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スマートデバイス向け業務用ブラウザのフィルタリング機能が大幅強化  

「CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER」 を提供開始 

〜Web フィルタリング市場 No.1 デジタルアーツと 

法人向けスマートデバイスソリューションのアイキューブドシステムズが協業〜 

 
株式会社アイキューブドシステムズ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：佐々木 勉、以下アイキューブドシス 

テムズ）と、情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登 

志夫、以下デジタルアーツ、証券コード 2326）は、法人向けスマートデバイスの Web フィルタリング分野における協業 

を発表いたします。 

 

本提携により、アイキューブドシステムズが独自開発した、法人活用に必要なセキュリティとリモートでの管理機能

を備えたモバイルアプリシリーズ（CLOMO SECURED APPs）のブラウザアプリである「CLOMO SecuredBrowser」 に、

デジタルアーツが提供する PC 用 Web フィルタリング市場で導入実績 No.1(※1)及び製品精度 No.1(※2)を誇る

「i-FILTER」のデータベースと連携する機能を組み込み(※3)、「CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER」として、 iOS

向けを第一弾として 2012 年 10 月 30 日より提供開始いたします。 

 
(※1) 株式会社ミック経済研究所調べ、「セキュリティコンテンツソリューションに関するユーザー調査」、2012 年。 

(※2) 株式会社ベリサーブ調べ、2012 年。 

(※3) Web フィルタリング市場で国内トップシェアを誇るデジタルアーツの主力製品「i-FILTER」シリーズのクラウド型 Web フィルタリングシステム

「ARS（Active Rating System）」を組み込んでデータベースを提供しています。 

 

 アイキューブドシステムズは Web フィルタリングのデータベースが大幅に強化された「CLOMO SecuredBrowser with 

i-FILTER」の提供を通じて、「CLOMO SecuredBrowser」の機能に加え、インターネット上の有害サイトや業務時間にお

ける社員の生産性低下を招くであろう娯楽系サイトの閲覧制限が可能になります。また、デジタルアーツでは今回の

提携により、従来の販売パートナーを通じた販売に加え、法人向け Web フィルタリングサービスにおける新たな販路

拡大が実現します。 

 

アイキューブドシステムズとデジタルアーツは、今後も拡大が見込まれる法人スマートデバイス市場において、Web

ブラウザのデータベース連携強化を図ってまいります。 

 

 

「CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER」の概要 

■サービス名称：   CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER 

■利用料金：  4,320 円（税込 4,536 円）/年 

本サービスは、アイキューブドシステムズおよびアイキューブドシステムズの販売パートナーより、「CLOMO   

SecuredBrowser」とは別製品として販売します。 

※「CLOMO SecuredBrowser」は、基本料金は 1 ライセンス：2,880 円（税込 3,024 円）/年で、ローカルキャッシュの保 

存制限やブックマークの一括配布等の管理機能を提供します。詳細はアイキューブドシステムズの Web サイト

(http://www.i3-systems.com/secured_browser.html)を参照ください。 

■対象：   iOS5.1.1 以上搭載の iPhone、iPad、iPod touch 

■主な特長 

○業界最高精度のフィルタリングデータベース: 

「CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER」は業界最高水準のフィルタリング精度を有するデジタルアーツより提    

供されたフィルタリングデータベースと、専用ブラウザ「CLOMO SecuredBrowser」により構成されます。Web 上の   

http://www.i3-systems.com/secured_browser.html


 

脅威、私的利用による情報漏洩防止などに有効な効果を発揮し、また同フィルタリング機能は 3G 環境だけでな

く、スマートフォンにおいて情報漏洩の抜け穴となることの多い Wi-Fi 環境でも使用可能です。 

   ※フィルタリング用に用意されているカテゴリは、以下の通りです。 

http://www.daj.jp/bs/ifios/filtering_category/ 

 

 ◯標的型攻撃対策への対応: 

「CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER」は、出口対策機能を搭載し、近年見られる標的型攻撃に対しても有効  

な機能を発揮いたします。万一、マルウェアにスマートフォンが感染した場合でも、悪意のあるサイトへの誘導を

遮断することができます。 

 

◯フィルタリング機能のシームレスな利用 

「CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER」は、「CLOMO SecuredBrowser」上で Web フィルタリング機能をシーム  

レスに利用することができます。 

 

◯「CLOMO MDM」をはじめとした CLOMO シリーズとの連携 

「CLOMO SecuredBrowser with i-FILTER」では、「CLOMO MDM」や「CLOMO SECURED APPs」などの製品と連

携機能を保持しています。CLOMO シリーズは、スマートデバイスからアプリに至るまで、高いセキュリティ性を実

現する機能を多数搭載しております。 

 

