
Sophos XGS107 Sophos XGS136 Sophos XGS2100

形状

デスクトップ デスクトップ 1U ラックマウント

目安となる
接続デバイス数※1

～10台 ～50台 ～100台

最大電力消費量 53.9W 62W 162W

電源
外部オートレンジ AC-D

100-240VAC1.7A@50-60 Hz
12VDC、5A、60W

外部オートレンジ AC-DC
100-240VAC2.5A@50-60 Hz

12VDC、12.5A、150W

内部オートレンジDC
100-240VAC3-6A@50-60 Hz 

寸法
(幅×奥行×高さ)

230 x 205.5 x 44 mm 320 x 213 x 44 mm 438 x 405 x 44 mm

重さ 1.4 kg 2.4 kg 4.7 kg

ポート数 8 10 8

スルー
プット
※2

Firewall
(Mbps) 7,000 11,500 30,000

NGFW
(Mbps) 1,050 3,000 5,200

IPS
(Mbps) 1,355 3,300 5,800

脅威対策
(Mbps) 320 1,000 1,250

ご提供価格 オープン価格（3年、5年） オープン価格（3年、5年） オープン価格（3年、5年）

販売元 販売店

〒105−0023 東京都港区芝浦1-1-1

浜松町ビルディング

日々進化するセキュリティー脅威から

お客様の大切なIT資産を守ります

◆次世代型ファイアウォール

◆高いデータ処理能力

◆外出先からのリモートアクセス

Sophos XGS107 Sophos XGS136 Sophos XGS2100

クライアントVPN

内容 最大10台まで 最大50台まで

価格 オープン価格 ※1 オープン価格 ※1

UTMレポート

内容 定期的にセキュリティーに関するレポートをメールで提供します。 ※2

価格 2,000円/月

ネットワーク見える化

内容
お客様社内のクライアントPCをはじめとしたIT機器の情報や、ネットワーク構成図のレポー
トとして「ネットワーク見える化シート」を作成し、データとしてご提供いたします。※3

価格 クライアントPC台数によって変わります。別途お問い合わせください。

※1 目安となる接続デバイス数は平均的なユーザーの消費帯域から算出さたもので、実際のスループットは各モデルの機器スペックに依存します。
機器スペック以上にネットワークに負荷がかかった場合、個々のPCのスループットは低下する可能性がありますので、接続可能なPC台数を保
証するものではありませんのでご留意ください。

※2 最大スループットは、理想的なテスト条件の下で、業界標準の試験ツールを使用して測定しています。実環境でのパフォーマンスは、ネット
ワークの状態や有効にしているサービスなどによって変わりますのでご留意ください。

※1 利用開始には初期設定料金が必要となります。また、クライアントPCの設定はお客様にて実施いただきます。弊社エンジニア
による実施をご希望の場合は別途料金が必要となります。本体の保守年数と同じ年数分の契約が必要です。

※2 レポート内容に関する問い合わせは受け付けておりません。
※3 レポート情報の一部はお客様へのヒアリングによるものもあり、ヒアリングで確認することができなかった場合はレポートに
記載されない場合がございます。

