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家族全員にインターネットを安心してご利用いただくための
セキュリティサービスを開発、本日より販売開始
－マルチプラットフォームに対応。最大 6 台のスマホ、PC をワンライセンスで－
－当社光サービス＠T COM（アットティーコム）・TNC ヒカリ新規加入ユーザーは最大 1 年間無料－

当社の 100％子会社である TOKAI コミュニケーションズ（以下 TOKAI COM）が、本日より、家
庭内のモバイル端末・PC を、ワンライセンスで最大 6 台までインターネットのトラブルから守る総合
セキュリティサービス「TOKAI SAFE」を、業界最安値水準で提供開始したことを別添の通りお知ら
せいたします。

昨今、スマートフォンの普及に伴い、インターネットへの接続とこれによるトラブルに遭遇する機
会が増大しており、インターネット利用環境の整備について、重要性が高まっています。

「TOKAI SAFE」は、主要な OS（iOS、Windows、Mac、Android、他）に対応し、ウイルス対策
に加え、インターネット検索、オンラインショッピング、オンラインバンキング、家族・友人とのコ
ミュニケーションなどを安心して利用いただけるインターネットセキュリティやペアレンタルコント
ロール機能を持つ一般ユーザー向けのツールです。
他社と比較して優位性のある本サービスの訴求により、当社グループの個人向け情報通信サービス
顧客の新規獲得並びに既存顧客の離脱防止を図っていきます。

平成 28 年 9 月末現在、当社グループの個人向け情報通信サービスは、全国 107 万件のお客様にご利
用いただいております。
当社グループは、TLC（トータルライフコンシェルジュ）のビジョンのもと、エネルギー・情報通
信、CATV 等、人々の生活に密着した様々な生活インフラサービスを総合的に提案し、今後も地域・
社会の課題解決に貢献できる商材・サービスの提供に積極的に取り組み、顧客満足度向上に努めてま
いります。

以

上
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株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長 鴇田 勝彦、以下 当
社）と、エフセキュア株式会社（本社： 東京都港区、カントリーマネージャ キース・マーティン）は、
エフセキュア独自の高精度セキュリティエンジンを搭載したセキュリティソフトウェア「F-Secure SAFE」
のライセンス契約を締結したことを発表します。
これにより、当社は、「F-Secure SAFE」をカスタマイズし、1 ライセンスでマルチデバイス 6 端末に利
用でき、子供の正しいインターネット利用を支援するペアレンタルコントロール機能も充実した家庭向けセ
キュリティサービス「TOKAI SAFE」を、本日より提供開始します。
「TOKAI SAFE」は、iPhone（iOS）にも対応したマルチプラットフォームサービスで、利用者は、Web
ベースの管理コンソール「My TOKAI SAFE ポータル」から、対象の端末を一元管理することができます。
1 ライセンスで 6 端末に利用できるので、家族全員が安心してインターネットを利用できる環境を、コスト
パフォーマンス良く、効率的に実現します。
サンドボックスやパターンファイル、ファイルレピュテーションなどの複数テクノロジーを組み合わせた
ウイルス・スパム対策機能、フィッシング対策などのインターネットセキュリティ機能に加えて、ペアレン
タルコントロール機能が提供され、子供が閲覧可能な Web サイトのカテゴリ指定、1 日にインターネットを
利用できる時間帯や合計時間の制限などを設定可能です。
※サービスの詳細は、後述の「◆「TOKAI SAFE」が提供する機能」をご参照ください。

当社は、第一弾として 12 月に、自社が展開する光ブロードバンドサービスである「＠T COM（アットテ
ィーコム）ヒカリ、TNC ヒカリ」と、コミュファ光対応プランにて「TOKAI SAFE」無料キャンペーンを
実施します。これらの光ブロードバンドサービスに新規加入するユーザーは、最大 1 年間無料でご利用でき
ます。無料期間終了後は月額 400 円でのご提供となります。

以 上

【参考】
◆「TOKAI SAFE」
SAFE」について
◇サービス提供開始：2016 年 12 月 9 日
◇申込み対象回線：@T COM（アットティーコム）ヒカリ、TNC ヒカリ、コミュファ光対応プラン
◇料金：月額 400 円（税抜）
◇対応 OS：Windows、Mac、Android、iOS、Windows Phone / Windows Mobile
※各 OS のバージョン、ハードウェアスペックは以下をご参照ください。
https://help.f-secure.com/product.html#home/safe/2016/ja/concept_6BC643C15E884CD5A88861525E64EC7F-safe-2016-ja

