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ALSI のクラウド型 Web フィルタリングサービス「InterSafe CATS」
青森県の株式会社ビジネスサービスが提供する
インターネットサービス「JOMON インターネット」に採用
アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：麻地 德男、以下 ALSI(アルシ
ー〕）は、クラウド型 Web フィルタリングサービス「InterSafe CATS（インターセーフ キャッツ）」が株式会社ビジネスサービス（本
社：青森県青森市、代表取締役社長：山下 雄二、以下 KBS）の提供するインターネットサービス「JOMON インターネット」のオ
プションサービスとして採用され、2011 年 9 月 1 日よりサービス提供を開始することを発表いたします。

サービス名称

JOMON インターネット

提供開始時期

2011 年 9 月 1 日

ターゲット
月額利用料金
詳細情報 URL

小規模オフィス及びモバイル PC を所有する企業官公庁など
1,890 円～ （5 ライセンスでご利用の場合／税込）
※価格はライセンス数により異なります。申し込み月分の利用料金は無料となります。
http://www.jomon.jp/

■サービスの概要
昨今、ウイルス・スパイウエア感染だけでなく、有害情報サイト・不正情報サイト閲覧による詐欺や不正プログラム感染、
掲示板・SNS 等への不用意な書き込みによる情報漏洩などのセキュリティ脅威も高まっています。また、社内で Web フィルタ
リングソフトが導入され安全な環境となっていても、社外にノートパソコンなどを持ち出して利用する場合は、フィルタリングソ
フトによる保護が無効となってしまうため、持ち出し PC に対するセキュリティ脅威は高くなります。
このような背景から、KBS が運営するインターネットサービス「JOMON インターネット」のオプションサービスとして、ALSI
のクラウド型 Web フィルタリングサービス「InterSafe CATS」が採用され、2011 年 9 月 1 日よりサービスの提供を開始するこ
ととなりました。5 ライセンス月額 1,890 円(1 ライセンスあたり 378 円)から利用することができるため、従業員数の少ない企業
や、部門単位での導入にも最適です。「InterSafe CATS」を導入することにより、企業のパソコンを有害情報サイト・不正情報
サイトから保護することができ、重要データの情報漏洩対策等、セキュリティ対策を強化することができるようになります。
■クラウド型 Web フィルタリングサービス「InterSafe CATS」 製品概要
「InterSafe CATS」は、2010 年度シェア No.1(※1)、
8 年連続でシェア No.1(※2)を獲得している Web フィル
タリングソフト「InterSafe WebFilter」のクラウド版で、
社外においてインターネットを利用する際、情報漏
洩や私的利用、有害サイト・詐欺サイトへのアクセス、
ウイルス感染を防止することができるサービスです。
サーバレスタイプのため、大掛かりな設備投資が不
要で、設定や管理はブラウザ上で簡単に行うことが
できることから、SOHO や在宅勤務、サテライトオフィ
ス、出向先等でも、容易かつ安価に導入することが
できるようになります。
「InterSafe CATS」の URL データベースは、ALSI
の戦略子会社であるネットスター株式会社より提供
されており、携帯電話会社 5 社（NTT ドコモ、KDDI、
ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・モバイル）
にも採用されております。2011 年 8 月現在、3 億
3277 万 1446 ページ（82 カテゴリ ※ユーザ設定カテゴリ 5
を含む）に及ぶ URL データベースが登録され、精度
の高い URL データベースを提供しております。

▲「InterSafe CATS」の利用イメージ

■「InterSafe CATS」 の特長

(1) サーバレスのため、導入コストを削減可能
「InterSafe CATS」は業界初のクラウド型 Web フィルタリングサービスです。管理サーバ、データベースサーバを ALSI
にてご用意し、高精度な Web フィルタリングを実現しつつ、サーバの運用･保守などのコストを削減します。
(2) モバイル PC にも Web フィルタリングを適用
社外への持ち出し PC や SOHO、サテライトオフィス、出向先等、サーバを設置することができない環境においても、
Web フィルタリングを導入することができます。また、社内のポリシーと同様に一元管理し、セキュアな環境で利用が
可能となることから、社外での利用時でも、情報漏洩や私的利用を防止することができます。
(3) ファイル共有ソフトやメッセンジャーなどの利用も規制
フィルタリングでは利用規制できないメッセンジャーソフトの起動を規制し、情報漏洩の経路を遮断することができま
す。この機能は、持ち出し時だけでなく社内環境においても、既存の Web フィルタリングと併せてご利用いただくこと
が可能なため、社内外における不審な行為を止めることができます。
(4) 利用状況をブラウザ上で確認できる Web アクセス監視機能
管理画面上で、カテゴリ別、ユーザ別など各ユーザの利用状況を確認可能です。月間、週間のグループ別・ユーザ
別アクセスレポート、アクセスグラフ、カテゴリ別アクセスレポート等 10 種類以上のレポートを管理画面上で確認する
ことができます。
(5) 「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の認定を取得
財団法人マルチメディア振興センターの運用する「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の認定を
Web フィルタリングサービスとして初めて取得いたしました。また、社団法人日本テレワーク協会が実施する「第 10
回テレワーク推進賞」において、セキュリティメーカーとして唯一、「奨励賞」を受賞いたしました。
＜会社概要＞

■株式会社ビジネスサービス
代表取締役社長 山下 雄二
設立
1975年5月22日
本社所在地
青森県青森市新町2-6-29
資本金
1億円
URL
http://www.kbs-web.com/
事業内容

株式会社ビジネスサービスは、『使う人の近くで、使う人の気持ちで』お客様のニーズにきめ細かく
お応えできる企業を目指し、システム構築、デジタルショップパワーデポ、ハードウェア販売、ソフト
開発、オリジナルパッケージ販売、モバイルソリューション、インターネットサービス、サポート・教育
支援、環境・品質マネジメントを展開しています。

■アルプス システムインテグレーション株式会社
代表取締役社長
麻地 德男
設立
本社所在地
資本金
URL
事業内容

1990年4月2日
東京都大田区雪谷大塚町1-7
2億50万円
http://www.alsi.co.jp/
アルプス システムインテグレーション株式会社（ALSI［アルシー］）は、電子部品の総合メーカーとしてグ
ローバルに事業を展開するアルプス電気株式会社の情報システム部門が独立し、1990年に設立。アル
プスグループの「ものづくりDNA」を受け継ぐシステムインテグレーターとして、製造流通業向けソリュー
ション事業、セキュリティソリューション事業、ファームウェア開発事業を展開しています。

※掲載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
※1:出典：株式会社アイ・ティ・アール「ITR Market View:ネットワーク＆セキュリティ・アプライアンス市場 2011」

※2:各種調査機関のデータをベースにした弊社調べ
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