
2021.1新製品速報

UTMアプライアンス New

2021年3月発売予定
オープン価格

ヤマハルーターとの組み合わせ利用に最適な
UTMアプライアンス登場

2021年1月作成

安全に関するご注意 ● 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。
●本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。 ●このカタログの記載内容は2021年1月現在のものです。 ●仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ●価格には本体設置費用は含まれておりません。 ●本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。

ヤマハネットワーク機器に関する詳細な情報はホームページをご覧ください ＞ https://network.yamaha.com/

ご相談受付時間  9：00～12：00  13：00～17：00
（土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。）

ヤマハルーターお客様ご相談センター本製品のお問い合わせ先 ■お電話によるお問い合わせ先 03-5651-1330
■FAXによるお問い合わせ先 053-460-3489 このパンフレットは無塩素

漂白（ECF）パルプを使用
しています。

このパンフレットは
植物油インキを使用
しています。

希望小売価格（税抜） 発売時期品名 品番

SFPモジュール
YSFP-G-SXA
YSFP-G-LXA

68,000円
136,800円

発売中
発売中

関連オプション

SFPモジュール
YSFP-G-LXA

SFPモジュール
YSFP-G-SXA

『UTX200』『UTX100』には本体に1年ライセンスが付属しています。2年以上ご利用いただく場合にはセキュリティーライセンス『YSL-UTX2』『YSL-UTX1』が必要になります。例えば、
5年間ご使用いただく場合には『UTX200＋YSL-UTX2-4Y』『UTX100＋YSL-UTX1-4Y』をあわせてご購入ください。

『UTX200』『UTX100』のアクティベーション

ライセンス一覧
品番 希望小売価格（税抜）品名

UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス1年
UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス2年
UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス3年
UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス4年
UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス5年
UTMアプライアンスUTX200用 セキュリティーライセンス1年
UTMアプライアンスUTX200用 セキュリティーライセンス2年
UTMアプライアンスUTX200用 セキュリティーライセンス3年
UTMアプライアンスUTX200用 セキュリティーライセンス4年
UTMアプライアンスUTX200用 セキュリティーライセンス5年

YSL-UTX1-1Y
YSL-UTX1-2Y
YSL-UTX1-3Y
YSL-UTX1-4Y
YSL-UTX1-5Y
YSL-UTX2-1Y
YSL-UTX2-2Y
YSL-UTX2-3Y
YSL-UTX2-4Y
YSL-UTX2-5Y

オープン価格

（※1）RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値です。　（※2）エンタープライズトラフィック混合環境での測定値です。

UTX200/UTX100仕様表
UTX200 UTX100項目

LANポート

コンソールポート
USBポート
SFPポート
機能
VPNスループット（※1）
FWスループット（※1）
NGFWスループット（※2）
新規コネクション数/秒（※1）
状態表示インジケーター
動作環境条件
最大消費電力、最大消費電流、発熱量
筐体
電波障害規格、環境負荷物質管理
外形寸法（突起物、ゴム足を含む)
質量
付属品

オプション

1ポート（DMZポートとのコンボ）

1,950Mbps
6.4Gbps
970Mbps
15,750

最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h
金属筐体、ファンレス

210（W）×45（H）×178（D）mm
840g

SFPモジュール（YSFP-G-SXA、YSFP-G-LXA）

―

970Mbps
2.0Gbps
600Mbps
10,500

最大18.0W、0.44A、64.6kJ/h
プラスチック筐体、ファンレス

210（W）×40（H）×160（D）mm
530g

―

LAN：8ポート（L2スイッチ）
DMZ：1ポート（SFPポートとのコンボ）

WAN：1ポート

はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、AC100V用電源コード（1.8m）、
電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、LANケーブル（1.86m）、USBケーブル（1.0m）

LAN：5ポート（L2スイッチ）
WAN：1ポート

1ポート（USB Type-C）
1ポート（USB3.0 Type-A）

ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止（IPS）、アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム 

