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すべては

日本のセキュリティのために

世界が認めるセキュリティソリューションで全てのビジネスに安心を



ABOUT US BUSINESS TIMELINE

会社概要

製品ラインナップ

All for Mail Security

All for Secure Communication

All for Security as a service

Security Intelligence Solution

メールセキュリティ対策

安全なコミュニケーションツール

SaaS型 セキュリティサービス

セキュリティインテリジェンスソリューション

����年に狭い一室から�人で始めたジラングループは今では
従業員約�,���人が働く会社に育っています。現在、ジラング
ループは日本、韓国、アメリカ、EU、シンガポールに拠点を置
いており、売上は���億円(����年実績）を突破しました。 私
たちのビジョン '� × ��� 'は売上���億円、世界���大ソフトウ
ェア企業、���年続く企業を目指すことを表しています。その
中で世界���大ソフトウェア企業に成長するために最も重要
な部分は日本でのビジネスです。
そのために私たちは、「All for Japan Security」をスロ ーガ
ンに掲げ、日本のセキュリティに貢献するソリューションを提供
するため、日本の匠の精神に韓国のスピー ドが加わることで
爆発的なシナジーが生まれると考えています。そこで、現地パ
ートナーと緊密な関係を保ち、現地企業になるために日々努
力をし続けています。

ジラングループのセキュリティソリューションは、日本、アメリカ、
韓国など全世界��,���社以上で利用されています。 
特にメールセキュリティソリューション 「SPAMSNIPER」は導
入企業�,���社を超える人気商品となっており、同じく人気商
品の企業向けオンランストレージ「GIGAPOD」と共に販売を
重ねてきました。
私たちは、����年�月にセキュリティソリューション事業を担う
新設会社、株式会社 JSecurityを立ち上げ、「All For Japan 
Security」（すべては日本のセキュリティの ために）をスローガ
ンとして、これまで以上にお役に立つセキュリティソリューショ
ンを 提供して参ります。
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JIRANSOFT韓国スタート

日本ビジネススタート

JIRANSOFT JAPAN日本法人設立

GIGAPOD �年連続マーケットシェア�位

JSecurity設立

���億円

名称： 株式会社JSecurity
事業内容： 情報セキュリティ製品・サービスの開発・販売
設立： ����年�月
資本金： ���,���,���円（資本準備金を含む）
所在地： 〒���-����東京都港区東新橋�-��-�PMO東新橋�階

HISTORY OF JIRAN FAMILY Japan to Global

迷惑メール対策、ウイルスメール対策やメール無害化、メール誤送信対策を実現するメールセキュリティ製品をはじめとして、安全な
WEB環境を実現するWEBセキュリティ製品、ランサムウェア対策や個人情報検出・管理ができるエンドポイントセキュリティ製品、安価
でかんたんに導入・運用ができる中小企業向けの情報セキュリティ製品といったラインナップで、ネットワークからエンドポイントまで広
くカバーする情報セキュリティ製品の開発・販売を主力事業として展開しています。
その他、世界中で実績のあるCYREN社のセキュリティ製品開発キットや、モバイル向けセキュリティソリューション、オンラインストレージ
活用ソリューションを展開しています。

Yearly Sale ���億円

The Goal

2018
Top ��� SW Company

2024
���th Anniverary of Foundation

2094

Challengers4 850Challengers



スパム・ウイルスメール対策 メール誤送信対策ソリューション

モバイルメールセキュリティ対策

提供形態：AP／SW／VA
SPAMSNIPERは、受信する迷惑メールのブロックおよびウイルスからの保護など、フィルタリングをリアルタイムで行います。 
また、送信するメールの添付ファイルの暗号化、送信遅延など誤送信防止機能によって情報漏洩対策を実現する統合メールセキュリ
ティです。

提供形態：AP／SW／VA
MAILSCREENは、送信メールフィルタ、添付ファイル暗号化、宛先のBCC変換、ウイルスチェック、上長承認、一時保存、遮断、などの
メール誤送信防止機能によって情報漏洩対策を実現するメールセキュリティソリューションです。

