収集工程

分類工程（目視）

分類工程（自動）

流行 や 世の中 の 流 れに沿
った 話 題 研 究 を 元 に 、収
集方針の決定

ウイルス感染有無の確認、
セルフレイティングラベル
確認

既 存リスト に 登 録 さ れて
いる各URLのリンクを辿
るロボット（クローラ）の
検索

自然 文検 索 技 術に
より、システム 上で
カ テゴ リ 候 補 を 自
動付与

選 任担 当者によるウェブ
サイト の目 視 確 認 、カテ
ゴリ分類

品質保証工程
リストへの登録
システムによる全数検査
目視による定 期 的 な 抜き
取り検査
登録済みURLの定期監視、
リンク先URLの追跡確認

各種ログデータの分類
お客様による分類
携 帯 おとり端 末やお 客 様
通 報、公 的 機 関との 連 携
による迷惑メールの収集

定期観測

収集・分類サーバ

URLリサーチセンター

新しく立ち上がったウェブサイトを迅速にカテゴリ化するとともに、消滅サイトやリンク先の追加更新も継続的に監視しています。

定期監視
リンク先の拡大追跡

セルフチェック

流行観測

特定の時期に増加するウェブサイトについて集中対応するとともに、傾向としての定着が判断された場合にはカテゴリを新設します。

緊急対応

お客様からの登録変更リクエストについてはカテゴリ分類基準を参照しつつ、専門チームがスピーディーかつ正確に対応します。

サポート部門＆
OEMパートナー

（参照・フィードバック）

サポート部門＆
OEMパートナー

（お客様からの登録・変更リクエスト） カテゴリ分類基準（選定基準や分類項目の見直し／基本的な態度・方針の確立）

お客様

配信マスターリスト
への登録

（お客様への回答）

InterSafe WebFilter
InterSafe GatewayConnection
InterSafe CATS へ
URLリストの提供

ネットスターのURLリストは、企業・自治体・学校だけで使われている
わけではありません。未成年者に向けて注目を集めている携帯電話事
業者の「閲覧制限サービス」では、NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク
などに採用された唯一の外部URLリストとして日々活躍中です。また
、主要ISPの家庭向けフィルタリングサービスや、携帯電話の迷惑メー
ル対策などでも利用されており、抜群の知名度、信頼度を誇ります。

ネットスターのURLリサーチセンターでは、365日体制
で収集されたウェブサイトのコンテンツを、専任リサーチ
ャーがパソコンや携帯電話を使って目視確認し、カテゴ
リ分類しています。インターネットの利用は、情報取得を
目的とした「閲覧型」よりも、掲示板・ブログ・SNSの利
用など、双方向で情報交換ができる「発信型」が中心に
なりつつあります。また、動画共有サイトなどの利用も広
がりを見せています。URLリサーチセンターでは、こうし
た変化や最新動向に合わせ、常にお客様の求める高品質
なURLリストをお届けできるように努めています。

