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各位
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

クラウド型 Web セキュリティサービス
「OneOffice Web Blocker powered by Trend Micro」の提供開始
～ 期間限定・初期費用無料！あんしん切り替えキャンペーン同時実施 ～
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（代表取締役社長：福田 安広、以下 当社）は、クラウド
型 Web セキュリティサービス「OneOffice ウェブセキュリティ」において、トレンドマイクロ株式会
社（以下 トレンドマイクロ）の「InterScan Web Security as a Service」（以下 IWSaaS）を活用し、
Web にアクセスする際のさまざまな脅威に対しセキュリティ対策を実現する新サービス「OneOffice
Web Blocker powered by Trend Micro」の提供を本日より開始いたします。
また、提供開始にあわせ、新サービスを容易に導入いただけるよう、
「Web フィルタリング あんしん
切り替えキャンペーン」を実施いたします。
記
１．経緯
企業が安全・安心・快適に Web にアクセスするためには、組織的なリスクマネジメントが必要な時
代です。標的型攻撃、マルウェアによるウイルス感染、C&C サーバ*1 からの情報詐取、不正サイトのフ
ィッシング詐欺による情報漏洩など、企業を脅かすリスクは日々増大しています。こうした多様化する
Web セキュリティリスクに対応するため、企業向けセキュリティ市場においてリーディングカンパニー
であるトレンドマイクロの IWSaaS を活用したクラウド型 Web セキュリティゲートウェイサービス
「OneOffice Web Blocker powered by Trend Micro」を新たに開始いたします。
２．サービス概要
「OneOffice Web Blocker powered by Trend Micro」は、ネットワークゲートウェイとしてセキュリ
ティ対策を提供するクラウドサービスです。本サービスを利用することで、Web サイトにアクセスする
際の不正プログラムの侵入や不正な Web サイトへのアクセスを防ぎ、お客様の安全なインターネット
利用を実現します。
本サービスは、クラウドサービスのため、新たな機器の購入や、導入後のウイルスパターンファイル
更新などの運用が不要で、自社でのオンプレミス運用と比較した場合、初期導入コストや運用コストの
低減が見込めます。
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（１）サービス名
OneOffice ウェブセキュリティ「OneOffice Web Blocker powered by Trend Micro」
（２）特長
① 高セキュリティ対策
・セキュリティベンダーであるトレンドマイクロのテクノロジーを駆使し、インターネットの
脅威から利用者を守ります。不正接続ブロックやボットネット通信*2 の検知も可能です。
② 簡単導入、低コスト
・クラウドサービスのため、設備運用不要で最新の対策が実現できます。
プロキシ一括設定で切り替えも簡単に行えます。
・業界最安値水準（当社調べ）の月額 250 円／アカウントでご利用いただけます。
③ マルチデバイス対応
・社内パソコンのみならず、スマートフォン・タブレットなどモバイル端末の Web アクセスを
社内と同様のセキュリティポリシーで制御することが可能です。
④ ユーザ管理機能
・ユーザアカウント単位でポリシーの設定や、ログを記録することが可能です。
（３）主要機能
URL フィルタリング

お客様のポリシーに従い、特定の Web サイトへのアクセスをブロ
ック
業務の妨げになるアプリケーションについて、アプリケーション

アプリケーション制御

単位でアクセスをブロック（ファイル転送、インスタントメッセ
ンジャー、ピアツーピア、音声／動画 など）

Web レピュテーション
ウィルススキャン
ボットネット通信の検出
管理ポータル

ウイルスの感染源になっている Web サイトや不正な Web サイト
へのアクセスをブロック
不正プログラムから利用者を保護
ネットワークを分析し不正な通信をブロック
各種ログの確認やユーザの管理

（４）価格
初期費用（税別）

30,000 円／1 契約

月額費用（税別）

250 円／アカウント

※アカウントの増減は 25 アカウント単位となります。
※最低利用アカウント数は 25 アカウントとなります。
※最低利用期間は 1 年となります。

（５）サービス紹介 Web サイト
http://www.oneoffice.jp/service/websecurity/
（６）提供開始日
平成 30 年 4 月 18 日

３．期間限定特別キャンペーンについて
現在お使いのサービスやシステムから本サービスへの切り替え、または新規導入のお客様を対象に、
初期費用が無料となるキャンペーンを実施いたします。
名称

Web フィルタリング あんしん切り替えキャンペーン

期間

平成 30 年 9 月末日までに申し込み

内容

対象

1 契約あたり通常 3 万円（税別）の初期費用無料
初期費用（税別）30,000 円／1 契約→ 無料
・ 期間中に他サービスまたは自社のオンプレミス環境から本サー
ビスに切り替えのお申し込みをされたお客様
・ 期間中に新規にお申し込みされたお客様

※最低利用アカウント数は 25 アカウントとなります。
※アカウントの増減は 25 アカウント単位となります。
※最低利用期間は 1 年となります。

４．エンドースメント
本発表に際し、トレンドマイクロ株式会社様より以下のエンドースメントをいただいております。
トレンドマイクロは、ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ様による「OneOffice Web Blocker
powered by Trend Micro」の提供開始を心から歓迎します。
今回活用いただいた当社サービス「IWSaaS」は、クラウド型セキュリティサービスとして提供
するため、ユーザ企業様の初期投資を抑えるとともに、社内パソコンのみならず、社外に持ち出し
たパソコンやモバイルに対しても社内と同様のセキュリティポリシーを適用できることが特長で
す。
今回の提供開始により、さらに多くのお客様に当サービスをご利用いただき、Web セキュリティ
の更なる強化が実現できることを確信しています。
トレンドマイクロ株式会社

上席執行役員

営業統括

大場 章弘 氏

以上
【参考】
■トレンドマイクロについて
トレンドマイクロは、
「デジタルインフォメーションを安全に交換できる世界の実現」を目指す、サ
イバーセキュリティソリューションのグローバルリーディングカンパニーです。個人、企業、政府向
けの革新的な当社ソリューションは、データセンタ、クラウド、ネットワーク、エンドポイントでの
多層防御を実現します。詳細は https://www.trendmicro.com/ja_jp/ をご覧ください。

*1

C&C サーバ（Command and Control server）とは、ウイルスに感染したコンピュータのネットワークに対し、
不正なコマンドを遠隔で送信するために利用されるサーバのこと。

*2 ボットネットとは、サイバー犯罪者が悪意あるプログラムを使用して乗っ取った多数のコンピュータで構成される
ネットワークのこと。

*

OneOffice は、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズの登録商標です。

*

記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

【サービスに関するお問い合わせ】
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
OneOffice サービス担当
TEL

： 0120-261-011

E-Mail ： sales@oneoffice.jp

Web サイト

： http://www.oneoffice.jp/service/websecurity/