提供形態：AP／SW／VA
MailSaferは、専用アプリケーションを通じてPC環境のメールを手軽に安全に使用でき、かつモバイルメールによる企業の重要な情
報流出を防止する企業専用モバイルメールセキュリティソリューションです。
MAILSCREENとの連携により、社内外を問わず、いつでもどこでも、どの端末からでも、メールの誤送信が強固に実現できます。

特長

迷惑メール対策とメール誤送信対策を�台で！
・ スパム、ウイルスメールのブロック
・ 添付ファイルZIP暗号化などの誤送信防止

抜群のコストパフォーマンス
・ アプライアンスモデルはユーザ制限なし
・ メール流用での機種選定

使いやすいユーザインターフェース
・ 見やすい管理画面
・ 簡単設定

業界最高レベルの高い検知率と低い誤検知率
・ 検知率はチューニング不要で��％以上
・ 誤検知もほぼなし

スパム・ウイルスメール対策  ＋ メール無害化

標的型攻撃メール訓練ソリューション
提供形態：SaaS
Mudfixは、標的型攻撃を模した訓練面－ルを従業員の方々に送信するこ
とで、標的型攻撃への対応力を身に着けるための予防訓練サービスです。
・ 訓練状況の把握が簡単
・ 初期費用ゼロ、固定料金制なので何度でも訓練可能

SPAMSNIPER AGは、SPAMSNIPERの機能に、企業および団体でより安全なメール環境を実現するべくメールフィルタリング機能
を強化・拡張したメール無害化ソリューションです。
インターネット経由で送られる悪意のある添付メール・HTMLメールの遮断および添付ファイルの削除、またHTMLメールをテキスト
化する機能によって、安心して受信できるように電子メールを無害化します。

正常メール

ハッキング

Firewall

情報漏えい
ウイルス

正常メール 正常メール

情報漏えい
ウイルス

メールサーバ ユーザスパム・ウイルス

特長

メール誤送信防止／情報漏洩防止機能
・ 添付ファイルZIP暗号化
・ URLリンク変換

選べる導入形態
・ アプライアンスはユーザ制限なし
・ ソフトウェアでの提供も可能

便利な管理者機能
・ 誰が、いつ、メールの内容まで閲覧可能
・ メールインシデント時の原因をいち早く把握

決裁機能
・ 上長（代理者）承認機能
・ 経過時間による自動承認・却下機能

送信者

受信者送信サーバー 受信サーバー

いつも通りに
送信するだけ

処理結果の
お知らせメール

処理された
メールを送信

処理された
メールを送信

・ 送信メールフィルタ
・ 添付ファイル暗号化
・ 宛先のBcc変換

・ ウイルスチェック
・ 上長承認
・ 一時保存

・ 遮断
・ アーカイブ
・ 送信ログ

スパムスナイパー

スパムスナイパーエージー

メールスクリーン

メールセーファー

メール

PC モバイル
モバイルアプリ

(iOS, Android)

社外社内

モバイルログ送信メールサーバ MAILSAFER
事前準備

情報
セキュリティ

管理者

クラウド
サーバー

社員

訓練用メール送信

訓練結果の確認 訓練メールの開封情報を蓄積

マドフィックス

All for Mail Security
メールセキュリティ対策

All for Mail Security
メールセキュリティ対策



All for Secure Communication
安全なコミュニケーションツール

All for Security as a service
SaaS型 セキュリティサービス

法人向けオンラインストレージ
提供形態：AP／SW／VA
GIGAPODは、セキュリティ面に配慮した企業向けオンラインストレージです。 
簡単な操作で、インターネット経由で大容量ファイルの転送や共有が行えます。

法人向けチャットツール
提供形態：AP／SW／VA
MessagePODは、個人向けアプリのように簡単に使えて、ビジネス利用に必要な
高いセキュリティと利便性を備えた法人向けチャットツールです。

