サイバーセキュリ
ティの現状
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McAfee カスタマー
サクセス プラン
McAfee ソリューションを最適化して
セキュリティを強化しましょう

McAfee は、サイバーセキュリティの専門家が
より効果的で効率的な保護対策を実施できる
ように支援しています。お客様のビジネスを
保護するセキュリティを強化し、よりスマート
でプロアクティブなものにしましょう。
McAfee カスタマー サクセス プランの詳細を
ご覧ください。
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サイバーセキュリティの現状

サイバーセキュリティは世界中から注目を集めています。規模の大小を問わず、どの企業でもデジタルトランスフォーメーション
が最優先課題となっています。また、セキュリティを意識せずに個人所有のデバイスで仕事を行う従業員が増えています。この
ため、新たな弱点が生まれ、サイバーセキュリティの専門家が対応しなければならない範囲が拡大しています。
デジタルトランスフォーメーションと
技術革新で問題が複雑化

251 億台

2021 年までに予測される接続デバ
イスの台数 1

洗練された脅威が増加し
被害も拡大

スキル不足で効果的な対策を
効率的に行うことができない

510 億件

180 万人

McAfee Global Threat
Intelligence が 1 日に受信してい
るクエリー数 2

サイバーセキュリティで信頼は重要です。
McAfee は 30 年以上にわたりサイバー脅威か
ら世界を守ってきました。

適切なツールを購入することは始まりにすぎま
せん。デジタルトランスフォーメーションで新
たな問題が生まれています。サイバー環境を
取り巻く脅威は衰えを見せず、熟練のセキュリ
ティ専門家は依然として不足しています。
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2022 年までに予測される IT/ セ
キュリティ専門家の不足数
2015 年よりも 20% 増加 3

セキュリティ目標を達成するには、いまある
ツールを最大限活用することが重要になりま
す。McAfee の高度なセキュリティ ソリュー
ションは、デバイスからクラウドまでを保護す
る検出 / 保護 / 修復機能を提供しています。
McAfee 独自のカスタマー サクセス プランは、
お客様のセキュリティ ソリューションの最適化
に役立つ戦略的なパッケージ プランです。

脅威を未然に防ぐため
従業員の教育は欠かせない

45% ～ 70%

トレーニングやセキュリティに対する意
識向上に取り組んだ場合に感染数が減
4
少する割合

1. Gartner、
「Forecast: Internet of Things―Endpoints
and Associated Services, Worldwide, 2017」
2. McAfee Labs 脅威レポート、2018 年 6 月

3. Frost & Sullivan、「2017 Global Information
Security Workforce Study」
4. Aberdeen Group、「The Last Mile in IT Security:
Changing User Behavior」（2014 年 10 月）
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どのような課題に直面していますか？

成功事例

McAfee カスタマー サクセス プランで予測可能なセキュリティを実現
課題 A

課題 B

「人が足りない」

「自分のセキュリティ
リスクを回避しなけれ
ばならない」

課題 C

「専門スキルを身に
付ける時間がない」

McAfee のメリット

専門家のサポートに
より、製品を効果的に
利用

セキュリティリスクを
軽減し、セキュリティ
を強化

技術に対する投資効果
を最大化

McAfeeのセキュリティ
エキスパートがソリュー
ションとポリシーを常
に最新の状態に維持

成功とエスカレーシ
ョンの管理で、効果的
なセキュリティ戦略を
実現

研修/コンサルティ
ング サービスによ
り、McAfeeソリューシ
ョンの最適化に必要な
スキルを習得
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お客様の課題解決を支援

McAfee は、セキュリティの成熟度に合わせてお客様が的確
な判断を行い、デバイスからクラウドまでを保護できるよう
に支援することを目標としています。McAfee カスタマー サ
クセス プランでは、セキュリティ戦略を効率的に計画し、ソ
リューションの最適化とセキュリティリスクの軽減を実現し
ます。さらに、効果を持続できるようにお客様をサポートし
ます。

3 種類のプランを用意しています。お客様の環境やニーズに
合わせて戦略的にパッケージ化されたサービス、リソース、
エキスパート ガイダンスを提供します。これらのプランで提
供されるエスカレーション管理、コンサルティング / 研修サー
ビス、ビジネス レビューにより、セキュリティ目標を設定し、
実現できます。

成功事例
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最適な McAfee カスタマー サクセス プランをお選びくださ
い。

McAfee
Essential
Success Plan

プロアクティブでライトなプラン。中堅企
業を対象としています。エスカレーション
管理、コンサルティング / 研修サービス、
ビジネス レビューを提供します。

McAfee
Enhanced
Success Plan

カスタマイズされた強固なプラン。中堅
企業から大企業を対象としています。サ
クセス管理、コンサルティング / 研修サー
ビス、ビジネス レビューを提供します。

McAfee Premier
Success Plan
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カスタマイズされた包括的なプラン。大
企業からグローバル企業を対象としてい
ます。サクセス / エスカレーション管理、
コンサルティング / 研修サービス、ビジ
ネス レビューを提供します。
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お客様のニーズに最適なプランをお選びください
中堅企業

