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会員企業ご紹介  20
アンテナハウス株式会社
http://www.antenna.co.jp
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tPDF電子署名モジュールV1

既存PDFを対象として、電子署名やタイムスタンプ
をつけたり、PDFの電子署名やタイムスタンプを検証
するライブラリ製品です。
既存PDFに対してパスワード方式のセキュリティや
電子証明書によるセキュリティの設定もできます。
コマンドライン・プログラム、.NET、JAVA等のプロ
グラム言語用APIとして提供します。
署名フィールドの位置や大きさ、署名に使用する証明
書の指定、PDFに署名外観をどのようにつけるかなど
をGUIで設定するプログラムも同梱しています。
PDF電子署名はPDF Reference 1.7に規定している
PDFの普通署名に準拠しています。

XSL Formatter V4.2

XSL FormatterはW3Cが規定したXSL（Extensible 
Stylesheet Language）仕様に準拠するXML組版ソフ
トです。DTPで制作するような高品位ページ組版を自
動化できます。XSLはDTPと違ってコンテンツとレ
イアウトを完全分離しており、任意のコンテンツに予
め用意したレイアウト指定を適用します。サーバサイ
ドでレイアウトを後付しダイナミックなページを作成
するのに向いています。
XSL Formatterは、欧米市場では世界で最も優れた
XSL組版ソフトとして、高度な組版、高速性、安定性
等で高く評価されています。
ちらし、ダイレクトメール、各種帳票、新聞紙面、契
約書、有価証券報告書、技術レポート、書籍、携帯電
話やOA機器の多言語マニュアル、航空機整備マニュ
アルなどのシステムに採用されており、国内・海外35
カ国で既に1,000システムを超える導入実績をもって
います。組版結果はサーバサイドで高速にPDF出力
します。

Antenna House PDF Tool V2.6

PDF Tool V2 は次の３つのモジュールから構成しま
す。企業内システムにOffice文書PDF化機能やPDF
処理機能を組み込むことができます。
1. Antenna House PDF Driver V3.2
2. PDF Driver API ―文書の種類に応じて、適切なデ
スクトップ・アプリケーションを動かして、自動的に
PDF出力します。 
3. PDF Tool API ― PDFをページ単位に分割・結合し
たり、しおり・注釈の設定・削除などができます。

Antenna House PDF Tool V3.2

Windowsアプリケーションの「印刷」メニューから
PDFを出力できます。Windows Vista動作保証！
•JIS X0213:2004全文字の正しい取り扱い
•PDF1.3 ～ 1.6形式まで作成
•40ビット・128ビットRC4暗号、AES暗号
•URLにリンクを付ける
•JPEG2000に対応
•TrueType、Type1、OpenType（CFFアウトライン）
の埋め込み

•図やテキストを指定して好きなレイアウト、及び配置
で「透かし」を作成

•PDFのWeb表示用に最適化（リニアライズ）
•空白ページ削除

会社紹介
（概要）設立：1984年8月　代表：小林	徳滋　

従業員数：40人（パート勤務含む・国内）

資本金：4000万円

商品等のお問い合せ
システム製品・OEM

03-3234-9631　sis@antenna.co.jp

アンテナハウスは、東京都千代田区に本社を置くソフトウェア製品のメーカです。米国メリーランド州、中国・
北京市にそれぞれ100%出資の子会社をもちます。1984年創立。1990年代は日本語ワープロ専用機の文書ファ
イルをパーソナルコンピュータ（PC）のワープロ文書ファイルに変換する文書コンバータ製品が中心でしたが、
現在はXSL-FOの組版ソフト、PDF関連のツール製品などの開発・販売が中心です。
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株式会社ディ・エイ・ティ・エス
http://www.dats.co.jp

“Safe & Secure Communication”

株式会社ディ・エイ・ティ・エスは、内部統制・IT全般統制に関わるコンサルティングから導入/実装、運用支援までをワン

ストップでご提供しています。またそれらを支える安全・確実で快適なネットワーキング・インフラストラクチャーを、最

新のテクノロジー・豊富な経験・専門的なスキルとノウハウによって構築します。

DATS Solution & Products Map

■セキュリティ・ソリューション
【内部統制環境構築支援サービス】
このサービスは「整備・構築」⇒「運用・評価」⇒「是正・
改善」と遷移する「財務報告に係る内部統制の評価およ
び監査に関する実施基準」の作業ステップを、それぞれ
のステップで有効なツールおよびワークシートをご提供
し、それらを基に確実にステップを進め、効率的に内部
統制環境を構築するものです。
プロジェクト管理から文書化コンサルティング・文書化
支援、運用評価にわたる一連の流れを確実にサポートし
ます。

