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WebTitan Cloud開発元
Titan HQ社の紹介
• 創業：1999年
• 本社：アイルランド ゴールウェイ
• 支社：アメリカ フロリダ州タンパ
• 事業：セキュリティとメールのアーカイブ

ソリューションを展開
• 製品：SpamTitan,WebTitan,ArcTitan
• 顧客数：9,000社(MSP顧客:3,000)
• 国内代理店：
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WebTitan Cloudの概要
• 手軽に、安くWebセキュリティ対策を行いたい
• 面倒な設定はせずに、いち早くサービスを開始したい
• 何かあった時だけ通知を受け取りたい

WebTitan Cloudは、NW機器のDNSサーバーアドレスを変えるだけで
Webセキュリティサービスが開始できる、サーバー不要の
Webフィルタリングクラウドサービスです。

■クラウド版製品 ：WebTitan Cloud
■オンプレミス版製品：WebTitan Gateway
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WebTitan Cloudの特長１
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•有害なWebページだけをブロック可能
•３STEP最短10分 簡単設定

•冗長化ありのクラウドだから、災害・故障に強い

• DNSフィルタリングだから、ネット速度に影響が出ない

•ダイナミックDNS環境にエージェントレスで対応



WebTitan Cloudの特長２
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全世界で８千社以上に利用されている
Zvelo社のデータベースエンジンを採用

•アクティブウェブのカバー率９９％
•対応言語２００言語 URLクロール：7億/日
•危険サイト新規登録数 １０万/日
•危険サイト再調査数 ３０万/日
•インスタンス ２００，０００QPS



運用イメージ
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エンドポイントの
DNSサーバーアドレスを

変えるだけ
例：DNSサーバー、ルータ、各端末等



運用開始までの手順
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①管理ページにIPアドレスを登録

②ポリシーを設定

③エンドポイントのDNSサーバー
アドレスを変更

➡運用開始
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xxx.xxx.xxx.xxx

※対応が可能であれば、SSL証明書を
インストールください。

設定手順の紹介
動画はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=KEGb3V00RUs


操作画面
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ダッシュボード
エンドポイントのアクセス

傾向が一目でわかる



操作画面
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履歴
いつ、どのドメインで
ブロックが起きたかを

確認できる



操作画面
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ポリシー
危険なWebページと、不適切
なWebページに特化した
シンプルなカテゴリー構成

５３個から選択



機能
• 危険・不適切なWebページをブロック

悪意を持って改ざんされたWebページや、フィッシング
メールから誘導するWebページをブロックする機能

• Safe Search（セーフサーチ）機能

万が一フィルターを通過しても、Google等の検索結果を
もとに危険と判断されたサイトをブロックする機能
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URL表示画面



機能
• 通知機能

「危険なサイトへ誰かがアクセスした時」
といった特定の行動があった時に担当者へ
メールを送る機能
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機能
• レポート機能

「週次レポートや月次レポートが欲しい」等、
事前にスケジュールを設定し、レポートを
メールすることが出来る機能

期間は1日、過去7日間、過去30日間等9種類
フォーマットはPDFとCSVから選択できます。
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機能
• クラウドキー機能

WebTitan Cloudによってブロックされた
ページを通過する特別な鍵を発行できます。
部署や担当者ごとにWebアクセス先に例外がある
場合に有効です。
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入力



機能
• ホワイトリスト機能

見せたいWebページがブロックすべきカテゴリーに
所属していた場合、ホワイトリストにドメインを登録します。

• ブラックリスト機能

見せたくないWebページが許可すべきカテゴリーに
所属していた場合、ブラックリストにドメインを登録します。
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機能
• ユーザー管理

ユーザーごとにポリシーを適用できます。
後述するWebTitan OTGのインストール、または
ADサーバーやAzure ADとの連携により使用可能と
なります。
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詳細はお問合せください。
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan

木星 太郎 aaa@bbb

https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan


WebTitan OTG

WebTitan OTGは外出先のNWでもフィルタリングを可能にする
ローミングエージェントです。

クライアントにインストールすることにより、インターネットを使用する際、常に
WebTitan Cloudサーバーを通します。
外出先やテレワーク先でも、Webフィルタリングを有効にすることができます。

対象OS：Windows OS mac OS Chrome OS ※iPadOS用OTGを現在開発中
インストール方法：Windows Intune/Google Workspace/端末に直接インストール

WebTitan OTGは数MBのエージェントのため、インストールは数分程度で完了します。
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運用図

• 社内
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運用図

• 外出先
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運用図

• テレワーク
VPN接続
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※VPN接続を行うと、WebTitan OTGは無効化され、社内サーバーのDNSフォワーダーに従います。

VPNを使用しないインターネット接続に切り替わると、WebTitan OTGは再度有効になります。



システム要件
• ハードウェアの要件はありません。

WebTitan Cloudを使用するために必要なポート
TCP 7777 TCP 8080 TCP 8443 TCP 7771

Chormebook
Androidバージョン6.0以降を搭載していること
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ライセンス
• サブスクリプションライセンス
• 使用ユーザー数（人数が流動的な場合は最大同時接続数）により決定
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契約年 ユーザーレンジ

1年
or

3年

25ユーザー 250ユーザー

50ユーザー 500ユーザー

100ユーザー 750ユーザー

200ユーザー 1000ユーザー

価格表申し込みは
こちら
https://www.jtc-
i.co.jp/contact/pcontact.php

最大15,000ユーザーまでの価格をご用意しております

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/pricelist.php
https://www.jtc-i.co.jp/contact/pcontact.php


評価・お問い合わせ
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お見積り、デモの依頼、お問合せはこちら
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan

評価版申し込みはこちら
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan

https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan&category=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82&subject=%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%89%88%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan


参考資料
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ご用命 WTCの漫画1分紹介動画 3STEP設定動画

リンクを表示されたい場合はハイパーリンクを選択頂き、
別の端末(タブレット等)などで表示させたい場合はQRコードを
カメラで読み取り、ご使用ください。

https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=WebTitan
https://www.jtc-i.co.jp/product/webtitan/manga-web-filtering.html
https://www.youtube.com/watch?v=wJ7xn0cdnAY
https://www.youtube.com/watch?v=KEGb3V00RUs


ジュピターテクノロジー株式会社

【本社】
〒183-0023  東京都府中市宮町一丁目40番地 KDX府中ビル6F
TEL：042-358-1250 FAX：042-360-6221

【大阪営業所】
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-500号 大阪駅前第１ビル5階501-3-6号

E-Mail: sales@jtc-i.co.jp
URL:  http://www.jtc-i.co.jp/
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