
1

ファイル転送サービス
iTransfy for biz のご紹介

株式会社ゼタント



システム担当者/管理者のよくある悩み
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担当者

ü ファイルを⼿軽に顧客に送りたい…

ü パスワードかけないといけないが、
⾯倒だからそのまま送っている

ü 安全が⼤事なのはわかるけど⾯倒…
その作業にどれだけ意味があるのか
わからない

ü 誰がどんなやり取りをしているか
実態がつかめない…

ü 社員みんなが⼿軽に使えるサービス
があればいいのに…

ü ファイル共有のサービスを使ってい
るが、機能を持て余している

システム管理者



情報管理が社会問題になっています
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ü シャドーIT

企業や情報システム部⾨の⽬の届かないIT活⽤

ü 事業者の不適切な情報管理

国内外で毎⽇のように、情報漏えいや不適切な
情報管理がニュースに

http://www.security-next.com/category/cat191/cat25 より

https://jp.techcrunch.com/2019/03/22/2019-03-21-facebook-plaintext-passwords/ より



企業のリスク
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把握できない、管理できないITの利⽤は
企業の信⽤に関わるリスクをはらんでいます

近年、特に「情報保護」「プライバシー保護」は
社会的課題になっており、なにか起こってからでは⼿遅れです
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サービスのご提案
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for biz

複雑な管理は不要︕
簡潔・安全にファイル転送ができる
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for biz の特徴

操作・機能が
シンプル

⾼い安全性を
保持

セキュリティ機能/管理を意識することなく簡単な操作⼿順で始められます
転送したファイルは当社を含め第三者には⼀切解読できません



iTransfyの利⽤イメージ
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送り主

暗号化されたファイルだけ保管されるので、当社含め
誰にもファイルの中⾝がわからない状態になります

Point 1

これまでアップロードしたファイルの削除や、ダウン
ロードの状況の確認をブラウザで⾏えます

Point 2

ブラウザにファイルを
アップロード

ブラウザ内で
ファイルを暗号化

指定したメールアドレス宛にダウン
ロード⽤URLを記載したメールを送信

ブラウザ内で復号された
ファイルを受け取る

送り先

ダウンロード情報は⾃動で通知／記録



貴社

アカウントあり

アカウントあり

パスワードの要否
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アカウント登録で、パスワード⼊⼒の⼿間が省けます

パスワード不要

パスワード不要

アカウントなし

クライアント/協⼒会社等へファイルを送りたい、また送付してほしい時の⼿間を軽減



パスワードの要否
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アカウント登録がされていない⽅とでも利⽤できます *パスワードが必要

送信先

アカウントなし

アカウントあり パスワード確認/⼊⼒パスワード⾃動発⾏/通知

アカウントなし パスワード確認/⼊⼒ パスワード⾃動発⾏/通知

iTransfyはアカウント登録不要でご利⽤いただけます
パスワード要否の⼿間を省きたい⽅はアカウント登録（無料）がお勧めです

パスワード情報は安全性向上のため別経路（ご⾃⾝のメーラー）を介して送られます



管理画⾯でアップロードしたファイルのリストや、各ファイルのダウンロード状況を⼀
⽬で把握できます。不要になったファイルはその場で削除でき、管理が簡潔に⾏えます

ダウンロード状況のステータス管理
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アップロードしたファイルはリストで可視化され⼀元管理できます

a@address1.com

b@address2.com

c@address3.com

PDF

X-Fail.pdf
l a@address1.com
l b@address2.com
l c@address3.com

DL 未
DL 済
DL 未

2019/1/1  01:00

ダウンロード状況を
⾃動でリスト化



チームメンバーの利⽤ログを管理
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システム管理者は、チーム全体の利⽤状況も把握できます

⽇時 送信ID from to ファイル名 サイズ ダウンロード済 キャンセル

2019/4/1 
13:00 abc x@test.com y@example.com 資料.pdf 2MB ◯
2019/4/1 
13:01 bbb zz@test.com kk@example.com 案内状.pdf 250kB ◯
2019/4/1 
13:01 bbb zz@test.com ss@example2.com 案内状.pdf 250kB ◯
2019/4/1 
13:01 bbb zz@test.com bb@test.com 案内状.pdf 250kB ◯
2019/4/1 
14:10 cde yyy@test.com ww@example.com 申込書.xlsx 400kB ◯
2019/4/1 
14:10 cde yyy@test.com mm@example2.com 申込書.xlsx 400kB ◯