組織の規模
McAfeeカスタマー サクセス プランの内容

中堅企業～大企業
McAfee Essential
Success Plan

専任のカスタマー サクセス マネージャー（CSM）に
よるプロアクティブな管理

McAfee Enhanced
Success Plan
X

専任の技術担当者（ATC）によるエスカレーション
管理、技術的な問題と傾向のモニタリング

専任のサポート アカウント マネージャー（SAM）に
よる技術的な問題のエスカレーション管理
テクニカル サポート エンジニア（TSE）に
直接アクセス

大企業～グローバル企業
McAfee Premier
Success Plan
X
X

X
X

X

X

年中無休の電話サービス

X

X

X

研修サービス

30 バウチャー
研修サービスのメニューから選択

80 バウチャー
研修サービスのメニューから選択

280 バウチャー
研修サービスのメニューから選択

すべての eLearning トレーニングに対する無制限の
サイト ライセンス

X

アドバンスド サービス レベルの目標（SLG）

X

X

ビジネス レビュー

リモート
半年に 1 回

オンサイト
四半期に 1 回

リモートからの正常性チェッ
ク（McAfee® ePO ™または
McAfee® Endpoint Security）

1 週間（40 時間）
ソリューション サービスのメ
ニューから選択

サービス リクエストを優先的に処理

X

X

Support Notification Service（SNS）による
プロアクティブな通知サービス

サクセスプランの提案

コンサルティング サービス

2

オンサイトでのテクニカルサポート
専任の担当者

5

X

X
X

オンサイト
四半期に 1 回

4 週間（160 時間）

ソリューション サービスと戦略的
アドバイザリ サービスのメニュー
から選択
X

年に 4 回まで

年に 8 回まで

X

X

X

15 人

25 人

無制限
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詳細情報

詳細情報

1. オプションで、常駐のカスタマー サクセス マネージャー
を設定できます。

2. 地域によっては利用できない場合があります。カスタ
マー サクセス プランで提供されるコンサルティング / 研修
サービスの詳細については、https://www.mcafee.com/
csp-options. をご覧ください。
3. 利用規約への同意が必要です。地域によって異なる場
合があります。
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成功事例
金融サービス

従業員数: 78,000名

ノード数: 130,000

課題 : McAfee® Endpoint Security ソリューションが
古くなっている

製造業

従業員数: 41,000名

ノード数: 130,000

課題 : リソースに制約があり、McAfee® Enterprise
Security Manager に慣れていない。

解決策 : McAfee プロフェッショナル サービスを利用
して顧客の McAfee ENS をアップグレード。作業時
間を短縮。

解決策 : McAfee のカスタマー マネージャーと一緒
にサクセス プランを作成。
McAfee SIEM 環境を向上。

■

■

■
■
■
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McAfee ENS のアップグレードを短期間で実施、
労働時間を短縮
アップグレードの評価で環境内のギャップを特定
ユーザーへの影響を軽減
McAfee のコンサルタントがソリューションの最適
化をサポート
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■

■
■
■

技術的な診断を実施
サクセスプランに基づく実施
McAfee チームとの協力
ベストプラクティスと eLearning を利用
McAfee ソリューションを効果的に利用

「正直なところ、物事が順調に進
まないと不安を感じるものです。
しかし、必要な変更が問題なく
実装されていて安心しました。担
当の技術者がサービス リクエス
トに迅速に対応し、問題を解決
してくれました。
」
－ 企業のお客様
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■

弊社のエキスパートとサービスをご利用ください

組織ごとにニーズは異なります。どのプランをお選びいただ
いても、担当のエキスパートがお客様のニーズに合わせて
McAfee 製品とサービスを計画し、McAfee カスタマー サク
セス プランを最大限活用できるようにサポートします。

お客様がセキュリティ目標を達成できるように、熟練のエ
キスパート、コンサルティング / 研修サービス、ビジネス レ
ビューにより、ライフサイクル全体を網羅したプランをご提
案します。

お客様は、McAfee でセキュリティへの投資と従業員を確実
に保護できるように、必要な専門知識とサービスをいつで
も利用できます。「Together is power」という McAfee のス
ローガンのとおり、力を合わせましょう。
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■

■

■

■

熟練した専任のエキスパート : McAfee
のエコシステムを利用してお客様の目
標達成を支援
お客様に合わせた標準化 : エスカレー
ション管理とベストプラクティスを実施

製品の効果的な利用と正常性のモニタ
リング : セキュリティ脅威、脆弱性、ポ
リシーに関するガイダンスを提供
コンサルティング サービス : McAfee
セキュリティ ソリューションの最適化を
サポート

研修サービス : McAfee 製品を短期間
で習得
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McAfee Customer Success Group について

McAfee Customer Success Group は、サービス、サ
ポート、トレーニングを統合し、お客様が長期にわた
りセキュリティ目標を実現できるように支援します。私
たちのミッションはシンプルです。お客様が McAfee ソ
リューションを効果的に利用して運用リスクを管理し、
効果を持続できるようにサポートすることです。McAfee
Customer Success Group は、配備サービスとプロア
クティブなアカウント管理、セルフヘルプ リソース、コ
ミュニティ、専任のエキスパートによるサポートにより、
セキュリティ目標の達成に必要な人、プロセス、ツール、
技術を提供します。

〒 150-0043
東京都渋谷区道玄坂 1-12-1
渋谷マークシティ ウエスト 20F
Tel. 03-5428-1100（代表）
www.mcafee.com/jp
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McAfee カスタマー サポート プランでは、グローバ
ルなサポート インフラ、専門家によるコンサルティン
グ サービス、オンデマンドでの研修サービス、計画
的なアカウント管理により、組織を保護するだけでな
く、セキュリティへの投資も保護できます。詳しくは、
https://www.mcafee.com/enterprise/ja-jp/support/
customer-success-plans.html をご覧いただくか、担
当のセールス 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。

McAfee および McAfee のロゴは米国法人 McAfee, LLC または米国またはその他の国の関係会社に
おける登録商標または商標です。その他すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属しま
す。Copyright © 2019 McAfee, LLC. 3879_0418
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