Sophos Mobile
シンプルな統合エンドポイント管理で生産性を向上。
Sophos Mobile は、
デスクトップ
やモバイルデバイスなど、
エンドポイントのセキュリティ管理に割ける時間や労力が限
られている企業に最適な UEM (Unified Endpoint Management) および MTD (Mobile
Threat Defense) ソリューションです。
次世代型サイバーセキュリティ管理プラットフォーム
の Sophos Central は、単一のインターフェースで iOS、Android、Chrome OS、Windows
10、
および macOS デバイスを保護します。
統合エンドポイント管理

管理者は、会社貸与または私物の Windows 10 / macOS エンドポイントおよびモバイルデバ
イスを、単一のシステムで管理・保護して管理の簡素化を実現します。
社内で一貫したセキュリ
ティ対策ポリシーを適用するだけでなく、企業の資産への安全なアクセスを提供します。
積極的
に BYOD を導入している企業では、生産性を維持するために、
デバイスの種類や所有者に関わ
らず、一貫したポリシーを適用できます。
法人向けセキュリティ対策に特化したソフォスならでは
の製品技術で、業務データ、
ユーザー、
モバイルデバイスを安全な状態に保ち、保護します。

モバイル脅威からの保護

業界をリードする脅威対策により、
モバイル デバイス レベルで堅牢な防御ラインを確立します。
ソフォスのディープラーニングテクノロジーを搭載した Intercept X for Mobile は、実績のある保
護対策を提供し、最新のモバイル脅威であるランサムウェア、
ネットワーク攻撃、
エクスプロイト
などから保護します。
コンプライアンスをチェックするとともに企業ポリシーを適用し、違反時に
は、自動的に業務データへのアクセスを制限したり、問題の修正を開始したりします。
すべてのソ
フォス製品を管理するクラウド管理プラットフォームである Sophos Central の一部の Sophos
Mobile は、
デスクトップ、
サーバー、
ネットワークプラットフォームと連係して、
モバイルデバイス
の安全性を支援します。

個人データのプライバシーを守りつつ業務データを保護

個人または会社貸与のモバイルデバイス上の業務データを保護し、安全に保ちます。
業務データの安全性と個人情報の保護を確実にするために、Sophos Mobile は Android
Enterprise Work Profile と iOS User Enrolment の管理モードを通じて BYOD 環境をサポート
します。
企業のメールとアプリをデバイスに展開し、従業員のプライベートデータと企業データ
を分けているので安心できます。
またセキュリティを損なわれることなく生産性を高めることがで
きます。
管理者は、従業員のプライバシーを侵害することなく、企業コンテンツを管理できます。

主な特長

Ì 包括的な UEM ソリューション

Ì iOS や Android 搭載のスマート
フォン/タブレット端末を管理
Ì Windows 10、
Chromebook、macOS コン
ピュータの管理

Ì iOS / Android デバイス上の
Microsoft Office 365 アプリの
管理と設定
Ì Sophos Central でのクラウド
管理

Ì 企業デバイスの完全なデバイス
管理、
または BYOD デバイスの
コンテナ管理
Ì Android ゼロタッチおよび
Apple DEP の広範なサポート

Ì フレキシブルなセルフサービス
ポータル
Ì 受賞歴のある保護製品

Sophos Mobile

手頃な価格

Sophos Mobile なら、
すぐに利用開始できます。
直感的に操作で
きる管理用ワークフローと、
ユーザー向けセルフサービスポー
タルにより、管理者が日々デスクトップやモバイルデバイスなど
の管理やセキュリティ対策に費やす時間が減り、TCO (総所有コ
スト) の削減につながります。
Sophos Mobile はユーザー単位
のライセンスでの価格を提供。
使用しないデバイスのソフトウェ
アに無駄に料金を支払うことなく、組織全体のデバイスの管理
とセキュリティ対策を行うことができます。

セキュリティエコシステム

ソフォスの全製品に対応するクラウドベースの管理プラットフォー
ムである Sophos Central を使用すると、組織はモバイル、
エンド
ポイント、
サーバー、ネットワークセキュリティを単一画面を介し
て管理できます。
クロスプラットフォームの可視性により、
インシ
デント対応の迅速化と管理の合理化が可能になります。

ライセンス概要
デバイス管理

Extended Detection and Response (XDR)

Android、iOS、Chrome OS の脅威と管理データを Sophos XDR
に組み込むことで、組織の可視性を向上させます。
詳細な脅威
ハンティングと IT 運用タスクを実行します。

Ì デバイスに脆弱性や不要なアプリがないか確認
Ì パッチが適用されていない、もしくはソフトウェアが古く
なったデバイスを検索
Ì 単一のコンソールから、
モバイル、
エンドポイント、
ネット
ワーク、
メール、
クラウド、
サーバーのデータ全体を調査し
て対応

Central Mobile Advanced

Central Mobile Standard













アプリケーション管理

企業または BYOD (個人所有
デバイスの業務利用) の管理

Intercept X for Mobile

マルウェア、
ランサムウェア、PUA
(不要と思われるアプリ) 対策





悪意のある Web コンテンツ対策













中間者攻撃 (Man-in-the-Middle) の検出

XDR (Extended Detection and Response)

Android および iOS で Intercept X for
Mobile の無償評価版をダウンロード

App Store および App Store の
ロゴは、Apple Inc. の商標です

Google Play および Google Play
ロゴは、Google LLC の商標です。
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