2008

ITサービス

コミュニケーション

ショッピング

ギャンブル

金融

出会い

セキュリティ

アダルト・
フェティシズム

不法

57 IT

国内法では違法とされていない一般薬物の不適切な利用を助長する情報

人を自殺に誘引・勧誘する情報

性行為やヌードなど性的な描写、性風俗店、アダルトグッズ、アダルトゲームなどの情報

身体や服装の一部分、または人間が身に付けるものに対する執着などいわゆ

るフェチの描写。盗撮とおもわれる画像や映像

5 不適切な薬物利用

6 自殺誘引

7 アダルト・ポルノ

8 フェティシズム

ロードさせられる恐れがあるサイト

閲覧することにより、自動的にマルウェア（不正なプログラム）などをダウン

C&C（コマンドコントロール）サーバなどの不正攻撃サイト

生命保険・損害保険商品の申込サイト

銀行、信用組合、クレジット、消費者金融等による商品・サービスの紹介。残高

19 金融商品・サービス

銀行・信用組合のサービスや企業サイト

クレジットカード・消費者金融のサービスや企業サイト

マイレージやポイントのサービスや企業サイト

ゴルフやリゾート会員権の売買に関連する情報

土地・家屋の販売、賃貸物件の情報

競馬・オートレースなどの公営競技。カジノやその他ギャンブルに関わる情報

22 銀行

23 ローン・決済

24 ポイント・マイレージ

25 会員権

26 不動産

27 ギャンブル

スポーツくじ・宝くじの販売や予想に関連する情報

ショッピング施設に加え、ホテル・オフィスなどが複合的に隣接する施設の関連情報

販売施設の関連情報

SNS(会員向けコミュニティサイト)およびミニブログサービス

ウェブ上の掲示板およびチャットサービス

質問者に回答するコミュニティーサービス

ブログサービス

ウェブ上でのメールの送受信サービスおよびグリーティングサービスの提供

メーリングリストサービス

メールマガジンサービス

33 SNS・ミニブログ

34 掲示板・チャット

35 質問サイト

36 ブログ

37 ウェブメール

38 メーリングリスト

39 メールマガジン

テレビ・ラジオ局のサイト。番組表、視聴率ランキングなど番組関連情報
映画配給会社、作品、演劇などの興行やその施設に関連する情報
音楽ファイル提供や音楽に関連する情報
出版社、書店、書籍の情報
漫画、コミック、アニメ、イラストなどのサイト

77 テレビ・ラジオ
78 映画・演劇
79 音楽
80 書籍・雑誌
81 漫画・アニメ

政治に関する評論に関連する情報

129 政治評論・情報

ペットショップや動物病院、その他動物全般の情報
おもちゃ、模型、プラモデル、ミニカー、ラジコン、フィギュアなどの情報
動物園、遊園地、遊戯場、テーマパーク、漫画喫茶、インターネットカフェ、カ
ラオケ店などの施設やその情報

89 玩具・模型
90 アミューズメント

各種産業カテゴリに含まれない、その他の企業や関連情報
負荷分散目的でイメージコンテンツ（画像データ）の配信を行なっているサーバ
広帯域を必要とするコンテンツの配信を行なっている一般的にCDNサーバと呼ばれるもの