提供形態：SW
Exosphere(エクソスフィア）は、全ての脅威に対してシンプルなオールインワンの対策を提供します。複数の種類の保護を階層化して
企業内外の様々な脅威からビジネスを守ります。
複数のセキュリティソリューションを導入する際に発生するコストを削減し、小規模な企業にも包括的な解決策を提案します。

特長

リンクのセキュリティ パスワード/ 有効期限/ 回数制限
フォルダリンク対応  フォルダ内にアクセス
ゲストフォルダ提供  双方向でファイル共有
データ暗号化  保存されるデータは暗号化
管理者向け機能  パスワードポリシーやログ管理など
API 提供  サービスやシステムと連携できる開発API
外部ストレージ連携  ファイルサーバ/ NAS/ FTP

スマートデバイス活用
提供形態：SW
Gate�Mobileは、iOSデバイスと社内にあるファイルサーバー間のファイル接続を安全につなげることを可能にするワーキングツール
です。iPhoneおよびiPadの端末からファイルサーバーに簡単にアクセスしたいユーザにお勧めです。

特長

一歩進んだデバイス活用
・ファイルサーバーの変更不要
・ファイルサーバーに保存して共有

優れた操作性
・Windowsファイルパスを入力
・フォルダ階層はそのまま利用可能

ペーパーコスト削減
・会議資料等の印刷コスト削減

安心のセキュリティ
・ユーザーの権限設定で制御可能
・ドキュメント履歴を把握

特長

チャット機能
・個人と個人、グループ間でのコミュニケーション

ステータス確認（在席/離席）
・相手の状況を把握したうえでの情報連携

既読状況の確認（未読/既読）
・送信したファイルやメッセージの
貴族状況を一覧で確認

限られた社員のみアクセス可能
・管理者が登録したメンバーのみ利用可能。
   誤送信やなりすましを防止

各種セキュリティ
・AES���暗号化通信、ファイル利用制限、ログ取得など

専用アプリケーションの提供
・Windows/iOS/Androidに対応

特長

管理サーバー不要 完全クラウド型エンドポイントセキュリティ
クライアントやサーバー運用の複雑さを一切排除しました。
完全クラウド型のエンドポイントセキュリティです。

全ての機能を One Agent  提供
複数のソリューションを、一つのエージェントでクライアントへの配
布が可能です。導入もシンプルで簡単です。

アンチマルウェア
マシンラーニング、ヒューリスティックなど多分析
手法で収集した膨大なシグネチャベースで、アン
チマルウェア機能を提供します。

アンチランサムウェア
疑わしいプロセスによるファイルの改ざんを検
出したとき、改ざん防止のために、当該プロセス
の実行遮断機能を提供します。

ウェブ保護
Webブラウザを使いインターネットへ接続する場
合、マルウェア、フィッシングなどが発生するおそ
れのある有害サイトの遮断機能を提供します。

機密データ検出＆暗号化
企業で最も機密性の高い資産、つまり企業デー
タの安全を守ることができます。

ウェブフィルタリング
�億�千万以上のWebサイトURLデータベース
を使用して、職務上不適切なWebサイト以外に
も、SNSや危険性のあるWebサイトへのアクセス
を遮断することで、故意や不用意な情報漏えい
を防ぐことができます。

バックアップ
万が一の場合、企業データを守るために保存ス
トレージにデータをコピーしておき、復元できる
機能を提供します。

IT資産管理
PCにインストールされているソフトウェアの発行
元とインストール数量を確認することができます。

デバイス制御
外部入力装置利用や疑わしいファイルのコピー
＆移動など、様々な流入経路やマルウェアの侵
入に備えることができます。

ポリシー設定からレポートOne Management管理
管理サイトにてクライアントの状況確認やポリシーの設定を実行します。 
直観で操作できるシンプル設計です。

一歩先の対策を　最低限必要な機能でセキュリティを強化
外部脅威への対策だけでなく、内部の情報漏えい対策を実現します。
機密データの検出やIT資産管理など提供します。

