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社名
代表取締役社長

創立
本社

連絡先
資本金
株主

取引銀行
主要取引先

スワットブレインズ株式会社 ( http://www.swatbrains.co.jp/ )
加藤 慎二
2007年1月 （ビジネス開始は、2003年5月）
京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町267 
☎ 075-211-9480（代）
64,962,500円
㈱ドリームクラフト、㈱アライアンスグループ、ネットエージェント㈱ 他
みずほ銀行、京都銀行、京都信用金庫
㈱関電システムソリューションズ㈱、㈱千代田組、㈱イーセクター、
㈱エネルギア・コミュニケーションズ、九電ビジネスソリューションズ㈱、㈱アリス、
㈱エス・シー・ラボ、宝ネットワークシステム㈱、㈱アシスト、㈱ピー・ビーシステムズ、
㈱富士通マーケティング、日立電線ネットワークス㈱、リコージャパン㈱、㈱CSIソリューションズ
東芝情報システムプロダクツ㈱、NECネッツエスアイ㈱ 、NECフィールディング㈱ 、三信電気㈱、
西日本電信電話(NTT西日本)㈱、アイテック阪急阪神㈱、ソフトバンク・テクノロジー㈱、
㈱ITスクエア、富士ゼロックス㈱、㈱中電シーティーアイ、㈱STNet、京セラコミュニケーション
システム㈱、三井造船システム技研㈱ 、日興通信㈱、 アットシグナル㈱、明電商事㈱、
㈱エアネット、アワーズ㈱、プラスアイ・コンサルティング(合)、㈱グローバルネットコワ、コニ
カミノルタジャパン㈱、㈱AIT、㈱ソリューションラボ、Renbird㈱、日本コムシス㈱、エクイニク
ス・ジャパン㈱、㈱両毛システムズ
ネットエージェント㈱、クオリティア、 ㈱アズジェント、㈱アール・アイ、㈱インフォセック、
㈱ＳＲＡ、㈱ドリームクラフト

平成29年 9月 ファイル無害化システム『VOTIRO-SDS WS版アプライアンス』 発売開始
平成28年 9月 自治体向けファイル無害化システム『VOTIRO-SDS アプライアンス』 発売開始
平成28年 7月 自治体向けメール無害化システム『Active! zone』等関連製品 提供開始
平成28年 7月 電子メールアーカイブシステム『MailDepot アプライアンス』 発売開始
平成28年 3月 LANSheet®の新モデル、LANSheet Light の提供開始
平成27年 10月 国産・標的型攻撃対策用 FFR yarai 管理サーバwithクライアントライセンス発売開始
平成25年 8月 PCやサーバのデータをバックアップする 「Secure Backリーズ」 発売開始
平成24年 8月 SSL通信の通信内容を記録する 「Counter SSL Proxy」 発売開始
平成24年 7月 電子メールパッケージ 『セキュリティメールパッケージ』 Ver.2 発売開始
平成24年 5月 標的型メール攻撃対策システム「防人」 発売開始
平成23年 9月 限定エリア無線LAN構築システム「LAN Sheet」の販売開始
平成23年 1月 大学・専門学校向けの「学内レポート提出・管理システム」を発売開始
平成22年 9月 高速セキュアファイル交換システム「デジ急便Appliance Server」新発売
平成22年 3月 メール系ツール「safeAttach Evolution Appliance Server」新発売
平成22年 1月 ＷＥＢサイト全面リニューアル 製品情報の充実化実施
平成20年 6月 資本金 65,000千円に増資
平成19年 10月 宝ネットワークシステムとのセキュリティ事業の事業譲渡契約実施
平成19年 8月 資本金 50,000千円に増資
平成19年 6月 日立電線株式会社と接続後検疫ソリューションの発表
平成19年 6月 インターロップ2007展示会に単独ブース出展
平成19年 1月 DeepSoft株式会社とスパム対策ソフトウエアの独占的アプライアンス販売契約を締結
平成19年 1月 京都市中京区にて、スワットブレインズ株式会社として事業立上げ(起業)
（2007年）
平成17年 3月 OnePointWall販売実績No1代理店として表彰を受ける。
平成16年 5月 「西日本セキュリティコンソーシアム」を企画し幹事企業として参加
平成16年 5月 OnePointWallアプライアンスサーバを発表販売開始
平成14年 4月 宝ネットワークシステム株式会社(宝酒造グループ)の一事業部門として

