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アルプス システム インテグレーションのご紹介（会社概要）
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アルプス システムインテグレーション株式会社(略称:ALSI［アル
シー］)は、アルプス電気株式会社のシステムインテグレーション事業
を担う戦略子会社として1990年4月に設立されました。
特に1996年にスタートした「セキュリティ」分野においては、Web
フィルタリングソフトが日本の多くの企業、官公庁および教育機関等に
導入されているほか、URLデータベースが国内主要携帯キャリア3社に
採用されるなど、13年連続で市場シェアNo.1(※)の実績を誇ります。
また、2003年から提供している情報漏洩対策製品でも、2011年に世界
的調査機関のフロスト＆サリバンの「ジャパンマーケットシェア リー
ダーシップアワード」を、日本のセキュリティ企業で初めて受賞するな
どセキュリティのパイオニア企業として認知いただいています。
2013年4月にはネットスター社を完全子会社化し、販売・サポートを
ALSI、開発をネットスターに集約した体制で事業を推進しています。

(※)各種調査機関のデータをベースにした弊社調べ

設立 1990年4月2日（平成2年）

資本金 2億50万円

業績 売上高 98億1500万円 営業利益 4億200万円
（2017年3月期）

社員数 365名（2017年6月1日時点）

事業所 東京本社 古川営業所 仙台営業所
名古屋営業所 大阪営業所 福岡営業所
白金台オフィス 十日町オフィス 中国 大連

代表者 代表取締役社長：永倉 仁哉

・財団法人 インターネット協会（IAjapan）
・NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
・日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC）
・セーファーインターネット協会（SIA） 他

主な製品群

セキュリティ関連所属団体

ALSI 概略

会 社 概 要 グ ル ー プ 会 社 ・ 関 連 会 社

（大連）

■アクセスマネージメントシリーズ
・Webフィルタリングソフト
InterSafe WebFilter

・多層セキュリティゲートウェイサービス
InterSafe GatewayConnection

・スマートデバイス向けセキュリティサービス
InterSafe MobileSecurity

・クラウド型Webフィルタリングサービス
InterSafe CATS

■情報漏洩対策シリーズ
・InterSafe ILP

-デバイス制御ソフト
InterSafe DeviceControl

-Web型申請承認ソフト
InterSafe WorkFlow

-ファイル自動暗号化ソフト
InterSafe IRM

・DRM暗号化ソフト
DocumentSecurity



サービス概要

国内唯一

※iOSはNetwork Extension Framework技術を用いています。

管理サービス
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専用アプリ
（InterSafeアプリ）



サービスのご紹介
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無線LAN、公衆WiFiなど迂回経路を防止

アプリ内ブラウザもフィルタリング可能！

【利用者】
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通信経路に依存しないフィルタリング



スムーズに
アクセス

度々エラー
が発生

[標準ブラウザ]

動作保証
対象

専用ブラウザ
タイプの
サービス

[専用ブラウザ]

動作保証
対象外

etc…

グループウェア

SFA Webメール

ポータル

Webコンテンツがサポートするのは標準ブラウザだけ。

Webアプリ・サービスをそのまま利用可能！
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Webアプリケーションとの互換性



ご提供機能

業界最大級！
Webフィルタリング

スケジュール設定 規制解除申請

カテゴリ

HTTPSデコード 書き込み規制

ログダウンロード

グループ管理 ユーザ管理 例外URL

検索キーワード規制 書き込みキーワード
規制

社内アクセス

14年連続シェアNo.1※1のWebフィルタリング

※1：各種調査機関のデータをもとにした当社調べ

ブラウザ規制
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HTTPSデコード機能

暗号化された通信はＵＲＬの判定ができない（ドメイン単位では可)

https://www.alsi.co.jp/

従来はドメイン単位のフィルタリング

https://www.alsi.co.jp/intersafe/

https://www.alsi.co.jp/logdirector/mail

https://www.alsi.co.jp/loglyzer/job

https://www.alsi.co.jp/securedevice/bbs

HTTPS解析機能を使用するとURL単位でフィルタリングが可能

「ホームページサービス」許可

「ウェブメール」規制

「転職・就職」オーバーライド

「掲示板」書き込み規制

ドメインだけではカテゴリ
判定できない
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セキュリティ

ITサービス 広告

サイバー攻撃、情報漏洩
対策に効果的なカテゴリ

※一般的な組織でアクセスされるWebサイトを分類できる割合

コミュニ
ケーション
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Ｗｅｂアクセスを自在にマネージメント
国内最高水準、網羅率※９８％のデータベース

フィルタリングカテゴリ

✓ 標的型攻撃メールのURL
✓ 書き込み可能なソーシャルサイト
✓ ファイルアップロードサイト
✓ マルウェアへの誘導広告

防げる情報漏洩リスク
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書き込み規制、ブラウザ規制

 書き込み規制
不用意な書き込みにより社内の
情報を漏洩していませんか？

例）
「今度新製品を出します・・・etc」

 ブラウザ規制
使いたいブラウザはどれですか？

会社の統一ルールとしてブラウザ
を限定することで脆弱性を減らす
ことができます。



11

スケジュール設定、規制解除申請

 スケジュール設定
ウェブ閲覧の時間帯を制限す
ることで効率的なインター
ネットアクセスを実現します。

 規制解除申請
取引先のサイトなど、
業務上閲覧が必要なサイト
は管理者に申請することで
閲覧可能となります。
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Webアクセスログダウンロード

