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2008年 8月
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バス関連用品のネットショップ
運営および商品企画・開発・
販売・卸

株式会社バスリエは「お風呂を通じて豊
かな暮らしを実現する」をスローガンに掲
げる企業です。「バスリエ」とは「お風呂（バ
ス）のソムリエ」を意味する造語で、顧
客一人ひとりに最適なお風呂ライフを提供
したいという思いが込められています。新
商品「BATH COCKTAIL」（バスカク
テル）はそうした思いを形にした製品で、
その日の気分や目的によってカスタマイズ
できる入浴剤です。機能性が高いだけで
なく見た目も美しく、文字通りカクテルを
楽しむように入浴を楽しむことができます。
従来のネット通販の枠にとどまらず、新し
いコンセプトに基づく商品開発や入浴をよ
り豊かにするための啓蒙活動、ネットワー
クづくりにも力を注いでいます。

さまざまなベース、フレーバー、デコ
レーションを組み合わせて楽しむ入浴剤

「バスカクテル」
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バスリエ株式会社

顧客情報や取り扱い商品のデータ保護に
UTMを導入してセキュリティを確立
難しい個別設定も遠隔サポートでクリア
「お風呂を通じて豊かな暮らしを実現する」をスローガンに掲げる
株式会社バスリエは、ネットショップの運営で収集した顧客情報や、
自社で撮影した取り扱い商品の写真、社員の個人情報など、保有す
るデータに関するセキュリティを向上させるため、UTM（統合脅威
管理）機器としてClavister（クラビスター）を導入した。導入に当たっ
ては、ショッピングモールごとにサーバーの設定が異なるため個別
に設定が必要だったが、販売会社による遠隔サポートで対応するこ
とができた。また従来、市販の無線 LAN ルーターを使用していた
ゲートウェイ機能も Clavister に置き換え、インターネット接続速度
の改善と信頼性の向上も合わせて実現した。この導入を通じて安全・
安心な業務環境が確立されたことで、商品開発をはじめ新規事業の
展開にも余裕が生まれている。

当社のお客さまやお取り引先さまに対して、当社の
セキュリティに対する姿勢をアピールできた。

ネットショップ運営で収集した顧客情報など保有す
るデータに対するセキュリティを向上できた。

サポートが良く信頼できるセキュリティ製品を導
入できて本来の業務に集中できるようになった。

お客さまプロファイル



お客さまのご要望お客さまの声

顧客や社員の個人情報、秘匿性の高い業務上の情報を守
りたい。

ネットショップや大手企業との取り引きにふさわしい
情報セキュリティ対策を実施したい。

市販の無線LANルーターを使用していたゲートウェイ
の信頼性を高め、安定した運用につなげたい。

情報セキュリティを強化されたきっかけは何でしょうか。

「当社はネット販売を主に手がけているため、多数の顧客情報を保有してい

ます。個人情報の漏えいは信用問題に直結するので絶対に避けなければいけ

ない。また、当社ではネットショップに掲載する商品写真を自社で撮影して

いますが、サーバーに保存してある画像データを保護する必要がありました。

　もちろん、社内のパソコンには従来からセキュリティソフトをインストール

しています。しかし、IT の専門部署があるわけではないので、例えばパソコ

ンの入れ替え時に一台一台確実に対策されているかどうか、確認が行き届か

ない恐れもあります。日々多数のメールを処理していますから、セキュリティ

の強化は必須と考えるようになりました」

どのような点を評価してClavister を選択されたのですか。

「私は富山県出身で、富山県に本社を置くエーティーワークス社とは以前から

つながりがありました（※同社はネット関連機器・ソフトの開発・製造・販売

会社で、キヤノン IT ソリューションズが提供・サポートする Clavister を販

売）。ちょうど当社がセキュリティの強化を考えていた時期にエーティーワー

クスから『キヤノン IT ソリューショズから Clavister がリリースされる』とい

う情報があり、話を聞いてみることにしたのです。

　従来、外部とのゲートウェイに市販の無線 LAN ルーターを使っていまし

たが、Clavister はハードディスクなど稼働部品をもたない壊れにくい設計と

いう説明でした。また、『自分たちの角度で商品の良さを伝えたい』との思

いから商品写真は自社スタジオで撮影した写真を使っています。長年使って

いるカメラと同じキヤノン系列が取り扱う商品なので、信頼感もありました」

「ネットショップ業界は、EC（電子
商取引）だからITに詳しいと思われ
がちです。しかし、大手はともかく、
小規模なところは案外そうでもな
いのが現状です。同業者への参
考事例になればと考えたことも今
回の導入に至った理由の一つで
す。業界全体のためにも、セキュリ
ティに悩みがあればアドバイスして
いきたいと思います」