前面：3（POWER、INTERNET、STATUS） 
周囲温度0～40℃、周囲湿度15～80%（結露しないこと） 

VCCIクラスA、RoHS対応

各部名称

UTX200 UTX1001 2 3 1 2 310 115

12

4

6

7 8 9 11 12 510 7 9

13

INTERNETインジケーター2
STATUSインジケーター1 POWERインジケーター3 FACTORY DEFAULTボタン5

RESETボタン4 アース端子6 DMZ用SFP/RJ-45コンボポート8 USBポート10 電源コネクター（DC-IN 12V）12
CONSOLEポート11 電源ボタン13LANポート7 WANポート9

SMBに必要とされる
セキュリティー機能を1台で提供

『UTX200』『UTX100』は小規模および中規模企業（SMB）に必要とされるセキュリティー機能を1台で提供することができるUTMアプライ
アンスです。設置するだけの簡単導入で複数のセキュリティー対策を適切に運用できます。

機能概要

URLフィルタリング

アンチボット

利用させたくない
アプリ

利用させたくない
サイト

ウイルスに感染した
PCの外部への通信

アンチウイルス

アンチスパム

ファイアウォールポートスキャン

ウイルス

迷惑メール

不正侵入
脆弱性の攻撃

アプリケーション
コントロール

侵入防止（IPS）

インターネット
UTX

他機能と連携して、さまざまな通信を遮断
するネットワークセキュリティーの基本と
なる機能です。

ファイアウォール

通信内容がセキュリティー上、危険かどうか
を他機能と連携して検査し、セキュリティー
脅威を検出時は自動的に遮断します。

アンチウィルス

アンチウィルスと連携し、メールの送付先
や添付ファイルを検査します。迷惑メール
や攻撃メールを遮断します。

アンチスパム

日常業務が行われているオフィスへの外
部から侵入や、攻撃の下見と思われるさま
ざまな手法の通信を検知して遮断します。

侵入防止（IPS）

企業ネットワーク、リモートおよびモバイ
ルユーザー、支社/支店、パートナーを安
全に接続します。

VPN

外部からの脅威

セキュリティー上、危険なアプリや管理者が禁
止したアプリの接続を、アンチウィルスと連携し
て、攻撃を受ける前に遮断します。

アプリケーションコントロール

セキュリティー上、危険なサイトや管理者が禁
止したサイトへの接続を、アンチウィルスと連携
して、攻撃を受ける前に遮断します。

URLフィルタリング

社内から外部への通信を検査し、攻撃者（指令
サーバー）への通信を正常な通信と区別して、
自動的に遮断します。

アンチボット

内部からの流出リスク

VPN

お問い合わせ先

カタログコード MUTX20001



ヤマハルーターとの連携・一元管理 『UTX200』『UTX100』は、ルーターモードとブリッジモードの
2つのモードでお使いいただけます。

UTXシリーズ ヤマハルーターまたは
ヤマハVPNクライアント

VPN接続

安全に
インターネットアクセス

安全に
社内アクセス

インターネット

オフィス テレワーク環境など

UTX

UTX

社内NWにはVPN
経由でアクセス

VPN

インターネット

ルーターモード

インターネットには
本社のUTX200の
セキュリティーチェッ
クを通ってアクセス

ルーター機能、セキュリティー機能を
1台で実現し、ヤマハルーターとVPN
の相互接続が可能です。

ルーターとして動作※

LAN WAN

※ルーターモード時はL2MS機能が使用できないため、LANマップを使用する際は
『UTX200』『UTX100』の下にL2MSマスターになれるスイッチを用意ください。

インターネットUTX

ルーターモードでは、ヤマハルーター、ヤマハVPNクライ
アント「YMS-VPN8ソフトウェアライセンス版」とVPN
（L2TP/IPsec）接続することが可能です。リモートワーク
など外部から『UTXシリーズ』に接続する際には、『UTX
シリーズ』のセキュリティー機能を介して外部から安全
にインターネットアクセスすることが可能となります。

「YMS-VPN8ソフトウェアライセンス版」製品サイト：
https://network.yamaha.com/products/
software_service/yms-vpn8-license/index/

●安全なリモートアクセス環境を構築

ルーターモード

サポート

専用サポート窓口を開設
UTMを導入する際のトラブルで最も多いのがインターネット接続の不具合です。『UTX200』『UTX100』では専用サポート窓口「UTXサポートサービ
ス」によりお客様環境のトラブル解決を強力にサポートします。

