データシート

McAfee Essential Success Plan
エスカレーション管理サービス、コンサルティングサービス、トレーニングサービス、
ビジネスレビューサービスを含む比較的軽量でプロアクティブなプラン

成長企業は、ネットワークセキュリティを維持するために日々取り組んでいます。その重圧は絶え
ず続きます。中規模企業を対象にした McAfee® Essential Success Plan では、お客様のネットワー
クセキュリティ上の課題を適切に処理して成功へと導くサポートをします。このプランでは、戦略
的にパッケージ化されたサービスを提供します。ソリューションの最適化、リスクの管理、価値
の維持をサポートするように作られています。
課題

サイバー攻撃の増加、収益の減少や業務の中断は、世界中
の企業で増えている懸念事項です。

Cybersecurity Ventures 社の最新の調査によると、サイバー
犯罪による世界的な被害額は、2021 年までには毎年 6 兆ド
ルに達すると予測されています。1 サイバー攻撃は、米国で

最も急成長している犯罪です。2 さらに、企業はより大きな
セキュリティ侵害を経験しています。2017 年にはデータ漏え
いの規模は、平均 1.8% 増加し、そのデータ数は 24,000 件
を上回りました。3
そのため、セキュリティ上の問題が発生する前に、戦略的で
確実な対策と強力なセキュリティ計画を実施することが必
要不可欠です。
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主なメリット
■■

■■

成功への道

強力な IT セキュリティは、サイバー攻撃を防ぐための鍵です。
McAfee Essential Success Plan は、戦略的にパッケージ化
されたお客様向けの各種サービス、リソース、エキスパートの
サポートを提供します。お客様のセキュリティニーズに応え、投
資価値を最大限に高めることができます。このプランには、
プロアクティブなアカウント管理、トレーニングサービス、
ヘルスチェック、ビジネスレビューが含まれ、テクニカルエキ
スパートへ直接かつ優先的に問い合わせることができます。

■■

製品の導入から運用までをエキスパー
トがサポート : 割り当てられたサポート
アカウントマネージャー (SAM) は連絡
窓口として機能し、技術的な問題のエ
スカレーション管理を行います。

セキュリティリスクを低減 : テクニカル
エキスパートに直接かつ優先的に問い
合わせることができるため、セキュリ
ティ環境を安心して利用でき、リスク
を最小限に抑えます。ヘルスチェック
により、詳細な診断レポート、メンテ
ナンス作業に関する要約情報、セキュ
リティ環境の最適化に関するアドバイ
スを提供します。
技術投資によって高い価値を創出 : 柔
軟なトレーニングサービスを利用する
ことによって、お客様のチームメンバー
の 専 門 知 識 を高めます。 ビジネスレ
ビューでは、製品の適切な活用を確実
に行う支援をします。

データシート

専門家によるサポートで、セキュリティリスクを軽減し、
ROI を最大化
現在の急速なコンピューター社会では、IT チームは組織全
体に分散し、サイバー攻撃への準備にかける時間はとても
わずかです。McAfee Essential Success Plan は専門的なサ
ポートを提供することで、セキュリティリスクを軽減し、マ
カフィー製品への投資から高い価値を創出します。

割り当てられたサポートアカウントマネージャー (SAM) は、
連絡窓口として機能します。SAM は、お客様のチームとの
関係構築とマカフィー製品の使用環境のカスタマイズにより、
専門的なサポートを提供します。また SAM は、技術的な問
題のエスカレーション管理と緊急事態の管理を行います。
テクニカルエキスパートに直接かつ優先的に問い合わせるこ
とができるため、セキュリティ環境を安心して利用でき、リ
スクを最小限に抑えます。マカフィーのテクニカルエキスパー
トは、製品に関する技術的な専門知識を持ち、優先的にト
ラブルシューティングを提供します。緊急事態には迅速な解
決を可能にします。リモートで 1 年に 1 回実施されるヘルス
チェックでは、詳細な診断レポート、メンテナンス作業に関
する概要、セキュリティ環境の最適化に関するアドバイスを
提供することにより、マカフィー製品の効率的な運用をサ
ポートします。

2

McAfee Essential Success Plan

マカフィーはお客様の組織を保護し、お客様の投資を最大
限に活かし、ROI の向上をサポートします。半年に一度のビ
ジネスレビューは、ネットワークセキュリティ上の問題、解
決策、およびセキュリティの推奨事項に関する情報を提供し
ます。これにより、攻撃を阻止する準備を整えることができ
ます。技術的な知識を増やし、信頼を築き上げます。

トレーニングバウチャーを使用して、お客様のニーズに合っ
たコースを選択します。インストラクター主導のコース、ガイ
ド付きオンデマンド、eLearning など、コースはさまざまな
形で提供されています。
コンサルティングサービスとトレーニングサービスのオプショ
ンは、こちらをご覧ください。

トレーニング
サービス

法人向け
サポート

提供されるサービス
カスタマイズされた管理サービス
■■
サ ポ ートア カ ウ ントマ ネ ー ジ ャ ー
(SAM)
■■

コンサルティングサービスとトレーニン
グサービス
■■
リモ ートか ら の ヘ ルスチ ェッ ク
(McAfee ® ePolicy Orchestrator ® ソ
フトウェアまたは McAfee® Endpoint
Security)
■■

プロフェッショナル
サービス

トレーニングサービスに使用できる 30
回分のバウチャー (eLearning、ガイ
ド付きオンデマンドトレーニング、ま
たはインストラクターによるトレーニン
グ)

アドバンスドアクセスサービス
■■
テクニカルサポートエンジニア部門の
エキスパートへのダイレクトアクセス
■■
■■

お客様

半年に一度のビジネスレビュー

24 時間 365 日体制の電話サポート
サービスリクエスト優先サービス
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McAfee カスタマーサクセスについて

McAfee カスタマーサクセスグループは、サービス、サポート、
トレーニングを一体化し、お客様の長期的な成功の実現を
支援します。

わたしたちの目標はシンプルです。お客様がマカフィー製品
を正常に導入して使用し、運用リスクを管理し、長期にわたっ
て持続的な価値を創出するためのサポートを提供します。
サービスの導入とプロアクティブなアカウント管理から、セル
フヘルプリソース、コミュニティ、オンコールの専門的なサ
ポートに至るまで、McAfee カスタマーサクセスグループは、
目標とするセキュリティの結果を達成するための人材、プロ
セス、ツール、技術を提供します。

詳細について

専用のアカウント管理、トレーニングサービス、ヘルスチェック、
24 時間 365 日体制のサポート、テクニカルエキスパートへ
のダイレクトアクセスを網羅するグローバルサポートインフ
ラストラクチャをまとめることによって、McAfee Essential
Success Plan は、お客様の組織を保護し、セキュリティ投
資の持続可能な価値をもたらすサポートをします。
詳細については、こちらをご覧いただくか、セールスアカウン
トマネージャーまたはパートナーまでお問い合わせください。

1.「2017 Official Annual Cybercrime Report」(Cybersecurity Ventures)
2. 同上。
3.「2018

データ漏えいコストに関する調査報告書 (2018 Cost of Data Breach Study)」
(Ponemon Institute)

マカフィー株式会社 www.mcafee.com/jp
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