ギガポッド

ギガポッドなら安全にファイルを転送

メールでURLを送信してダウンロードしてもらうだけ
企業内にへの設置も可能なため、安心してファイル転送を行えます。
またクラウドサービスでの提供も行っております。

こんにちは
ご依頼のファイルを送ります
以下のURLからダウンロードください
http://somedomain.co.jp/xxxx
パスワードは別途送ります

取引先と共有フォルダのように使える！

メッセージポッド

ゲートフォーモバイル

エクソスフィアエンドポイントプロテクション

ファイルサーバー/NAS/FTP

ファイルの
転送

送受信

外部
ストレージ

連結

豊富な
スタンプ

機能

既読数
の

表示

ダウンロード

ゲストフォルダ機能なら

国内導入企業
�,���社以上

Exosphere Endpoint Protection

< オプション >                                             ビデオ会議システム



子供のスマホ依存対策
スマモリは、子供の スマホ依存 から守るための フィルタリング ソフト です。
小学校、中学校、 高校 と段階的に、制限を緩和させスマ―トフォンをコミュニケーションの便利なツールとして正しく利用し、家族で
子供の成長を見守ります。

特長

子供のスマホ依存から守ります。
学校でのコミュニケーションとしてスマートフォンが重要です。
簡単に設定を行え、利用状況を確認できます。

子供をトラブルから守ります。
子供の学校や塾からの帰りの位置情報の確認や、ついつい
してしまう歩きスマホを防止します。

子供の生活サイクルを守ります。
ゲームや動画などの楽しいアプリに対し、スケジュールによる
設定やアプリ・WEBの利用の制限ができます。

複数管理可能　簡単設定
保護者が設定したID・パスワードで、子供端末の管理ができ
ます。同じID・パスワードで複数のログインができます。

パターンファイル不要。
状況認識技術で新型ランサムウェアも検出できる。

AppCheckは、ランサムウェアの特徴を調べるのではなく、状況認識技術によりファイルの変化をリアルタイムで分析します。
この技術により、検出用のパターンファイルがなくてもランサムウェアを検出することができ、未知のランサムウェアの検出に対応する
ことができます。 万が一ファイルが棄損されたとしてもファイルバックアップ・復元機能で元の状態にファイルを戻すことができます。

特長

未知のランサムウェアに対応
新型ランサムウェアでも状況を認識し遮断。

重要ファイル/フォルダを保護
ランサムウェアの毀損行為を検知し遮断。

ファイル自動バックアップ・復元機能搭載
万一ランサムウェアに感染してしまった場合にも安心。

他社ウイルス対策ソフトと共存可能
これまでの資産を無駄にせず、アドオンすることで新しい脅威に対
するセキュリティを強化。

シグネチャー方式

ウイルスデータベース既知のウイルスは
ブロック

既知のウイルスは
ブロック

振る舞検知方式 状況認識方式

異常なファイル操作は
ブロック

正規ユーザによる
ファイル操作は許可

許可

ウイルスの動作特徴

未知のウイルスには感染してしまう。

未知のウイルスには感染してしまう。

アップチェック

スマホ

OR

PC Android
iOS

スマホ

��
設定変更

フィルタリングモニタリング

All for Security as a service
SaaS型 セキュリティサービス

Security Intelligence Solution
セキュリティインテリジェンスソリューション



世界���か国、６億人以上のユーザのトランザクションを脅威から守る個人情報の検出はもちろん、その後の対処と管理もワンストップで。
提供形態：SDK
CYREN社は、Webセキュリティ、メールセキュリティ、アンチマルウェア製品などのインターネットセキュリティソリューションを提供するグ
ローバルセキュリティ企業です。
同社のセキュリティ製品は、世界１９０か国、６億人以上のユーザのドランザクションを日々進化する様々な脅威から守っています。
CYREN社のアンチスパム、アンチマルウェア、IPレビュテーション、URLフィルタリング、モバイルセキュリティなどの製品は、自社製品を
設計する場合にも購入しやく、容易に使えるように設計されています。

