
お客さまが実現できたこと
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東京都渋谷区神宮前5-27-8

2001年6月
1905人（社員280人、アル
バイト1625人：2017年11
月現在）
飲食店舗の企画運営事業、
地域コミュニティ事業、海外
店舗企画運営事業

カフェ・カンパニー株式会社、2001年6
月設立。同年、渋谷の東急東横線高架
下に創業店舗「SUS」をオープン。その
後、代表ブランドである「WIRED CAFE」
をはじめ、GINZA SIXのプレミアムフード
ホール「銀座大食堂」、コミュニティ型ホ
テル「WIRED HOTEL浅草」、LA発日本
初上陸のティールーム「ALFRED TEA 
ROOM」など、およそ70ブランドを展開し、
現在の店舗数は100店舗以上となる。ま
た、商業空間の企画運営や、企業とのコ
ラボレーション店舗の運営など、“コミュニ
ティの創造”をテーマに多様な事業を手掛
けている。
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カフェ・カンパニー株式会社

堅牢設計で手間いらずの UTM を導入。
複数業務を担当する IT 担当者の運用管
理負荷を大幅軽減
カフェやダイニングをはじめとした様々な業態の店舗の企画・運営を
行っているカフェ・カンパニー株式会社。店舗数は100を超え、ブラ
ンド数も70に上る。同社は2012年、Webコンテンツフィルタリン
グを主な目的としてUTMアプライアンスを導入した。だが、導入から
5年ほどが経ち、製品は老朽化。動作が突然止まり、IT担当者が再起
動を行わなければならないなどのトラブルが発生していた。そこでリ
プレースの検討を開始し、数多くあるUTMアプライアンスの中から
Clavister（クラビスター）を選択した。選択の決め手は、ハードディス
クを持たない壊れにくい設計や、ファームウェア自動監視によって、運
用管理や障害に伴うIT担当者の負荷を軽減できること。また、完全独
自開発のファームウェアを採用しており、LinuxやOSS（オープンソー
スソフトウェア）の脆弱性を悪用したサイバー攻撃を受けない点も高く
評価した。

壊れにくく、止まりにくい設計のUTMの導入によ
り、運用中のトラブルが発生しなくなった。

完全独自開発のファームウェアを採用したUTM
のため、OSSの脆弱性を悪用したサイバー攻撃を
受けずに済む。

お客さまプロファイル

Webフィルタリング専用機とほぼ変わらない価格
で多機能なUTMを導入でき、将来のセキュリティ
対策への備えができた。

カフェ・カンパニーの本社が入るビル。スタ
イリッシュなカフェなどを生み出す拠点となっ
ている。



お 客 さ ま の ご 要 望お客さまの声

従来通り、Web フィルタリングを行いたい。

トラブルが発生しにくい UTM を導入し、ほかの業
務も兼務する IT 担当者の負担を軽減させたい。

サイバー攻撃を受けにくい、安全性の高い UTM が欲 
しい。

カフェや飲食店の運営など幅広い事業を展開されていますね

「カフェ・カンパニー株式会社は、『WIRED CAFE』、『WIRED HOTEL 浅草』、

『伊右衛門サロン京都』など、カフェやダイニングをはじめとした様々な業

態の店舗の企画・運営を行っています。町づくり視点に立ち、地域のコミュ

ニティの起点となることをコンセプトに店舗をつくり上げてきました。現在

の店舗数は、国内では100 店舗、海外にも 5 店舗あり、ブランド数は 70

を数えます。

　本社と国内の各店舗はインターネット VPN で結ばれており、どの店舗も

必ず本社を通してインターネットへ接続するネットワーク構成となっていま

す。そのネットワークの安全性を高めるため、2012 年に UTM を導入しま

したが、導入から 5 年ほど経って製品の劣化が進んできました。突然動作

が止まってしまい、再起動を行わないと不具合が発生するようになったため、

ライセンス切れのタイミングでリプレースを検討しました」

どのような視点で製品を選んでいったのでしょうか

「IT 担当者である私に運用管理の負担がかからないことを第一に考えまし

た。それというのも、当社の IT 機器の管理は私一人だけで行っており、し

かも私はほかの仕事を兼務しているからです。そのため、とにかく運用管理

に手間がかからない UTM を探しました。そんな中、インターネット検索で

Clavister の存在を知り、私が求めていた製品はこれだと直感しました。

　選択の決め手は、何といっても簡単に扱えることです。ハードディスクを

持たない壊れにくい設計のため、運用管理や障害に伴う私への負荷が減ると

考えました。また、万が一、ファームウェアや何らかのプロセスが停止して

も自動的に再起動する死活監視システムを備えていることもポイントの1つ

です。既存の UTM のように、動作が止まるたびに再起動を行う必要がない

「Clavisterは大手メーカーのUTM
と異なり独自開発のファームウェ
アを採用しているため、頻繁にメン
テナンスを行う必要がありません。
IT担当者にかかる負担が少ない
ので、中小企業にはうってつけの
製品です。キヤノンITソリューション
ズには、これからも当社のビジネス
に有効なソリューションを提案して
もらいたいですね」