先出しセンドバックやクラウド経由での設定支援も含んだサポートがライセンスに付属
『UTX200』『UTX100』のセキュリティーライセンスにはサポートライセンスも付属しています。専用サポート窓口の開設に加え、下記の専用サポートメ
ニューを提供します。

機器のログ確認や設定の変更など、サポートセンターから遠隔操作によ
りお客様環境の『UTX200』『UTX100』を管理することが可能です。お
電話、お問い合せフォームでのご対応が可能です。

●ログの確認・設定変更

お客様環境の『UTX200』『UTX100』より自動作成したセキュリティー
診断レポートを、定期的にEメールにより配信します。

●セキュリティー診断レポート配信
お客様の指示されたタイミングでファームウェアの自動更新を実行するこ
とで、常にセキュリティー対策を最新の状態に保つことが可能となります。

●ファームウェアの自動更新

機器に障害が発生した際には、故障診断を実施し新しい機器を発送す
る「先出しセンドバック」を行います。企業ネットワークを止めずにトラブ
ルを解決することが可能となります。

●先出しセンドバック対応

日本語GUIによる簡単設定

UTMアプライアンス

UTXシリーズの状態を表示

UTXシリーズのGUIを表示

UTXシリーズを自動検出 インシデント検出時に警告表示

インシデント件数をガジェットで表示

UTX UTX

社内NWにはVPN
経由でアクセス

VPN

インターネット

ブリッジモードブリッジモード

インターネットには
UTXシリーズのセ
キュリティーチェック
を通ってアクセス

ヤマハルーターの配下に設置すること
で、ルーターのLANマップからネット
ワークとセキュリティーの両方を一元
管理できます。

ブリッジとして
動作

（L2MSスレーブ）

LANマップで
見える化

（L2MSマスター）

LAN WAN
インターネットUTX

センタールーターを『UTX200』にして、拠点ルー
ターからの通信はすべて『UTX200』で処理します。

●多地点接続：
　ルーターとルーターモードの組み合わせ

既存ネットワークに『UTX200』『UTX100』を追
加するパターンです。各拠点にブリッジで
『UTX200』『UTX100』を追加します。

●多地点接続：
　ブリッジモードで既存ネットワークへ追加

ブリッジモード

UTXサポートサービス お客様環境

お問い合わせ

ログの確認
設定変更

UTX

UTX

UTXサポートサービス お客様環境

 故障診断後、
代替機を事前送付

UTX

UTXサポートサービス お客様環境
データ取得

「セキュリティー診断レポート」を
Eメールでご送付

UTX

UTX

UTXサポートサービス お客様環境

ご指定のタイミング（営業時間外・休日など）に
ファームウェア・アップデートを自動実行

●SMB/中小企業に必要とされるセキュリティー機能を1台で提供
●セキュリティーゲートウェイでIoT機器のセキュリティーも確保
●ヤマハルーターと連携して一元管理が可能
●ブリッジモードではLANマップに対応、ルーターモードではヤマハルーターとVPN接続が可能
●専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだサポートライセンスが付属
●日本語GUIとクラウドサポートによる簡単な初期設定/アクティベーションを実現

基本的なセキュリティー設定はGUIの初期設定ウィザードで完結します。各種セキュリティー機能はダッシュボードで簡単にオン/オフできます。GUIから
ライセンスの有効期限やセキュリティーログ、セキュリティーレポートの確認もできます。

ブリッジモードではL2MSスレーブ機能に対応している
ため、ヤマハルーターのLANマップによる機器管理が可
能です。L2MSマスターであるヤマハルーターは、配下に
設置された『UTX200』『UTX100』を自動で検出・管理
することができます（※）。ヤマハ無線アクセスポイント、
スイッチを同時にお使いいただくことで、LANマップから
企業内の「ネットワーク」と「セキュリティー」を一元管理
することが可能となります。また『UTX200』『UTX100』
で検出したネットワークのセキュリティーインシデント
を、ヤマハルーターのダッシュボード上で確認すること
も可能です。

●LANマップ/ダッシュボードとの連携

※YNO GUI Forwarder機能によるGUI表示には対応しており
ません。