【メッセージングセキュリティソリューション・サービス】
外部からの無用・有害なメールをシャットアウトすると共
に、内部からの情報漏洩につながるメールもチェックす
る統合型のメールセキュリティ製品“Proofpoint”を中核
に、すべてのメール履歴を保存・監査可能にするアーカ
イブ製品“WiseAudit”や、http を含むすべての通信履
歴を保存するフォレンジック製品など、何重にもセキュ
リティを高める製品・ソリューションをご提供します。

そのほかにも安全で快適なネットワークインフラを提供
するために
■　ネットワーク最適化ソリューション・サービス
■　インフラ構築・運用サポート・サービス
■　ネットワークエンジニア・アウトソーシングサービス
■　コンテンツアプリケーション・サービス
などをラインナップしています。

スパム対策＆メールセキュリティの決定版

（国内正規一次代理店）

◇高性能フィルタリングエンジン− Proofpoint MLX ™
日本語スパムや最新のイメージスパムにおいても 99%
以上の検知率を誇ります。

（Proofpoint 社ラボテスト結果）
◇自動アップデート− Proofpoint Dynamic Update Service ™

面倒なチューニングは不要です。スパムラボからの自
動アップデート機能により、管理者に負担がかかりま
せん。

◇ゼロアワーアンチウイルスモジュール
ワクチンが配布される前の、最も危険な時間帯も疑わ
しいメールを一時隔離することで、安全に運用可能と
なります。

◇大規模サイトでの豊富な実績
全世界で 1,200 ユーザ・600 万メールボックスの実績

◇容易な管理、豊富なレポートによる TCO の削減
◇ハードウェアアプライアンス & ソフトウェア &
　Vmware によるソリューション
◇サブスクリプション・プライスモデル
　（年間ライセンス方式）

お問い合わせ先
株式会社ディ・エイ・ティ・エス
〒542-0081	大阪市中央区南船場3-2-4	南船場ユーズビル4F

TEL			06-4963-7188
〒 105-0013	東京都港区浜松町1-18-12	山手ビル 5号館 9F

TEL			03-5733-9215
〒 460-0003	名古屋市中区錦1-20-25	広小路 YMDビル10F

TEL			052-219-1065

mktg@dats.co.jp 
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三菱総研 DCS 株式会社
http://www.dcs.co.jp/

■沿革
1970年 株式会社三菱銀行（現三菱東京UFJ銀行）の

コンピュータ受託計算部門を分離独立
2004年 MRI・MUFG業務及び資本提携強化
2007年 社名を「三菱総研ＤＣＳ」に変更

（旧名・ダイヤモンドコンピューターサービス）
■取得認証等

プライバシーマーク、ISO9001、ISO/IEC27001、
日本版SAS70TypeⅡなど

■代表的ソリューション
　・アウトソーシング
　・内部統制ソリューション
　・基幹系（ＥＲＰ）ソリューション
　・経理財務ソリューション
　・販売・生産管理ソリューション
　・セキュリティソリューション
　・給与人事ソリューション
　・営業ソリューション
　・人材強化・教育ソリューション

JNSA CORPORATE MEMBERS LIST

●三菱総研ＤＣＳはお客様企業のお悩みをコンサルティングからシステム設計・開発、運用・処理まで
　トータルにソリューションを提供し解決いたします。

弊社は、ITコンサルテーションからシステムの設計・開発、そして運用・処理に至るITトータル・ソリューションをご提供
しておりますが、2004年12月より、三菱総合研究所（MRI）、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）との戦略的業務
提携をスタートし、本格的な協業を展開しています。また、2006年3月より、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（MURC）
を加えた４社連携で、ベストソリューションをご提案させていただいてたおります。
三菱総研DCSは、業務コンサルおよびITコンサルの領域を更にパワーアップし、加えて高品質のシステム構築・運用・処
理により、お客様企業の業務革新の実現を促進し、価値を創造してまいります。