代表取締役
松永　武様

「同業者への参考事例にな
ればと思いました」

導入前の課題と背景
ECのセキュリティ対策は必須の課題

導入の必然性
キヤノン系列が取り扱う機器の信頼性、
壊れにくさを重視



来の無線 LAN ルーターは市販の廉価な物を使っていた

こともあり、性能だけでなく信頼性の点でも課題があり

ましたが、そうした不安から解放されたと考えています」

業務に集中できる環境が整ったようですね。

「私は常に、仕事では自社の強みを最大限に発揮するべ

きだと考えているので、物流をはじめ専門外の業務はす

べて協力会社に任せています。それと同じように、セキュ

リティを含めた IT 関係は専門家に任せて、自社の業務

に集中できるようになったことは、今回システムを導入

した大きな成果だと考えています。

　また、社員に対して、会社としてセキュリティに対す

る意識をきちんと持っていることを示せたことで、社員

の安心感、信頼感が高まったと思っています。社員のセ

キュリティ意識も向上したと感じています。

　こうした高セキュリティの IT 環境を活かして、今後は

販売だけでなく、商品開発にももっと力を入れていきた

いですね。例えば現在、当社では『プラスバスリエ』と

いう新しいサービスを立ち上げようとしています。これ

は、ただ商品を販売するだけでなく、正しいお風呂の知

識を持った人に、商品の良さを知った上で広めてもらお

うという試みです。社名と同じ『バスリエ』という資格を

設け、美容師、カフェ店員、ヨガインストラクター……

といったさまざまな仕事に『バスリエ』を『プラス』して

活躍してもらうのです。個人のお客さまに向けた B to C

に加え、事業者に向けた B to B への展開ですね。これ

を可能にするのも、安全・安心なセキュリティを確立し、

本来の業務に集中する環境が整えばこそだと言えます。

　実際、ある大手雑貨店から『プラスバスリエ』をぜひ

導入したいと興味を持っていただき、連携を進めている

ところです。個人のお客さまを相手にするネットショッ

プでは、セキュリティの確保は当たり前のことであり、

特に自慢するようなことではありません。しかし、大手

事業者との取り引きでは、今後、セキュリティの強化は

一つのアピール材料になるのではないかと考えていま

す。こうした強みが生まれるとすれば、事業の発展にも

大きな効果があると言えそうです」

問題なく導入できましたか。

「出店先には Yahoo！や楽天、Amazon などさまざま

なショッピングモールがあります。また、当社では ASP

（アプリケーションサービスプロバイダ）を利用した自社

サイトも開設しています。これらのサーバーには ftpで

データをアップするのですが、問題はサイトごとにサー

バーの仕様が異なっていて、Clavister をどのように設

定すれば接続が可能になるか、個別に調べなければな

らなかったことです。その点はエーティーワークスがサ

ポートしてくれ、キヤノン IT ソリューションズの技術担

当者も応援に来てくれたので助かりました。

　導入時はエーティーワークスに Clavister の設定か

ら安定稼働までサポートしてもらいました。その後もリ

モートでサポートしてもらっており、新規出店で ftp の

接続先を追加する場合もスムーズです」

サポート体制は満足されていますか。

「サポートを含めた対応は非常に良く、信頼できると感じ

ています。当社の仕事にも言えることですが、対応が良く

て信頼できるということは、ときに商品の良さ同様に大切

なことではないでしょうか。設定やメンテナンスはすべて

エーティーワークスに任せられるので、特に手間をかけな

くてもセキュリティを意識することなく、日々の業務を行

うことができています。この『意識せずに済む』という点が、

セキュリティでは一番重要なことではないかと思います。

　インターネットへの接続スピードもむしろ少し速く

なったような気がします。これは、Clavisterのゲートウェ

イとしての性能が優れているためだと聞いています。従

取り組みの成果
セキュリティ向上は社員にも好影響

運用の工夫
手厚いサポートでスムーズな導入

小規模事業者向けのClavister　E80を設置ハードディスクやファンがない
ため堅牢で保守も容易だ



お客さまのシステム構成

今後に向けてお考えの構想があればお聞かせください。

「AI（人工知能）とまではいかなくても、お客さまに問

診した上で、最適な入浴剤のレシピや入浴法を提案し、

さらにフィードバックを蓄積・学習して次の提案につな

げていくような IT システムを、近い将来、実現できる

かもしれません。

　そうしたすべての根幹にあるのがセキュリティだと思

います。今後は、Clavister の機能を使って社内での業

務外のアプリケーションの使用を制限するなど、データ

に関するセキュリティを一層高め、お客さまの信頼を守

り続けていきたいと考えています」

次世代ファイアウォール/UTM　Clavister(クラビスター)
Clavister は、No Linux＆No OSS（オープンソースソフトウェア）の完全独自開発のファームウェアで、高パフォー
マンスかつ高い堅牢性を実現した次世代ファイアウォール製品です。
ファームウェアのイメージサイズはわずか 17MB( ※ ) と非常に小さく、不要な処理プロセスが存在しません。リソー
スを効率的に利用し機器の処理能力を最大限生かす事が可能であり、UTM のダウンサイジングを実現しました。
( ※ 2016 年 5 月現在 )
また、Linux や OSS の脆弱性の影響を受けないため、頻繁にセキュリティメンテナンスを行うことなく安全性が保た
れます。　

開発元：Clavister AB

将来の展望
顧客への最適な提案につなげたい

@Canon IT Solutions Inc. 2017

www.canon-its.co.jp/products/clavister/
Clavister　ホームページ

〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル

キヤノンITソリューションズ株式会社
TEL（03）6701-3438

各ショッピングモール

・アンチウイルス
・侵入検知防御
　　　　　など

入口対策

・Webコンテンツフィルター
（有害サイトへのアクセス

制限）　　　　　　など

出口対策

・ECサイトのコンテンツ
アップロード

（個別にセキュア通信を設定）

セキュア通信

インターネット

社内ネットワーク

Clavister E80

楽天

Yahoo！
ショッピング

Amazon