■ 受注開始日 

2012 年 10 月 22 日 

■ 提供開始日 

2012 年 10 月 30 日 

 

 

 

 

■ CLOMO について  http://www.i3-systems.com/cloud_mobile_management.html 

CLOMO は「クラウドサービス・アプリ・デバイスの全てがクラウドである」というビジョンのもと、企業がクラウドを利用す

るために必要な全てのものを兼ね備えたプラットフォームサービスです。 

CLOMO では、「CLOMO MDM」、「CLOMO GATE」、「CLOMO MOBILE APP PORTAL」、「CLOMO SECURED APPs シ

リーズ」が提供されており、世界初のモバイルファーストプラットフォームとして、進化を続けています。 

 

■ 株式会社アイキューブドシステムズについて  http://www.i3-systems.com 

アイキューブドシステムズは、エンタープライズクラウド及びスマートデバイスを最大限に活用する為の技術を開発・保

有するソフトウェアプラットフォームプロバイダーです。Google Apps などの各種パブリッククラウドサービスを補う拡張

ツールを提供する一方、スマートデバイスの分野では、WEB のポテンシャルを生かし、高度なモバイルアプリケーショ

ンを HTML5 と JavaScript で開発できるフレームワークライブラリ「Yubizo Engine」を精力的に展開しています。 

私たちは、クラウドとスマートデバイス、及びアプリケーション、全てが統合された次世代 IT 環境の実現に向け、フロン

トランナーとなるべく活動しています。これらの活動から、2010 年 10 月 29 日に行われた「Google Enterprise Day 2010」

にて、国内で唯一、ソリューション部門で「Google Award」を受賞、更に 2012 年 6 月 22 日に、アマゾンデータサービス

ジャパン株式会社の AWS パートナーアワードにおいて、モバイルソリューションのユーザー事例を高く評価され、

「AWS パートナーアワード エンタープライズ部門」を受賞しました。その他 Ruby(開発言語)による様々な製品、サービ

スの開発を得意としており、「フクオカ Ruby 大賞」において、2008 年、2009 年と 2 年連続で優秀賞を受賞しています。 

  

■ 「i-FILTER」について  http://www.daj.jp/bs/if/ 

「i-FILTER」は、情報漏洩対策と Web の有効利用のための企業向け Web フィルタリングソフトです。業界最大級の Web

フィルタリングデータベースと、特許を取得したフィルタリングテクノロジー「ZBRAIN」により、業務中の閲覧が不適切な

Web サイトを高い精度で遮断します。また、Web メールの利用や掲示板の書き込みなどといった、Web 経由の情 

報漏洩を防ぐとともに、その内容を記録・確認・保存することが可能なため、内部統制対策としても有効なソリューショ

ンです。「i-FILTER」は、すでに全国の企業・官公庁 7,000 団体以上、学校・教育機関 25,000 校以上に導入されていま

す。（2012 年 3 月末現在）。 

 

http://www.daj.jp/bs/ifios/filtering_category/
http://www.i3-systems.com/cloud_mobile_management.html
http://www.i3-systems.com/
http://www.daj.jp/bs/if/


 

■ デジタルアーツ株式会社について  http://www.daj.jp 

デジタルアーツは、フィルタリング技術を核に、情報セキュリティ事業を展開する企業です。製品の企画・開発・販売・

サポートまでを一貫して行い、国産初のWebフィルタリングソフトを市場に出したメーカーならではの付加価値を提供し

ています。また、フィルタリング製品の根幹を支える国内最大級の Web フィルタリングデータベースと、世界 27 の国と

地域で特許を取得した技術力が高く評価されています。国内でトップシェアを誇る Web フィルタリングソフトとして、個

人向け「i-フィルター」・企業向け「i-FILTER」を提供する他、企業向けとして電子メールフィルタリングソフト

「m-FILTER」、セキュア・プロキシ・アプライアンス製品「D-SPA」、ファイルセキュリティソリューション「FinalCode」を提

供しています。 

 
※ CLOMO は株式会社アイキューブドシステムズの登録商標です。 

※ iPhone、iPad、iPod touch の名称およびそのロゴは Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

※ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

※ IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 

※ Google および Google Apps は Google Inc. の登録商標です。 

※ デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルター/i-FILTER、m-FILTER、D-SPA、FinalCode は、デジタルアーツ株式会社  

の登録商標です。 

※ 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 

※ 本プレスリリースは、株式会社アイキューブドシステムズとデジタルアーツ株式会社の共同リリースです。 

http://www.daj.jp/