お問い合わせ先
三菱総研ＤＣＳ株式会社
〒140-8506	東京都品川区東品川
4-12-2		品川シーサイドウエストタワー
TEL:03-3458-8680( 総合企画部 )　
E-mail:	security-biz@in.dcs.co.jp
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■セキュリティソリューション
システムの安全性を総合的に評価し、適切な情報セキュ
リティ対策の提案を行うセキュリティ診断サービスか
ら、昨今の情報事故に対応でき、かつ内部統制に対応
する最先端のセキュリティ製品のインテグレーション、
運用にいたるまでの情報セキュリティに関するコンサル
ティングとサービスを提供いたします。

■セキュリティ診断サービス
・Webアプリケーション診断 ・ソースコード診断
・データベース診断 ・プラットフォーム診断

■ Webアプリケーション・セキュリティ対策
・Webアプリケーション・ファイアウォール

 Imperva SecureSphere WAF
・ソースコード脆弱性分析ツール 

 FORTIFY Source Code Analysis

■ データベース・セキュリティ対策
・DBアセスメントツール NGSSQuirreL
・DBアクセス監視・監査・防御 Imperva SecureSphere
 DMG/DSG

ISMS 適用範囲
メインフレーム系業務システムの構築
とアウトソーシングサービス

ISO9001 適用範囲
顧客要求事項に基づく給与計算業務等
の情報処理サービス
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株式会社ロックインターナショナル
http://filesecurity.jp/

●ホワイトリスト方式のアプリケーション実行制御
「H2softアプリケーションコントロール」

「H2softアプリケーションコントロール」は、ネットワー

ク内全クライアント上の実行プログラムの起動権限を企

業側のセキュリティポリシーを元に、システム管理者に

よって集中管理することにより、無許可のプログラムの

実行を防止するセキュリティソフトウェアです。ホワイ

トリスト方式で許可されたプログラムのみが実行可能に

なり、ウィルスおよびスパイウェア対策、社内システム

の健全化、不正使用対策に効果を発揮します。OSやオ

フィスアプリケーションなど加え、これまで制御が難し

かったVBScript、MS-Office VBA、JavaScriptの制御

が追加され、抜け道の無いアプリケーション実行制御行

うことが可能になります。

■セキュリティの「いたちごっこ」に終止符
未来型対応の【ホワイトリスト方式】とは：

ウィルスやスパイウェア等の悪質プログラム、「Winny」

等業務に不要なプログラム、更には未知のプログラムの

実行を例外なくブロックします。デバイスも管理化にあ

るデバイスのみに使用許可を与えるため、私物デバイス

や未知のデバイスの試用をブロックします。結果、業務

に必要なプログラム・デバイスのみが使われる健全な環

境を定期的な更新無しで維持することが可能です。

内部統制（ＳＯＸ法）対応の統合的セキュリティソリューション

「インターネット」、「ファイル交換ソフト」、「USBメモリ」、「携帯オーディオプレーヤー」など、技術の進歩とともに利便性と
危険性を併せ持つ様々なアイテムが世の中に送り出されています。内部統制（ＳＯＸ法）対策が急務となっている現在、企
業にとって脅威となりかねないこれらのアイテムを、生産性を損なわずに安全に管理することが必要とされています。私
どもは、アプリケーションの実行制御とデバイスのアクセス制御による情報セキュリティソリューションとして、ホワイ
トリストを基本概念とした「H2softアプリケーションコントロール」と「H2softデバイスコントロール」を提案しています。

お問い合わせ先
株式会社ロックインターナショナル
〒 151-0053　東京都渋谷区代々木 2-11-5-801
TEL:03-5304-5395 ／ FAX：03-5304-5396
E-mail：sales@h2soft.co.jp	
http://filesecurity.jp/

●暗号化とデバイスアクセス制御のシームレスな連携
「H2softデバイスコントロール」

「H2softデバイスコントロール」は、デバイスアクセス制

御による情報漏洩対策を目的とし、USBメモリやハード

ディスクドライブ等の利便性の高いデバイスを、きめ細

かいアクセス制御とリムーバブルデバイス暗号化によっ

て安全に使用できる環境を提供するソリューションで

す。ホワイトリスト方式による集中管理により認証され

たデバイスの使用のみを許可し、私物など無許可のデ

バイスを防止し、情報の持出し／持込みを完全に制御

します。また強化された暗号化機能により、ユーザと暗

号化デバイスを１対１で結びつけるだけでなく、デバイ

ス持出し時および紛失時のセキュリティ対策も実現して

います。




