
                               

 

ＪＢＣＣホールディングス株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：山田隆司）の事業会社でＪＢグ
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旧ソリューション

表します。
 

ITの普及により多くのサービスや情報が
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サイトを閲覧しただけで
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企業の信用
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を提供します
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亘り培った豊富なノウハウと「

守り、安心安全な
 

ＤＩＴは、

供すると共に、今後
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時復旧サービス」をはじめ

末までに
 

【Webサイト改ざん即時復旧サービスについて

・Webサイト改ざん

 （動作環境、

・改ざんされた状態の証拠保全を実施

・クラウド／オンプレミス等、お客様環境を問わず

・監視状況の確認、管理システムの運用などの煩雑なセキュリティ運用を代行

・運用センター

                               

 

ＪＢサービス、「

Webサイトの改ざん瞬間検知・瞬間復旧ソリューション

ＪＢＣＣホールディングス株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：山田隆司）の事業会社でＪＢグ

(*1)のマネジメントサービス事業を担うＪＢサービス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：

三星義明）は、ＪＢグループの運用センター「
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旧ソリューション「WebARGUS

表します。 

の普及により多くのサービスや情報が

います。従来のいたずら目的や主義主張を表す内容に書き換えられるものから、不正サイトへの誘導や

サイトを閲覧しただけで

を与えるものに、その内容は変化しています

信用やブランド価値の失墜
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を提供します。運用センター

WebARGUS」の技術を利用して、
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時復旧サービス」をはじめ
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・運用センターSMACで提供す

                               

ＪＢサービス、「

サイトの改ざん瞬間検知・瞬間復旧ソリューション

ＪＢＣＣホールディングス株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：山田隆司）の事業会社でＪＢグ
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億円を目指します。 
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を瞬間検知し、0.1 
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・監視状況の確認、管理システムの運用などの煩雑なセキュリティ運用を代行

で提供する、他のセキュリティサービスと組み合わせて

                               

ＪＢサービス、「Webサイト改ざん即時復旧サービス」を提供

サイトの改ざん瞬間検知・瞬間復旧ソリューション

ＪＢＣＣホールディングス株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：山田隆司）の事業会社でＪＢグ

のマネジメントサービス事業を担うＪＢサービス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：

）は、ＪＢグループの運用センター「

社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：市川憲和、以下
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いたずら目的や主義主張を表す内容に書き換えられるものから、不正サイトへの誘導や

マルウェアに感染させるドライブバイダウンロード攻撃など、
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サイト改ざん即時復旧サービスについて】

0.1 秒未満で正常な状態に自動復旧を実施

復旧対象データのサイズにより復旧時間は異なる場合があります）
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デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

サイト改ざん即時復旧サービス」を提供

サイトの改ざん瞬間検知・瞬間復旧ソリューション

ＪＢＣＣホールディングス株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：山田隆司）の事業会社でＪＢグ
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。改ざんの発見・対応の遅延は、多くのユーザーに被害を拡大し、

「Webサイト改ざん即時復旧サービス」

企業内やクラウド上に構築されたWebサイトを監視し、
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・監視状況の確認、管理システムの運用などの煩雑なセキュリティ運用を代行 

他のセキュリティサービスと組み合わせて、安全なシステム運用をトータルで支援
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デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

サイト改ざん即時復旧サービス」を提供開始 
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のマネジメントサービス事業を担うＪＢサービス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：

でデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会

の改ざん瞬間検知

サイト改ざん即時復旧サービス」を提供することを発

サイトの改ざん

いたずら目的や主義主張を表す内容に書き換えられるものから、不正サイトへの誘導や

に感染させるドライブバイダウンロード攻撃など、ユーザーに深刻な被害

多くのユーザーに被害を拡大し、

サイト改ざん即時復旧サービス」
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【ＪＢサービスについて】

ＪＢグループのお客様や

を提供すると共に、システムの安定稼働、コア・コンピタンス経営を支援するマネジメントサービス（運用／

監視／全国オンサイト支援）をトータルサービスとして提供しています。

 

【運用センター

SMAC（

用センター。

解消、情報セキュリティの維持管理などの課題を解決しています。

と全国のサービス拠点が連携し、

年4月より東京、大阪の

や、マルウェアの分析等、セキュリティ技術を強化し、クラウド環境を利用した各種セキュリティ対策ソリュ

ーションを拡充

*SOC（Security Operation Center

 

【デジタル・インフォメーション・テクノロジーについて

独立系システムインテグレーターとして、

献して参りました。技術進化、環境変化へ常に一歩先に対応し、お客様から選ばれる

く努めると共に、自社のオリジナル製品を提供することを通じて、今後もベンチャーマインドを発揮して参り

ます。 

 

* 本リリースに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

(*1)ＪＢＣＣホールディングス株式会社及び事業会社の総称。（

 

【報道関係の皆様

 ＪＢＣＣホールディングス株式会社

 Tel: 03

 

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

 Tel: 03

 

【お客様】

 ＪＢサービス株式会社

 Tel: 03

 

本リリースは、ＪＢＣＣホールディングス株式会社（ＪＢサービス株式会社）と

ション・テクノロジー株式会社

めご了承下さい。
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【ＪＢサービスについて】 http://www.jbsvc.co.jp/
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監視／全国オンサイト支援）をトータルサービスとして提供しています。
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