セキュリティ事業を開始
（2002年）
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我々の提案キーワード

我々のビジネスモデル

IT・セキュリティ分野において、国内機関や事業法人・公共法人のお客様のセキュリティ
環境の実現や、業務改善・効率UPを支援する各種アプライアンス製品の企画・制作や、
求められる具体的なソリューションのご要望にお応え出来る製品をご提供します。

また、当社が持つアプライアンスサーバの開発・企画ノウハウを活用して、アプライアンス
サーバのＯＥＭ提供や運用・保守サポートをご提供します。
専用サーバカスタムプランにより、お客様のビジネス拡大に向けた製品開発支援を
ご提供します。

Corporate profile

利益向上・効率改善
（手間・工数削減）

セキュリティ
（Pマーク/ISMS対応など）

内部のＩＴ環境を見直して・・・

相反する課題を解決する
効率的なソリューションを提案

・ これまで、当り前・・仕方が無い・・と考えていたこと。
・ 課題解決の方法が、はっきりしなかったこと。
・ ＩＴ整備を進めたことで、新たな課題が見つかったこと。
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我々の御提案する製品・サービス

これからも、投資効果を発揮し、日々の活用と運用の目線を
意識したアプライアンスサーバ製品をご提供してまいります。
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カスタムオーダーメード・サービス
オリジナルアプライアンスサーバのビジネス支援サービス

各種アプライアンス製品の企画・制作・販売を行っています。
300社を超えるお客様にご利用頂いております。

Secure Back
パソコン(サーバ)上にあるデータを、そのままバックアップ（実データのままバックアップ）
Window7、8への引越し運用、PC入替え運用、PC紛失時のデータ再現も可能

LAN Sheet Light
テーブル上に設置すると、その周囲1m程度までの無線LAN環境を構築可能（飛ばない無線LAN)
必要な場所に、必要な規模で無線LAN環境を構築することで物理セキュリティを担保する仕組み

safeAttach Evolution Appliance Server
電子メールの誤送信対策や、添付ファイルの自動暗号化、大容量サイズの添付ファイル運用等を
実現します。メール送信者の手間を無くし、業務の生産性を向上しながらセキュリティ強化を実現

デジ急便 Appliance Server
大容量データ(GB)にも対応する 電子ファイルのセキュアファイル交換システム
ブラウザ経由で高速での送受信を実現。外部ユーザのゲスト(匿名)利用も可能

Packet Black Hole
社内外の全ての通信の記録・解析・監視
関連製品(Counter SSL Proxy)との組合せで、HTTPS(SSL)通信の内容も記録可能

One Point Wall Appliance Server
内部からの不正な通信を見定めて検知。業務効率改善も実現

Spam Block Appliance Server
独自開発の高速MTAを搭載した、高性能スパムメール防止システム

FFR yarai 専用管理サーバ・クライアントライセンスパック
国産・標的型攻撃対策を、Windowsパソコン(サーバ)上に適用
WindowsXPや Server2003 R2 SP2以上の機器から、現在バージョンまで幅広く導入可能
クライアント端末のFFR yarai を管理し、監査対応などを実現する専用管理サーバがセット

20170301-MY01-001

MailDepot アプライアンスサーバ
低価格で大容量、高速検索を実現する、電子メール・アーカイブ専用アプライアンスサーバ
アカウント無制限・保管容量無制限・マルチドメイン対応・クラウドメール対応など、現在の
多彩な電子メール環境に適合している。４つのモデルから予算と環境に応じ選択可能。

VOTIRO-SDS AE/WSアプライアンスサーバ (ファイル無害化システム)
総務省が全国全ての自治体・公共向けに推奨している、情報セキュリティクラウドの対応の中で、
注目されている「ファイル無害化」を対応。指定銘柄のVOTIRO-SDS製品は、電子ファイルを
サニタイズ(消毒化/無害化)するアンチマルウェアソリューション

自治体・公共向けセキュリティ対応システム
次期、文科省･経産省･厚労省･金融庁系対応可能

http://swatbrains.co.jp/product/sae/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/sae/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/pbh/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/pbh/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/opw/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/opw/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/sb/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/sb/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/customize/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/customize/index.html
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我々が 御提案するソリューションマップ
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現場ゾーン-1

