動更新、管理

クラウドペースのログ確認

・クラウド経由の運用管理なのでどこにいてちメンテ可能

CheckPointのモパイル向けソリユーションのと紹介

• 

SandBlast Mobile 

-ashm 
振る舞い検査に基づく
リスク・スコア・工ンジン

• 

ーー-圃--
りアルタイムな脅威情報と

セキユりティ運用

最高レベルのモパイル・セキュリティ

NEW! NEW! 
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ネットワーク osの脆弱性の フィッシンク、、 不Eアプリ

URL 
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攻撃 悪用 フィルタリング

-不審なワイヤレス ・05の脆弱性や .5M5、5N5へ送ら ・偽アプリ、 -カテゴリー、 .c&cサーバーなど
ネットワークを自 デバイスを継続的 れてくるサイトを マルウエアアプリ ブラックリストに への不正接続を
動で検出 に調査、診断 検出、ブ、ロック のスキャン、検出 よるWebサイト 自動的にブロック

の許可/ブ、ロック



-ゲートウzイアブライアンス仕様

1530， 1550 (Wi・Fimodel) 

ilo1:lI] 

パフ耳fーマンス(真理揖トラフィッタ}

脅威対策スループット (Mbps) 340 

NGFWスループット (Mbps) 600 

ファイアウオールスループット (Mbps) 1，000 

RFC 35刊、 2544、2647、唱2421ζーづくパフ君ーマンス眠鵬 (LAB)

VPNスループット (Mbps) 970 

接続数/秒 10，500 

同時接続数 500，000 

モバイルアクセス(同時接続数) 100 users 

ハードウエア

WAN 

1570， 1590 (Wi.Fi model) 
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450 500 

800 970 

1，000 2，800 

1，300 1，950 

14，000 15，750 

500，000 500，000 

1 x 10/100/1 OOOBase-T RJ・45port 

ilo'}:II] 

660 

1，300 

2，800 

2，600 

21，000 

500，000 

200 users 

DMZ 1 x 10/100/1 OOOBase-T RJ・45/1x 1000BaseF SFP port 

LAN 5x 10/100/1 OOOBase-T RJ・45poはs 8x 10/100/1 OOOBase-T RJ-45 po吋s

Wi-Fiオプション 802.11 b/g/n/ac MIMO 3x3 802.11 b/g/n and 802.11 n/ac wave 11 MIMO 4x4 

コンソールポート 1x USB-C 

USBポート 1x USB 3.0 

SDカードスロット Micro-SD slot (SDHC規格/最大64GB)

輔理仕様

匡体デザイン デスクトップサイズ

寸法例 xDxH) 210 x 160 x 37.5 mm 210 x 170 x 42 mm 

重量 0.43 kg 0.87 kg 

使用曙揖

動作環境 OOC -400C / -450C -600C (5-95%，結露なきこと)

電源

AC入力電源 110 -240VAC， 50 -60 Hz 

電源仕様 12V/3.3A 40W power adapter 
12V/3.3A 40W power adapter (non-WトFi)

12V/5A 60W power adapter (Wi・Fi)

最太消費電力 17.92W (non-WトFi);21.95W (WトFi) 26.01W (non-WトFi);31.28W (WトFi)

熱出力

~PSI 
株式会祉ピー工スアイ
http://www.psi.co.jp 

【東京本社】 【福岡営業所】

干160-0022 干810-0001

61.什 (non-WトFi);74.85(WトFi)

東京都新宿区新宿 5-5-3建成新宿ビjレ4F 福岡県福岡市中央区天神1-15-5天神明治通りビル301

Tel: 03-3357-9980 Fax: 03-5360-4488 Tel: 092-600-4570 

※掲載されている会社名、製品名及び口ゴは各社の商標または登録商標です。

※カタログに掲載されている内容は、予告無く変更される場合があります。

88.70 (non-Wi-Fi); 100.66 (Wト円)
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