◆「TOKAI
◆「TOKAI SAFE」の特長
SAFE」の特長
・ iPhone にも対応したマルチプラットフォームサービス
・Web ベースの管理コンソールから、デバイスを一元管理可能（盗難・紛失対策、お子さんの見守りなど）
・デバイスを自由に追加 / 削除可能な柔軟なライセンス体系
・ペアレンタルコントロール機能により、お子さんをしっかりガードし、利用制限で使い過ぎ防止も可能
・1 ライセンスで 6 端末に利用可能で、家族全員が安心してインターネットを利用できる環境を提供
・エフセキュア独自の高精度セキュリティエンジンを搭載

◆「TOKAI
◆「TOKAI SAFE」
SAFE」が提供する機能
(1)ウイルス対策
・リアルタイムウイルス対策
自動更新されるパターンファイルにより、リアルタイムでファイルがウイルスかどうかを検査。
・マニュアルスキャン
ユーザーの指示により、任意のファイルやディレクトリを検査。
・スケジュールスキャン
ユーザーが指定した日時で、全ディスクをフルスキャン。
・サンドボックス検査
ファイル実行前に安全な隔離空間でファイルの挙動を分析し、パターンファイルが対応していない
未知のウイルスを検知。
・ファイルレピュテーション検査
リアルタイムに更新されるオンラインのデータベースを参照し、最新のウイルスを検知。
・振る舞い検知
安全性が確認できていないプログラムの振る舞いを監視し、危険な挙動があれば動作を停止。
・メールスキャン
メール受信時に、添付ファイルにウイルスが含まれていないかを検査。
・Web トラフィックスキャン
Web からのファイルダウンロード時に、ウイルスが含まれていないかを検査。

(2)インターネットセキュリティ
・危険な URL への接続防止
フィッシングサイトやウイルスをばら撒くサイトなど、危険なサイトへの接続が行われようとした
際に、警告画面を表示。
・検索結果の安全性表示
サーチエンジンによる検索結果のリンクに、安全なサイトか危険なサイトかのアイコンを表示。
・バンキングプロテクション
オンラインバンキングを安全に使用できるよう、接続時の通信を保護。
・ネットワーク診断
フリーWiFi などの利用時に、危険なネットワークかどうかを診断。
・スパム対策
メール受信時に迷惑メールやフィッシングメールでないかを判定。

(3)ペアレンタルコントロール
・URL フィルタリング
閲覧可能な Web サイトのカテゴリを指定可能。
・利用時間の制限
1 日にインターネットを利用できる時間帯や合計時間の制限を設定可能。
・アプリの制限
アプリごとに 1 日に利用可能な合計時間を制限可能。

(4)その他
・ファインダー
端末紛失時に、地図上に端末の位置を表示する、アラームを鳴らすなど。
※提供される機能は、対応 OS により一部内容が異なります。詳細は以下をご参照ください。
@ T COM（アットティーコム）

http://service.t-com.ne.jp/option/safe/

TNC

http://www.tnc.ne.jp/tokaisafe/

■ＴＯＫＡＩコミュニケーションズについて
ＴＯＫＡＩコミュニケーションズについて
http://www.tokai-com.co.jp/
ＴＯＫＡＩコミュニケーションズは、個人のお客様向けには、光インターネット接続サービス等の宅内で
利用する固定通信サービスに、MVNO 事業者として格安 SIM・格安スマホといった移動体通信サービスを
加え、家庭における通信サービスを総合的に提供しています。
このインターネットを基盤としたブロードバンド社会において、自社で保有する光ファイバーネットワーク
とデータセンター、そして技術力・開発力をバックボーンに、個人から法人のお客様に対して、情報通信分
野で多彩なサービスを展開しています。

■エフセキュアについて
https://www.f-secure.com/ja_JP/
エフセキュアは、オンラインセキュリティおよびプライバシー保護を提供するフィンランドの企業です。
エフセキュアの製品は数多くの受賞実績があり、クライムウェアから企業へのサイバー攻撃にいたる全ての
脅威から人々と企業を守ってきました。現在、世界 40 か国以上、6,000 以上のパートナーが販売しており、
また、200 以上のクラウドサービスでも提供されています。「Switch on freedom」をスローガンに掲げ、全
世界の人々が安全に“つながる”ことができるよう支援することを使命としています。エフセキュアは、
1988 年に創業し、NASDAQ OMX Helsinki Ltd に上場しています。エフセキュア株式会社は、エフセキュ
ア社 100%出資の現地法人として 1999 年に設立され、以降、増収を続けながら順調に企業規模を拡大してい
ます。
* 記載されているロゴ、会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

【サービスに関するお問い合わせ】
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
コンシューマ営業本部 事業推進部
E-Mail：INFO_SERVICE@tokai-grp.co.jp
エフセキュア株式会社
TEL：03-4578-7710
E-Mail：Marketing-jp@f-secure.com