Firewall

管理者ゾーン

監査・記録ゾーン

DMZ・サーバゾーン

Gateway
サーバゾーン

Webサーバ、Mailサーバ、
グループウエアサーバなど

スワットブレインズ は、それぞれの「ゾーン」に効率的なソリューションを提供します。
システム管理者の手間とコストを出来るだけ削減したい。 導入後の運用手間が掛から
ないようにしたい。それでも、一定のセキュリティは確保したい。
そんな目線で、ご提案をしております。

OnePointWall
特定通信を見定めて遮断（検知）します。
SNS/掲示板/音楽/動画/株…などPCの業務外利用の制限や、ネットストレージ/フリーメール
/VPN/P2P…などのセキュリティリスクの低減ができます。
JSOCから連携される日本向け C&Cサーバ情報を活用した C&Cサーバ接続検知機能を搭載

PacketBlackHole
ネットワークを流れるパケットを全て記録して証跡を管理できます。Web閲覧・
利用記録、E-mailアーカイブをはじめ、SQL記録も可能。 その記録情報を、多
彩な検索方法で検索し抽出することで監査をはじめ利用シーンは広がります。

safeAttach Evolution 
電子メールの添付ファイルの暗号化１００％実施を実現します。
添付ファイルをダウンロードサーバに移してメールのみ送信／添付ファイルを自動的に
暗号化して添付ファイルとして送信、自動切換えにて実現します。

SPAMBlock
高速なメールリレーを実現しながら、高信頼なス
パム対応エンジンを搭載。アンチウイルスも同梱
を選べます。MTAリレーの仕組みから既存メール
サーバとの親和性は高く運用が容易に。

デジ急便
大容量なファイル交換を実現するWebシステムで
す。相手への送信だけでは無く、受信する運用ま
で実施できます。ファイル単体、フォルダー単位
と、配送する対象が自在に選べるので、ファイル
交換実施に最適です。

現場ゾーン-2

LAN Sheet Light 
会議室、ミーティングエリア、さらにはフリーアドレス化した執務室
など。多様化する新しいワークスタイルに使われる、無線LAN環境を
簡単に構築して運用することができます。

Internet

Secure Back 4  
パソコン(サーバ)上にあるデータを、そのままバックアップ。
Window7、8への引越し運用、PC入替え運用、PC紛失時のデー
タ再現も可能です。

お問合せは・・ sales@swatbrains.co.jp

Counter SSL Proxy 2.0
httpsで接続し暗号化されたSSL
通信の内容を可視化して、閲覧
できるようにします。

Vol. 170901 ／ お問合せは・・ sales@swatbrains.co.jp

FFR yarai 専用管理サーバ・クライアントライセンスパック
Windowsパソコン(サーバ)向けの標的型攻撃対策。一般的なア
ンチウイルス製品と端末内で同居し、マルウエアの不正な挙動を
検知し動作を阻止、さらにマルウエアを確保し保存します。全体
を管理する専用管理サーバとのセットパックモデルの提供

Corporate profile

MailDepot
対象メールアカウント無制限、保存アーカイブ容量無制限、マルチドメイン対応、
大手クラウドメール対応、アーカイブデータの外部NASへの自動バックアップ機
能搭載。電子メールアーカイブ要件を多面的に網羅し、使い勝手の良いモデルと
価格で運用重視の導入を実現

【自治体・公共向け：メール・ファイル無害化対策】( 2016～ 対応 )
DEEP Mail、Active!zone を中心に、MailSuite、Active! gate、Active! hunterな
ど、自治体側のメールサーバ環境に応じた提案を実施しています。
また、電子ファイルの無害化対応として、VOTIRO社のSecure Data 
Sanitization(SDS) を利用した、ファイルのサニタイズ処理も提案可能です。
ソリューションMAPを準備して、様々な課題解決の提案を実施しています。

自治体・公共向けセキュリティ対応システム
次期、文科省･経産省･厚労省･金融庁系対応可能

http://swatbrains.co.jp/product/sae/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/sae/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/sb/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/sb/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/opw/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/opw/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/pbh/index.html
http://swatbrains.co.jp/product/pbh/index.html