︓ ︓ ︓ ︓ ︓ ︓ ︓ ︓



ご利⽤までの流れ
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ご加⼊→管理者アカウント作成
企業様、企業内の部署単位でのご加⼊

管理者によるメンバー管理
社内、部署内のユーザを登録、削除
登録できるメンバー数に制限なし

管理者はメンバーの利⽤状況を確認できる
メンバーはファイル転送サービスを利⽤できる
もちろん管理者もメンバーとしてサービス利⽤可能



iTransfyの強み

14

セキュリティ強化のために必要なほとんどの作業を
iTransfyが⾃動で処理します。ファイルのドラッグ&ド
ロップやメッセージ⼊⼒という直感的な操作だけです
ぐに利⽤でき、事前の経験/学習は不要です。

⾼い強度のセキュリティ環境を
簡単に導⼊できます

当社が開発した暗号鍵管理プラットフォーム
「SecurityHub」で暗号化・復号をサポートしてい
ます。セキュリティ分野では国内トップクラスの実
績を持つ研究者、技術者が開発に携わっています。

セキュリティ分野で
トップクラスの開発者が提供
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対応ブラウザ
Chrome 
Firefox
Safari 
Edge

近⽇決定予定（最新版では動作確認済み）
近⽇決定予定（最新版では動作確認済み）
近⽇決定予定（最新版では動作確認済み）
近⽇決定予定（最新版では動作確認済み）

アップロード可能な
最⼤ファイルサイズ

128MB （ZIP圧縮および暗号化した後のファイルサイズ）
※ それ以上のファイルサイズの場合ブラウザでの動作保証ができません

ファイル暗号化スキーム 共通鍵暗号⽅式(AES256)および公開鍵暗号⽅式(楕円曲線暗号)による
Hybrid暗号化

ファイルの最⼤保持期間 デフォルト3⽇間（応相談）

登録可能ユーザ数
無制限
※ ユーザの登録、削除は管理画⾯から⾏えるようになります。登録数が多い場合
はご相談ください

ファイルサイズを⼤容量化したデスクトップアプリもリリース予定です

サービスの仕様（ブラウザ版）
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よくあるご質問

Q 料⾦体系はどうなるのか︖

ダウンロード総量だけに基づく料⾦テーブルにさせていただく予定です。登録するメンバーアカウン
ト数やアクティブユーザ数は料⾦には⼀切影響しません。

Q 暗号の強さはどのくらいか︖

⽇⽶欧で規格化されているAES256-GCMという⽅式を⽤いています。⾮常に強い強度を持つものとし
て知られています。

Q システム構成や仕組みを知りたい

NDAを結ばせていただければ、開⽰いたします。安⼼してご利⽤いただける構成になっています。

Q SecurityHubとは何か︖

公開鍵および共有鍵を安全に管理、共有するための仕組みを提供するプラットフォーム技術です。
iTransfyはこのプラットフォームの利⽤例になります
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株式会社ゼタント 2017年5⽉ 創業（ブロックチェーンハブの⽀援を受け創業）

メンバー構成
l 研究・技術者︓5名
l マーケティング・営業︓1名

• セキュリティ分野では国内トップクラスの実績を持つ研究者
• 複数社の創業経験のあるアドバイザー、CFO

https://www.zettant.com

l アドバイザー︓1名
l CFO︓1名

l セキュリティ、ブロックチェーン、ネットワーク、データ分析
l ⾃社サービス開発、コンサル、受託開発
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inquiry@zettant.com

サービス利⽤に関するご相談、運⽤⾯のご質問など
下記のメールアドレスへお気軽にお問い合わせください

会社名、役職、⽒名、電話番号、メールアドレス、ご相談内容を明記の上ご連絡ください

お問い合わせ


