クラウド型 Web Application Firewall
S O L U T I O N

情報処理推進機構（IPA）が毎年発行している「情報セキュリティ 10 大脅威 2017」では、組織に対
する 10 大脅威中 7 件が Web セキュリティに関する内容となっております。
Web セキュリティ対策への重要度が増す中、サイバーセキュリティクラウド社が提供する「攻撃遮
断くん」は、あらゆる Web システムに導入可能な、独自開発のクラウド型 WAF サービスです。
順位

組織

Web サービスからの

個人情報の窃取

1位

標的型攻撃による情報流出

2位

ランサムウェアによる被害

3位

ウェブサービスからの個人情報の窃取

4位

サービス妨害攻撃によるサービス停止

5位

内部不正による情報漏えいとそれに伴う業務停止

6位

ウェブサイトの改ざん

7位

ウェブサービスへの不正ログイン

8位

IoT 機器の脆弱性顕在化

9位

攻撃のビジネス化（アンダーグラウンドサービス）

サービス妨害攻撃による

10位

サービスの停止
Web サイトの

改ざん

Web サービスへの

不正ログイン
対策情報の公開に伴い公知となる

インターネットバンキングやクレジットカードの不正利用

脆弱性の悪用

※ 出典：情報処理推進機構（IPA）「情報セキュリティ10 大脅威」

重大な脅威を WAF で対策
「攻撃遮断くん」は、クラウド型の WAF（Web Application Firewall）製品です。情報漏えい、
Web 改ざん、サーバーダウンを狙ったWeb サイトやWeb サーバーへの攻撃を遮断することにより、
Web セキュリティへの脅威から企業とユーザーを守ります。クラウド型のため、保守・運用に一切手
間をかけることなく、24 時間 365 日の高セキュリティを実現します。また、業界で唯一の ”サイバー
保険” を付帯しています。
公開サイトの数が多くて、
対策するサイトを決めること
が難しい。

すべての公開サイトを対策
すると、予算が膨大になるの
ではと不安だ。

自社での WAF 運用が難し
いうえに海外製品が多く、日
本語のサポートを受けたい。

あらゆる Web システム
に導入可能

クラウド型 WAF
唯一の定額制

自社開発だからできる
万全のサポート体制

他社の WAF では導入が困難
な高トラフィックの Web サー
ビスにも対応する独自開発のク
ラウド連動型 WAF を提供。

Web サイト数やトラフィッ
ク量の増加に関わらず一定額で
ご利用いただけるプランを提供。

24 時間 365 日の技術サポー
ト体制で個別カスタマイズにも
柔軟に対応。

サービスラインナップ
エージェント連動型

DNS 切り替え型

サーバーセキュリティタイプ

WEB セキュリティタイプ

DDoS セキュリティタイプ

（クラウド型 IPS + WAF）

（SaaS 型 WAF）

（DDoS 特化型 WAF）

 クラウド（IaaS）含めほぼ













すべてのサーバーに対応
専任の技術者は不要
導入時サーバー停止は不要
自動シグネチャ更新
レスポンスへの影響なし
最新の攻撃に対応

専任の技術者は不要
導入時サーバー停止は不要
DNSの切り替えのみ
自動シグネチャ更新
負荷が一切かからない
最新の攻撃に対応

月額：4 万円～









DDoS 攻撃対応
専任の技術者は不要
導入時サーバー停止は不要
DNS の切り替えのみ
自動シグネチャ更新
負荷が一切かからない
最新の攻撃に対応

月額：1 万円～

月額：1.5 万円～

Web サイト入れ放題プラン ご利用料金
トラフィック量

月額費用

品目

月額費用

～ 100 Mbps

220,000 円

月次レポート

20,000 円

～ 200 Mbps

380,000 円

～ 300 Mbps

480,000 円

～ 400 Mbps

580,000 円

～ 500 Mbps

620,000 円

～

720,000 円

1 Gbps

スポット作業メニュー

費用

帯域の変更

70,000 円

FQDN 登録・SSL 登録
無料

サービス概要
※ 契約後に帯域を変更する場合、1 回につき変更作業を 70,000 円にて承ります。
※ 平日営業時間受付、２～３営業日で反映いたします。
・
・
・
※
※
※

登録済み FQDN の変更や転送先 IP 変更（最大 10 件 / 月）
SSL 証明書更新時の差し替え（最大 10 件 / 月）
新規 FQDN 登録（最大 10 件 / 月）
上記件数を超えた場合、1 回につき 10 件までの作業を 30,000 円にて承ります。
1 度に 50 件を超える作業の場合、価格ならびに納期のご相談をさせていただきます。
平日営業時間受付、２～３営業日で反映いたします。

お客様からサポート窓口までご連絡いただければ、随時切替させていただきます。
※ 平日営業時間受付、０～２営業日で反映いたします。

遮断・検知モード切替

シグネチャ

※ 契約全体としての統計レポートは基本料金に含まれます。
ただし、1 FQDN ごとの場合、別途費用をいただきます。
 課金単位： FQDN 無制限
 初回 6 ヶ月利用後、単月での更新となります。
 SNI 非対応端末には対応しておりません。別途ご相談ください。
 初期費用の 21 FQDN 以上は個別見積りとさせていただきます。

要相談

シグネチャのカスタマイズに関しては、要件ごとに対応の可否と工数が異なるため、別途
ご相談とさせていただきます。

[本社]
〒104-0033 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル8F
tel.03-5117-2780 fax.03-5117-2781

[西日本事業所]
〒532-0004大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38新大阪西浦ビル 3F
tel. 06-7653-1014