146 イメージサーバ
147 CDNサーバ

※このカタログの内容は2019年4月現在のものです。内容は予告無く変更される場合があります。

東京都大田区雪谷大塚町1-7

〒145-0067

※ALSIおよびInterSafeはアルプス システム インテグレーション株式会社の登録商標です。その他記載の製品名・社名は一般に各社の商標または登録商標です。

東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル7F

鉄道、船舶、飛行機など車・オートバイ以外の乗り物に関連する情報

97 その他の乗り物

〒108-0071

自動車・オートバイのメーカーやその関連情報

148 その他のシステムコンテンツ システムコンテンツカテゴリに含まれない、その他のコンテンツデータ

製造業に関する企業や関連情報

145 その他の産業
システム
コンテンツ

建築や建設に関する企業や関連情報

各種産業

144 製造
テレビ・ラジオ、芸能、ゲームなどエンターテインメント総合サービース

農業、漁業、林業に関する企業や関連情報

143 建設

93 趣味と娯楽総合

各種サービスカテゴリに含まれない、その他のサービス業のサイトや関連情報

142 農林水産
ニングに関連する情報
くじびきサイトや懸賞サイト

通訳や翻訳を専門に扱う企業・個人のサイトや関連情報

141 その他のサービス

DIYの基礎知識、道具などの紹介。花屋、種苗、植物全般、庭造りなどガーデ

各種デザインを専門に扱う企業・個人のサイトや関連情報

興信所、探偵社など信用調査を行う企業サイトや関連情報

137 興信所

各種サービス 138 デザイン

経理、税金、年金に関連する情報やサービス

136 経理・税金・年金

140 翻訳・通訳

92 懸賞・プレゼント

91 DIY・園芸

各種コンサルティングを専門に扱う企業・個人のサイトや関連情報

139 コンサルティング

各種スポーツ、レジャーとそれらを行う場所に関連する情報

88 ペット・動物

天気・地震や津波などの情報

135 司法・法律・行政書士 弁護士事務所などの司法サービス、司法書士事務所などのサイトや関連情報

87 スポーツ・レジャー

一般的なニュース配信、新聞社のサイトや関連情報

134 天気・災害情報

占いサービスおよび関連する情報

ニュース

86 占い・診断

未承諾広告宣伝メールに記載されているURL

133 ニュース

告自体を目的としたサイト

132 迷惑メールリンク

ー

131 オンライン広告・バナ ウェブ上のバナー広告等の配信元サイト、アフィリエイト広告配信元サイト、広

コスプレ関連の情報

96 自動車・オートバイ

動画のライブ配信が可能なサービス

公的な軍事・防衛組織のサイトや関連情報

128 軍事・防衛

85 コスプレ

公共交通機関、道路、港湾・空港施設、交通運行情報、レンタカーに関連する情報

47 ライブ動画

大使館・領事館など外交や国際機関のサイトや関連情報

127 外交・国際機関

ファッション、コスメ、ヘアスタイル、アクセサリ、エステサロンなどの身だしなみ全般の情報

95 交通

動画配信サービスや動画共有サービス

政党や議員、またそれらの支援団体など、政治活動や政党に関連する情報

126 政党・政治家

84 ファッション・美容

45 URL転送・変換サービス 長いURLを短く簡素なURLに変換して発行するサービスサイトやその提供ドメイン

46 動画配信

国家機関、地方自治体のサイトや関連情報

125 行政・地方自治体

130 広告・マーケティング 広告枠の販売や広告制作、マーケティングを行う企業サイトや関連情報

美術館・博物館の施設案内や情報

124 美術館・博物館

、書道など生活文化の情報

雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の我が国古来の伝統的な芸能や、茶道、華道

連情報

グラビア写真集のような、水着などを着用した人物の画像や映像

迷惑メール

広告

ースクール
123 文化・芸術・工芸

83 グラビア・水着

82 タレント・ミュージシャン・著名人 タレント、芸能人、ミュージシャン、その他著名人の情報

オンラインゲームサイト、ゲームソフト、ゲーム機器、ゲームダウンロードや、それらの関連情報

76 ゲーム

、パロディなど合理的判断力が求められる情報

趣味・娯楽カテゴリに含まれない、その他の趣味や娯楽情報

生活と暮らし

パチンコ店・雀荘、居酒屋・酒場、ディスコ・クラブなど成人向け施設の情報

75 その他の青年・成人向け 科学的に説明できない各種の超常現象や都市伝説に関連する情報。ゴシップ

74 成人向け遊技・飲食

73 アルコール製品・タバコ アルコール・タバコやその関連製品情報。喫煙や飲酒を促進する情報

政治・行政

学術的な研究、試験、開発などを行う団体・企業・個人のサイトや関連情報

サイト主宰者の主張の場や、社会通念上のマナーが守られていない、一方的な

72 主義・主張
学術・教育

学習全般に関連する情報

121 学術・開発・研究

公序良俗に反する行為を助長する、いわゆる「裏情報」の提供

71 裏情報
表現、告発、誹謗・中傷

各種学校、予備校など教育施設やその関連情報

120 学習

実武器や兵器の情報。モデルガン、刃物など使用や遊戯に判断力が必要なものの情報

70 武器

122 資格・語学・カルチャ 各種習い事、資格の取得、語学力向上などを行うスクール・教室のサイトや関

メンタルヘルスに関連する情報

美容整形・美容外科に関連する情報

117 美容整形
119 学校・教育

過激・暴力的な活動を行なう団体などの情報

68 暴力組織・カルト

性教育に関連する情報

116 性の知識

69 グロテスク・ショッキング 拷問、虐待、傷害、暴行、死体、流血などの描写

サイドビジネスなどに関連する情報

67 サイドビジネス

115 ヘルスケア・リラクゼーション 健康コラム、ダイエット、サプリメント、マッサージ、整体などに関連する情報

118 メンタルヘルス

各種経済やビジネスに関係する団体のサイトや関連情報

