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製品および販売に関する問い合わせ

Tel 03-5220-3090【受付時間】 平日9：00～18：00 （土、日、祝日、弊社指定休業日を除く） E-Mail sales-info@daj.co.jp

より便利な、より快適な、より安全な
インターネットライフに貢献していく

ソリューションガイド

Webでも、Mailでも、Fileでも、

企業の情報資産をしっかり守る！

それがデジタルアーツのセキュリティ。

SECURITY



SOLUTION OVERVIEW

純国産の高品質

標的型攻撃対策から、Webフィルタリングまで
導入実績No.1※1のWebセキュリティ

充実の誤送信防止機能により、メールからの情報漏洩防止が可能。
さらに標的型攻撃メールへの対策も可能で、メール無害化等の
機能と組み合わせて強固なセキュリティ対策が可能です。

誤送信対策から、標的型攻撃対策まで
導入実績No.1※3のMailセキュリティ

iOS/AndroidTM/Windows端末に対応したクラウド型
Webセキュリティ。従業員が社内・社外で使う
PCやモバイル端末に安心・安全をご提供します。

「i-FILTER」をアプライアンスとして用いることで、
圧倒的な管理工数の削減が可能。「純国産」の

ワンストップサポートで、管理者負担をさらに軽減します。

モバイル端末やPCのWebアクセス制御から
機密データの消去まで

メール送信時にポップアップ画面が起動し、送信者自身が
宛先や本文、添付ファイル内容に間違いがないかをチェック
できます。従業員の誤送信防止意識向上にも役立ちます。

必要なときに、必要な助言をもたらす
サーバーレスの誤送信対策

指定した人以外は閲覧できないように暗号化し、
万が一ファイル自体が流出しても、「情報の流出」を防ぎます。
また、操作履歴や不正なアクセスを追跡することができます。

スマートフォンでもタブレットでもPCでも、
お子さまの有害サイトへのアクセスを制御し、

インターネット上の危険からお子さまを守ることができます。

渡したファイルが“あとから”消せる
導入実績No.1※4のFileセキュリティ

「i-FILTER」搭載の
純国産Webセキュリティ・アプライアンス

かんたん設定で
見せたくないサイトをブロック

◯メール誤送信防止　◯メールアーカイブ
◯スパムメール対策　◯メールの無害化
              ○標的型 攻撃対策

Mailセキュリティ
◯標的型攻撃対策　◯水飲み場攻撃対策　◯ランサムウェア対策

◯Webフィルタリング　◯Webアクセスの可視化

Webセキュリティ
◯機密情報漏洩対策　◯内部不正対策
◯ファイル暗号化　　◯アクセス制御
◯ファイル追跡機能　◯リモート削除

Fileセキュリティ
◯家庭向けWebフィルタリング

Webフィルタリング

オンプレミス（ソフトウェア） クラウド オンプレミス（アプライアンス） オンプレミス（ソフトウェア） クライアント オンプレミス / クラウド クライアント

「No.1※1」Webフィルタリング機能を提供する「i-FILTER」は、
高度・複雑化する標的型攻撃により、マルウェアが

誘導しようとするWebアクセスを即時的にブロックします。

COMPANY PROFILE

社名

デジタルアーツ株式会社
（英文名：Digital Arts Inc.）

設立

平成7年（1995年）6月21日

本社所在地

〒100-0004  東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア  ウエストタワー14F

営業所

北海道営業所
東北営業所
中部営業所
関西営業所
中四国営業所
九州営業所

資本金

7億1,359万0,262円（平成29年3月31日現在）

従業員数

連結：194名（平成29年3月31日現在）

株式公開市場

東京証券取引所 市場第一部
（証券コード：2326）

代表取締役社長

道具 登志夫

グループ会社

国内子会社
　デジタルアーツコンサルティング株式会社 

米国子会社
 Digital Arts America, Inc. 
 Digital Arts Investment, Inc.
 FinalCode, Inc.

英国子会社
 FinalCode Europe Limited

シンガポール子会社
 FinalCode Asia Pacific Pte. Ltd.

デジタルアーツのコンテンツセキュリティは
あらゆるセキュリティニーズを包括的にカバーします。

高度標的型攻撃対策

ファイル共有のセキュリティ

SandBox連携

× FireEye

Splunk

VMware®

Trend Micro

×

× Box

SIEM連携

×

仮想環境との連携（インターネット分離）

他社製品との連携

国内外の主要なセキュリティベンダーと積極的に製品

連携し、さらに強固で利便性の高いセキュリティソリュー

ションの提供を実現します。

より強固なセキュリティを実現

Webセキュリティ
導入実績No.1※1

※3 出典：株式会社ミック経済研究所「情報セキュリティソリューション市場の現状と将来展望 2017
【内部漏洩防止型ソリューション編】（2016年度）電子メールフィルタリング・アーカイブツール出荷本数（社数）」

※4 出典：2016年6月ITR発行 「ITR Market View：情報漏洩対策市場2016」
「SaaS型IRM市場：ベンダー別売上金額シェア（2015年度）」

Webフィルタリングソフトのベンダー別売上金額シェア

デジタルアーツ製品の高い信頼と実績

i-FILTER

エンドポイントWebセキュリティ
導入実績No.1※2

SaaS 型URL フィルタリング市場:
ベンダー別売上金額シェア

i-FILTER ブラウザー＆クラウド

Mailセキュリティ
導入実績No.1※3

電子メールフィルタリング・アーカイブ市場：
ベンダーシェア（出荷本数ベース）

m-FILTER

Fileセキュリティ
導入実績No.1※4

SaaS 型（クラウド版）IRM市場：
ベンダー別売上金額シェア

FinalCode 開発もサポートも自社内一貫
「URLフィルタリングデータベース収集」をはじめ、

製品の「企画・開発」「販売」「サポート」までを、自社内で

一貫して行っているため、製品の安定運用やお客様の

ご要望や緊急時にいち早く対応する事が可能です。

※5 自社ユーザーアンケート

Made
in

Japan
Quality

開発

データ
収集

販売

サポート

お客様満足度

98%※5

49.8%

29.0%

10.1%

その他

国内製品A

11.1%

国内製品B

※1 出典：2016年6月ITR発行 「ITR Market View：サイバー・セキュリティ対策市場2016」
「URLフィルタリング市場売上金額シェア」

※2 出典：2016年6月ITR発行 「ITR Market View：サイバー・セキュリティ対策市場2016」
「SaaS 型URL フィルタリング市場売上金額シェア」

16.7%

その他

6.7%A社

55.6%

44.4%

その他

76.7%

51.1%

13.9%

8.4%

7.3%

19.3%

その他

A社製品

B社製品

C社製品