運 営 統 括 部
門 司 浩 嗣 様

「大手メーカーの製品よりも
メリットの大きいUTMです」

導入前の課題と背景
導入から5年が経過して老朽化が進んだUTM

導入の必然性
選択の決め手はIT担当者の負荷を減らせること



ベースの共用サーバーは置いていますが、社外からアク

セスさせることはないため、今のところ Webフィルタリ

ングさえできれば問題ないのです。その Webフィルタ

リングに関しても社員の利便性を考えてそれほど厳しい

制限はかけていません」

Webフィルタリング専用機の導入は検討されましたか

「ほとんど考えませんでした。なぜ なら、価格的に

Clavisterとあまり差がなかったからです。同程度の価

格ならば、多層防御機能を備えた UTM を選びますよね。

前言と矛盾するようですが、将来、Webフィルタリング

以外の機能を使いたくなった場合のことを考えたら当然

の選択だと思います。

　Clavister を利用していると話すと、『珍しい UTM を

使っているんですね』などと言われることがあります。

実際、国内ではそれほど有名な製品ではありませんし、

私もインターネットで検索する前は Clavister の存在を

知りませんでした。しかし、海外を中心に多くの導入事

例があるので不安に感じることはまったくなかったです。

むしろ、大手 UTM メーカーの製品よりも導入メリット

が大きいと思いました。

　その理由は 2 つあります。1つは Clavister が Linux

などの OSS（オープンソースソフトウェア）を利用しな

い独自開発のファームウェアを採用していたことです。

OSS の脆弱性の影響を受けないため、頻繁にファーム

ウェアの更新を行わなくても、安全性が保たれると考え

ました。もう1つは価格です。大手 UTM メーカーの製

品に比べ、安価に導入できる点も魅力でした。

　また、これは導入後にわかったことなのですが、ハード

ディスクを搭載していない Clavister は、筐体がコンパク

トで動作音もほとんどなく、設置場所に困らないのです」

運用してみた感想はいかがでしょうか

「運用を始めてからまだ数ヶ月しか経っていませんが、ト

ラブルはまったく生じていません。ですから、IT 担当者

である私に負担がかかることもありません。

　ハードディスクなどの稼動部品を持たない点につい

て、高性能な製品ではないからと捉える方もいるかもし

わけですから」

それで当社にお問い合わせをいただいたのですね

「Clavister を取り扱うキヤノン IT ソリューションズに連

絡したところ、同製品の販売代理店で SIerでもある株

式会社エーティーワークスを紹介してもらいました。

　実は既存の UTM のライセンス切れが迫っていたので

すが、まだ、Clavister へのリプレースは行っていませ

んでした。それというのも、既存の UTM を取り扱って

いた SIer から低価格で新製品に切り替えられるという

提案を受けていたからです。その SIer はとてもいいサ

ポートを行ってくれていましたし、大きな不満はなかっ

たのですが、やはり Clavister を導入することに決めま

した。その理由は先ほど述べたとおり、UTM の運用管

理の負担を減らしたかっ

た からで、私 が 調 べた

限りでは、Clavister が

最も手間のかからない

UTM だったからです。

　Clavister を導入する

方向で稟議書を上げたと

ころ、上司から『君が扱

いやすい機器ならば、それでいいのではないか』という

回答を得て、2017 年 7 月にリプレースすることが決ま

りました。Clavister の導入作業はエーティーワークス

に依頼し、業務時間の終了後、午後 8 時ごろから作業

を開始して1時間ぐらいで終了しました。トラブルはまっ

たくなく、滞りなくClavister に入れ替えることができ

ました」

Clavister のどのような機能を利用されていますか

「リプレース前の UTM と同じように Webフィルタリン

グ機能を利用しています。当社は Google の Web ア

プリケーションサービスがパッケージされた『G Suite』

を利用しており、メールなどのセキュリティは Google

によって高いレベルで担保されています。また、営業管

理システムや売上管理システムも ASP を利用しており、

社内にほとんど IT 機器を設置していません。Windows

運用の工夫
業務終了後、わずか1時間で
滞りなくリプレース

取り組みの成果
トラブルなしで
IT担当者の負担が軽減

本社オフィスの内観。新商品などを創作す
るためのキッチンも備えている。



お客さまのシステム構成

れません。しかし、当社のような規模の企業にとって、

ハイスペックな UTM が必要となるケースは多くないの

ではないでしょうか。むしろ、ほかの業務も兼務する IT

担当者が 1人で運用できるメリットの方が大きいと考え

ています」

今後の展望についてお聞かせください

「最近では大手企業だけでなく、中小企業もサイバー攻

撃の標的になることが増えています。すべての企業に

とって情報セキュリティを高めることは、ビジネスを継

続するだけでなく発展させていくうえで必須の要件であ

り、当社もその例外ではないと考えています。

　キヤノン IT ソリューションズは UTM だけでなく様々

なソリューションを展開しているので、当社のビジネス

に有効なものがあれば、ぜひ提案してもらいたいですね」

ボルトレストークナイゼーション
（Vormetric Tokenization with Dynamic Data Masking）

Vormetric トークナイゼーションは、アプリケーションに対して「トークンボルト」なしでトークナイズ / デトー
クナイズ、更にはマスキング機能を提供します。
また、PCI データセキュリティ基準への適合を可能にします。

開発元：　　　　　　　　　　　

@Canon IT Solutions Inc. 2017

canon-its.co.jp/security/
セキュリティソリューション　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

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

将来の展望
セキュリティを高めてビジネスを発展

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
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