■主な仕様

電源

オプションの冗長電源接続口

USB3.0×1

GbE SFP×1

GbE copperポート×8 電源

オプションの冗長電源接続口
2.5GbE PoEポート×2

USB3.0×1

COM(RJ45)×1

F1-F2 SFP fiberポート×2

GbE copperポート×10 拡張ベイ

電源

電源スイッチ

USB×1

外部上長電源用コネクタ

外部電源用のマウンティングピン

■オプションサービス

製品保証

5年付

COM(RJ45)×1



検出、ブロック、保護 をこの1台に
機械学習型テクノロジーで未知の脅威も検出

最新のハッキングや攻撃による不正侵入をブロック

不適切なWebサイトからネットワークを保護

標的型攻撃を迅速に検出し、クライアントを保護

初期設定から運用保守まで安心のサポート体制

ウイルス対策 IPS（不正侵入防止） Web、アプリ制御

次世代型ファイアウォール

ステートフルインスペクション、IPS、および ATP による次世代

型ファイアウォールの完全な保護により、最新のハッキングや攻

撃を即座に阻止します。

Webフィルタリング

フィッシング/ファーミング攻撃、スパイウェアなどのマルウェ

ア等、企業のネットワーク管理者が不適切と判定するコンテンツ

を含んでいる危険なWebサイトへのアクセスをブロックします。

マルウェア、攻撃コード、スパムメール配信などを行っている

Webサイトやサーバを、ドメイン(URL)とIPレベルの両方で調査し

て自動更新し、きめ細かいWebアクセスポリシーの適用が可能

です。
IPS（不正侵入防止）

探知されにくいネットワークレベルの脅威に対し、最新の防御機

能を提供し、従来のファイアウォール防御を回避する攻撃を阻止

します。既知と未知の両方の脅威防御機能によって、ネットワー

クの境界でほとんどの有害な攻撃を阻止することが可能です。

アプリケーションコントロール

P2P通信を制限することにより、アプリケーション経由でのウイ

ルス感染、不正侵入、情報漏洩のリスクを軽減します。

ATP（Advanced Threat Protection）

標的型攻撃（外部C&Cサーバーへの通信など）に対し、ネット

ワーク内部の感染/侵害されたクライアントを迅速に検出します。

ウイルス対策

社内のネットワークとインターネット間の通信において、ウイル

スが含まれていないかを最新のテクノロジーでチェックします。
◆クライアントVPNオプション

ブリッジモード

既存のネットワーク環境を変更せずに、お客様ネットワーク

を守ります。簡単にセキュリティーレベルを高めたい、とい

うお客様にお勧めのモードです。

お客様の環境に合せた初期設定

ゲートウェイモード（ルーターモード）

Internetの回線終端装置（ONU）配下にUTM装置を設置し

ます。ネットワークを分離したい、というお客様にお勧め

のモードです。

IT-Guardians UTMサービスでは、コニカミノルタジャパンが推奨するセキュリティーポリシー設定をご用意しており、一般的に必要な

対策はすべて有効化されておりますので、お客様にて複雑な初期設定値をご検討いただく必要はございません。ファイアウォール機能に

ついては、お客様が業務で利用するクラウド上のシステムへの通信をブロックされてしまうことがないように、クラウド上にある業務利

用のサイトをホワイトリストとして明示的に許可しておくことも可能です。Webフィルタリング機能においては、フィルタリング項目ご

とにアクション（許可・警告・ブロック）の選択が可能です。また、導入モードについて以下の二つのモードから選択いただけます。

IT-Guardians UTMサービスには、保守サポートも含まれています。障害発生時には、コニカミノルタジャパンがリモートで機器のス

テータスを確認いたします。お客様先に伺うことなく利用状況や設定変更が可能ですので、より迅速な保守サポートをご提供いたします。

また、万が一ハードウェア故障が発生した場合には、先出しセンドバックにて交換機を手配します。交換機の設置はコニカミノルタジャ

パンのエンジニアがお客様へ訪問して行います。障害時の対応もすべてコニカミノルタジャパンへお任せください。

安心の保守サポート

IT-Guardians UTMサービス

クライアントVPNオプションにより、社外から社内

のSophos Firewallへ暗号化通信が可能となり、セ

キュアなリモートアクセスを実現します。社内の

サーバーやNAS等にアクセスできることによって、

自宅や外出先からでも社内と同じように仕事をする

ことが可能となります。

※クライアントVPNオプションは、ゲートウェイ

モードでのみご利用いただけます。

高度なWeb脅威対策

IT-Guardians UTMサービスの高度な検出エンジンは、多形化や

難読化が行われた最新のWeb脅威に対して卓越した保護機能を提

供します。JavaScriptエミュレーション、ふるまい分析、配信元

レピュテーションなどの革新的な手法によって、お客様のネット

ワークの安全性を確保します。

SSLインスペクション

社内ネットワークからインターネットへの通信において、HTTPS

（SSL）を使用した通信をチェックします。（SNI/CAインスペク

ション）

IT-Guardians UTMサービスは、アンチウイルス、IPS、Web、アプリケーション

の制御など、複数のセキュリティー機能により堅牢なディープパケット脅威保護

を提供します。

◆IT-Guardiansアンチウイルスサービス◆ネットワーク見える化オプション

エンドポイント（PCデバイス）をセキュリティーの脅威から保護

するサービスです。パターンマッチング、レピュテーション、サン

ドボックス、ふるまい検知の4重のスキャニングでウイルスを検知

します。既知の攻撃はもちろん、未知の攻撃に対しても高い検知力

でPCを防御します。近年、スパムメール等は巧妙化してファイア

ウォールで検知しきれないため、特にテレワーク時ではエンドポイ

ント側でしっかりと対策をとることが重要です。

IT-Guardians UTMサービスの導入時に、お客様のクライア

ントPCをはじめとしたIT機器・ネットワーク構成を調査し、

「ネットワーク見える化シート」を作成して、データとして

ご提供いたします。調査対象となる機器は、クライアントPC、

サーバー、NAS、ネットワークプリンター、複合機、無線ア

クセスポイント、ルーター、UTM、MOBOTIX※となります。

IT-Guardians UTMサービスの他にも、セキュリティー関連サービスをご用意しております

隠れたリスクを顕在化

危険なアクティビティ、疑わしい

トラフィック、高度な脅威を分か

りやすく表示し、ネットワークを

適切に制御できます。

未知の脅威を阻止

ディープラーニングや侵入防止シ

ステムのような次世代型の強力な

保護テクノロジーによって組織を

保護できます。

最新の攻撃からの保護

高度な攻撃や脅威の阻止に必要な

機能を全て搭載。信頼できるユー

ザーに対しては安全なネットワー

クアクセスを提供します。

※コニカミノルタ提供のネットワークカメラ

高いデータ処理能力

IT-Guardians UTMサービスは、従来のサービスと比べてスルー

プット値が大幅に上昇しており、高い処理性能を実現しています。

Sophos XGS136 従来サービス

FWスループット 11,500Mbps 2,500Mbps

NGFWスループット 3,000Mbps 220Mbps

IPSスループット 3,300Mbps 350Mbps

Sophos Firewall

インターネット

オフィス 自宅外出先

VPNトンネル VPNトンネル

ご利用イメージ