ログ保存は最大 ： 30ファイル

※ログファイルの作成条件
・原則1日/1ファイルを作成
・ファイルサイズが2GBを超えた場合には新たなファイルを作成
・30ファイル超過時には古いものから削除されます

アクセス時間、アクセスしたユーザ、部門、
アクセス結果、アクセス先ドメイン、
アクセス先URL、判定されたカテゴリ、など
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グループ管理、ユーザ管理、例外URL

 最大10階層の組織をまとめて管理

 部署に社員を紐付け組織と同じように管理

 CSV形式で一括登録可能

 グループ毎に例外URLの作成が可能

営業部

組織（グループ） 社員（ユーザ）

東京

大阪

名古屋

最大10階層

特定URLのみアクセス許可・規制
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検索キーワード、書き込みキーワード規制

不用意な書き込みを制限することで情報漏えい
リスクを減らし、安心安全なモバイル運用を
実現することが出来ます。（HTTP、HTTPS共に対応）
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社内アクセスVPN

※社内接続用の設定は設定配布ツールから行います。

社内

社内専用WEBアプリ・ポータル

社内外へのアクセスを

ワンタッチ切り替え

アプリを立ち上げONに
するとVPN接続
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フィルタリング違反検知

抜け道対策も万全

InterSafeアプリは、自身が持つアクセス設定
が正常どうか否かをチェックし、管理サービス
にアラートを送信します。

★InterSafeアプリのインストールチェック機能の可否、 アプ
リケーションの配布機能（iOSはVPP対応）の利用可否につき
ましてはご契約をされているMDMメーカ様にお問い合わせく
ださい。
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（参考）お客様のご利用イメージ

MDM

リモートロック/ワイプ
デバイス情報取得
アプリのインストール監視
や削除防止※など

Webフィルタリング
社内アクセス
アクセスログ存在監視 設定管理

ご契約のMDMを用いてアプリの配布、
存在監視を行っていただきます。

ALSI

Hook型
アプリ

InterSafeアプリ

※アプリの監視や削除防止の可否
についてはご利用のMDMにより
異なります。



導入完了までの３ステップ

アプリケーションをインストール後、

初期導入の流れ

管理サーバ

★管理サーバに対し
て、ユーザID、パス
ワードを設定。
設定した情報をエク
スポート

① ② ③
★エクスポートした
設定情報を配布ツー
ルに取り込み、下記
いずれかを実行
・メール送信
・管理画面へアップ

★端末上で設定ファ
イルをアプリケー
ションへ反映し、設
定完了※１

※１ 設定反映のみとなります。
認証は行いません。
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InterSafe
アプリ



教育機関では、2万校以上の学校でご利用実績があります。

主な利用事例

横浜市教育委員会

KDDI

ソフトバンク（ODN)

岩手県教育委員会

千葉県教育庁

60,000user

35,000user

25,000user

20,000user

18,000user

鳥取県教育センター

ファンケル

東北電子専門学校

髙木証券

など

17,000user

2,000user

1,500user

700user

青少年インターネット環境整備法において
フィルタリングサービス提供を求められている
携帯電話事業者およびPHS事業者全てで採用

InterSafeシリーズ
フィルタリングデータベース導入実績

文教市場

携帯キャリア市場
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動作環境・価格

iOS 9.x / 10.x / 11.x

Android

Android 6.x / 7.x

動作確認済み機種
Asus ZenPad 3 8.0 Android 6.0 / 7.0
Google Nexus 5,5X Android 6.0
Google Nexus 5,6P Android 7.1
京セラ QuaPhoneQX Android 7.1
京セラ DIGNO G 602KC Android 7.1.1
シャープ AQUOS ea 606SH Android 7.0

対応OS

※注意事項
・全ての動作を保証するものではございません。
・お客様にて事前の動作確認を行ってください。
・弊社のWebサイトに掲載している動作確認済み機種をご参考ください。
・プログラムの修正などが発生する場合は、原則として最新OS Verでの提供になります。
・機種に依存する不具合には対応できない場合がございます。

月額 300円/デバイス

年額 3,600円/デバイス

サービス費用

※5デバイスからご購入いただけます。
※月額でのお支払いは、特定の販売代理店でのみお取り扱いできます。
弊社または販売店へお問い合わせください。

※試験利用期間は1ヶ月で5デバイスまで利用可能です。試験利用期間を延長する場合、別途費用を請求させて頂きます。 20



URL   http://www.alsi.co.jp

お問い合わせ

本 社
古川営業所
仙台営業所
名古屋営業所
大阪営業所
福岡営業所
白金台オフィス

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町1-7 
〒989-6143 宮城県大崎市古川中里6-3-36
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-16 朝日生命仙台中央ビル4F
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-23-2 第二昭和ビル6F
〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル5F
〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル7F

TEL:03-5499-8045 
TEL:0229-23-7734
TEL:022-713-6951
TEL:052-746-9766 
TEL:06-6386-2673 
TEL:092-483-1460 
TEL:03-5795-4626