66 ビジネス・経済団体

94 その他の趣味と娯楽

誰でも記事の編集や作成が可能な百科事典サイト

43 フリー百科事典

趣味と娯楽

青年・成人向け

介護サービスや施設、公的介護保険、社会福祉などの情報

各種経済やビジネスに関連する情報

64 ビジネスセミナー・交流会 ビジネス的な観点で交流の場を提供する異業種交流会の情報。ビジネスセミナー情報
ビジネス・経済 65 ビジネス・経済情報

過激な表現

全国の病院、診療所などの医療機関。病気や処方箋などに関連する情報全般

114 介護・福祉
医療と健康

宗教に関わる情報や宗教施設に関連する情報

113 病気・医療

転職、就職、派遣、パート、アルバイトに関連する情報

63 転職・就職

妊娠・出産・育児に関連する情報

112 宗教

ホームページサービス、サーバーを貸し出すサービス、ドメイン登録受付するレジストラ

111 妊娠・出産・育児

Webページ、画像、動画などの検索サービス

節句、成人式、結婚式場、葬儀、墓地など冠婚葬祭に関連する情報

110 冠婚葬祭

結婚を前提として異性と知り合うことを目的とした、結婚紹介所・結婚相談所などの情報

レストラン・ファーストフードなど飲食店に関連する情報。食材やレシピなど食に関連する情報

各種文例集、ワーロソフト、表計算ソフトなどのテンプレートのダウンロードサービス

図書館など、公共の施設に関連する情報

公民館、市民館、コンサートホールなどのイベント施設。多目的ホール、公園、

祭り、花火大会、花見、クリスマスなどの各種イベントの情報

クリーニング、銭湯、 家事代行、防犯業など生活に関連するサービスの情報

雑貨、インテリア、家庭用品など、生活関連商品の情報

暮らしや地域に関連する情報

郵便や宅配便、引っ越しサービスなど物流に関連する情報

電気、ガス、水道、電話、ガソリンスタンドなどの情報

総合的なインターネットポータルサービス

108 食事・料理・食品

107 文例・テンプレート

106 公共施設

105 イベント

104 生活関連サービス

103 生活関連商品

102 暮らし・地域情報

101 郵便・物流

ホテル・旅館など宿泊施設や観光、旅行に関連する情報

オンライン地図サービス

109 結婚紹介

44 ブックマーク・リンク集 ネット上にブックマークを保存し、ブックマークの共有を可能にするサービス

ウェブページのURLを指定して翻訳するサービス

42 ウェブページ翻訳

41 オンライン辞書・テキスト翻訳 オンライン上のテキスト翻訳や辞書サービス

40 ウェブアーカイブ・キャッシュ ウェブアーカイブ（サイトを保存するサービス）や検索エンジンなどのキャッシュページ

オークションサイトおよび関連情報

32 オークション

31 オンラインショッピング インターネットでの物品の販売および関連情報

30 商業施設・複合施設

29 小売・ショッピングセンター ショッピングセンター、百貨店、スーパーマーケット、コンビニ、小売店などの

28 宝くじ・スポーツくじ

生命保険や傷害保険を扱う企業やその代理店のサイト

21 保険

。または金品などを対象に射幸心を煽るサービス

証券・先物取引のサービスや企業サイト。証券取引所のサイト

20 証券・先物取引

照会や振込み、資料請求や申込が可能なサイト

投資商品をオンラインで購入・取引できるサイト

17 投資商品の購入

18 保険商品の申込

16 金融・経済指数・マーケット情報 比較やレートなど金融・証券・保険に関する各種情報サイト

出会い系サイトや異性・同性の紹介、恋愛・交際を仲介するサービス

を回避してしまうサービス

フィルタリング機能を回避する目的ではないが、結果的にフィルタリング機能

14 フィルタリング回避

15 出会い

フィルタリング機能を回避する公開プロキシ

13 公開プロキシ

99
生活と暮らし 100 ライフライン

地図サービス
宿泊・旅行

98

各種インターネットプロバイダーのサイトや関連情報

62 ホスティング

プロバイダ
60 ポータルサイト
・ポータル
・ホスティング 61 検索

59 プロバイダ

ウイルスやスパイウェア感染の恐れがあるサイト

ダイナミックDNSサービス、ダイナミックDNSサービスで割り当てされたドメイン

カー、ITサービスを提供している企業サイトや関連情報

IT情報を掲載したホームページ、ブログ、掲示板。パソコン、ソフトウェアメー

アイコン、壁紙、スクリーンセーバーなどのダウンロードサービス

55 更新ファイル・ドライバ プログラムのアップデータやドライバ定義ファイルなどのダウンロードサービス

54 プログラムダウンロード プログラムやアプリケーションのダウンロードサービス

58 ダイナミックDNS

12 フィッシング詐欺・ワンクリック詐欺 フィッシングサイトやクリックしただけで料金を請求される詐欺サイト

11 DBD攻撃

10 マルウェア

使用していないドメインを管理するサービス

ファイル共有ソフトウェアの使用方法などの情報やプログラム配布

ントモバイル端末などで利用者の位置を測定し各種情報を提供するサービス

53 ウェブアプリケーション ブラウザなどで使用可能なアプリケーションサービス

や不正使用に関連する情報

ウイルスの製造方法やネットワーク、コンピュータ、モバイル端末への不正侵入

56 デジタル素材

違法薬物およびその利用を助長する情報

4 違法と思われる薬物
52 ドメインパーキング

51 P2P

18歳未満と思われる児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したもの

9 クラッキング

インターネット上のディスクスペース提供など、各種ストレージサービス

49 クチコミ・評価・コメント 商品の評価、価格調査、クチコミ、ワンポイントアドバイス、ニュース記事などへのコメ

48 ストレージサービス

3 児童ポルノ

ITサービス
50 位置情報

上で情報の提供が違法とされる行為

爆破予告、貯金通帳の売買、利用可能な携帯電話の売買など、インターネット

2 著作権や商標権の侵害行為 著作権や商標権を侵害する可能性のある行為

1 違法と思われる行為