変化するビジネスニーズ、目まぐるしく進化するIT技術、相互に連動をした多くのコンポーネントに依存するアプリケーション。 今日の
ネットワークの脅威から防御するセキュリティポリシーは非常に複雑化かつ巨大化しています。このためファイアウォールの ポリシー管
理はリソースを消費するばかりか、エラーの発生を引き起こしやすい要因となっています。
FireMonは異なるメーカーのファイアウォール、ネットワーク機器のポリシー分析および管理ソリューションでポリシー履歴統合監視、 
ポリシーの妥当性と有効性の検討、ファイアウォールポリシーの運用、管理の効率化とネットワークのセキュリティを強化することが で
きます。

提供形態：SW
PCFILTER/SERVERFILTERは、マイナンバーやクレジットカード番号などの個人情報を含むファイルをPCやファイルサーバ・ネットワ
ークドライブから検索し、適切な対処と管理をサポートする個人情報検索・管理ソフトです。
独自の高速検索技術により、通常の作業に影響を与えることなく マイナンバー、クレジットカード番号、メールアドレスなどのほか、任
意設定の文字列が含まれたファイルを素早く検索します。検索した個人情報ファイルは、保管用フォルダに移動したり、設定により自
動的に暗号化・削除することができます。

特長

リアルタイム検索 
マイナンバー/クレジットカード番号/電話番号などの個人
情報が含まれている文書をリアルタイム検索します。

個人情報暗号化
日本電子政府認定の暗号化アルゴリズム(AES���bit)を
採用しています。

個人情報の完全削除
ツールでも復元できないファイルの完全削除が可能。

USB・外付けHDDの検索にも対応 
PCのみならずUSB/外付けHDD/CD・DVD/スマホの個
人情報も管理できます。

特長

次世代ファイアウォールポリシーの分析 
FireMonは、データをアプリケーション、オブジェクト、 およびユ
ーザーレベルで読んで、ファイアウォール ポリシーを最適化す
るために役立つさまざまな 分析ツールを提供しています。

リアルタイム変更管理および履歴管理
ポリシー変更時、該当システムへアクセスして最新 ポリシーフ
ァイルを収集した後、全ての変更履歴を 保存、管理することが
できます。

KPI Dashboard
ドメイン/デバイスグループ/デバイス/ポリシー/ セキュリティ＆コ
ンプライアンス/変更に分類されて おり、それぞれの項目に適
用するように構成。 非常にグラフィカルになっており、直感的に
現状 分析を行うことが可能

評価/レポート
セキュリティポリシー基準の確立と履行状況の把握 が容易に
行えます。またセキュリティコンプライアン スへのリスク分析に
役立つレポート出力なども行えます。

SANDBOX ARRAYANDROID MOBILE SECURITY

ANTISPAM URL FILTERING IP REPUTATIONAntiMalware

PHISHING URL FEED

ピーシーフィルター / サーバフィルター サイレン

ファイアモン

個人情報を
リアルタイムに検出

ファイルサーバ

サーバ内の個人情報をリアルタイムで検出

管理サーバ

ユーザ ユーザ ユーザ

管理者

ファイル移動
（手動）

リアルタイム検索

高速スキャン
（差分検索）

豊富な検出対象

ファイル暗号化
（自動/手動）

ファイル完成削除
（自動/手動）

スケジュール検索

総計管理

各種ログ保存

変更、エスカレーション、通知、
許可の一連ワークフローを
自動化

POLICY  PLANNER

Notification

Web  Browser

POLICY  OPTIMIZER RISK  ANALYZER

Device
License

SECURITY MANAGER

Application Server and Data Collectors

継続的な評価/監査の為の
ルールレビューを自動化

セキュリティポリシーとネットワーク構成管理によるリスクと複雑さの軽減

分散アーキテクチャによる優れた拡張性

脆弱性の分析と優先順位付け
に応じ、攻撃が組織に与える影
響を評価、推奨対応を示唆

Security Intelligence Solution
セキュリティインテリジェンスソリューション

Security Intelligence Solution
セキュリティインテリジェンスソリューション


