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NEW! Norton Secured Seal  
ここをクリック するとノートンセーフウェブによ
るこの新しい安全性評価についての詳細を表示で
きます

アカウントをお持ちでない場合 今すぐに 作成してください 

このサイトは安
全? 

●     概要 ●     安全性と脅威

Norton 評価 
brothersoft.com 

概略
•コンピュータの脅威: 14
•ID 情報の脅威: 0
•迷惑要因: 0 
このサイトの脅威の合計: 14
  
 
Norton 評価はシマンテック社の自動分析システムの結果です。 詳細情報. 

ノートンセーフウェブ
Facebook 版
危険なリンクについてセーフウェ
ブユーザーやお友達に警告します

Facebook ウォールのスキャン

ノートン製品のご購入
http://safeweb.norton.com/report/show?url=http:%2F%2Fjp.brothersoft.com%2F&product=NIS&version=19.7.1.5&layout=Retail&lang=1101&source=toolbar (1/5)2012/06/17 10:12:11

Norton™ Safe Web ●     

●     

●     

サインイン

http://safeweb.norton.com/help/norton_secured
javascript:void(0)
http://safeweb.norton.com/about
http://safeweb.norton.com/safety
http://safeweb.norton.com/about
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=310877173418
http://sitedirector.symantec.com/932743328?oslocale=iso:JPN&plang=JP&oslang=iso:JPN&ssdcat=156&origin=safew
javascript:void(0)
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警告 

このサイトの所有者の方は
ここをクリック 

 

今すぐに特典をご確認ください! 

http://safeweb.norton.com/report/show?url=http:%2F%2Fjp.brothersoft.com%2F&product=NIS&version=19.7.1.5&layout=Retail&lang=1101&source=toolbar (2/5)2012/06/17 10:12:11

http://safeweb.norton.com/help/site_owners
http://safeweb.norton.com/help/site_owners
http://sitedirector.symantec.com/932743328?oslocale=iso:JPN&plang=JP&oslang=iso:JPN&ssdcat=156&origin=safew
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一般情報 
Web サイトの場所     アメリカ合衆国 
 
ノートンセーフウェブが brothersoft.com を分析して安全性とセ
キュリティの問題を調べました。下に示すのは見つかった脅威の
サンプルです。 

 

脅威レポート

見つかった脅威の合計: 14 

 
 ウイルス (説明の表示) 

見つかった脅威: 12 
サンプル: (特定の脅威について詳しくは、下の脅威名をクリックしてください) 

脅威名: Spyware.Keylogger 

場所: http://files.brothersoft.com/security/monitoring_software/Ke
ylogDetectiveSetup.exe 

  
脅威名: Trojan.ADH 

場所: http://files.brothersoft.com/RegNow/icqspy.exe 
  
脅威名: Heuristic.ADH 

場所: http://files.brothersoft.com/security/miscellaneous/KeySpyse
tup18824.exe 

  
脅威名: Trojan Horse 

場所: http://files.brothersoft.com/desktop_utilities/themes/GoGree
nwithWindows7Win7Themes.exe 

  
脅威名: Trojan Horse 

場所: http://files.brothersoft.com/internet/download_managers/Movi
e_Download_Search_Engine.exe 

  
脅威名: Heuristic.ADH 

http://safeweb.norton.com/report/show?url=http:%2F%2Fjp.brothersoft.com%2F&product=NIS&version=19.7.1.5&layout=Retail&lang=1101&source=toolbar (3/5)2012/06/17 10:12:11

http://safeweb.norton.com/safety#virus
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=4294909790
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=42272
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=42273
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=25464
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=25464
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=42273
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場所: http://files.brothersoft.com/desktop_utilities/miscellaneous/
fire-heart-desktop-gadget-downloadcom.exe 

  
脅威名: Heuristic.ADH 

場所: http://files.brothersoft.com/desktop_utilities/screensavers/
sexyss53.exe 

  
脅威名: Spyware.ADH 

場所: http://files.brothersoft.com/internet/ftp/scnsb.exe 
  
脅威名: Trojan.ADH 

場所: http://files.brothersoft.com/internet/miscellaneous/hostscan
162eng.exe 

  
脅威名: Trojan.Gen 

場所: http://files.brothersoft.com/dvd_video/video_tools/VideoDown
loader_Setup.exe 

  
 ドライブバイダウンロード (説明の表示) 

見つかった脅威: 2 
詳しいリスト: (特定の脅威について詳しくは、下の脅威名をクリックしてください) 

脅威名: Malicious Site: Malicious Domain Request 2 
場所: http://files.brothersoft.com/dvd_video/video_tools 
  
脅威名: Malicious Site: Malicious Domain Request 2 
場所: http://files.brothersoft.com/internet/miscellaneous 
  

http://safeweb.norton.com/report/show?url=http:%2F%2Fjp.brothersoft.com%2F&product=NIS&version=19.7.1.5&layout=Retail&lang=1101&source=toolbar (4/5)2012/06/17 10:12:11

利用規約プライバシーポリシー フィードバックの送信 ©1995-2012  

http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=42273
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=42275
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=42272
http://www.symantec.com/avcenter/cgi-bin/virauto.cgi?vid=24060
http://safeweb.norton.com/safety#brexp
http://safeweb.norton.com/legal/terms
http://www.symantec.com/ja/jp/about/profile/policies/privacy.jsp
http://sitedirector.symantec.com/932743328?displocale=iso3:jpn&displang=iso3:jpn&ssdcat=267&origin=safew&env=prod&version=1.0
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他のキーワード:   brothersoft危険 brothersoftツールバー削除 brothersoft評判

brothersoftについて brothersoftって

すべて

画像

地図

動画

ニュース

ショッピング

アプリケーション

もっと見る

埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市

場所を変更

ウェブウェブウェブウェブ全体全体全体全体からからからから検検検検
索索索索

日本語のページを

検索

翻訳して検索

もっとツールを見る

フリーソフト?シェアウェアのダウンロード - Brothersoft.jp

jp.brothersoft.com/ -キャッシュ

フリーソフト?シェアウェアのダウンロードとアップロード、ソフトを共有しよう.

カテゴリー - Adobe Photoshop CS3 日本語 -新着ソフト - LimeWire 日本語

Brothersoft

www.brothersoft.com/ -キャッシュ - このページを訳す

Free software download,The biggest software directory for freeware and shareware 

download at brothersoft.com.

Free Games Download - Brothersoft.com

games.brothersoft.com/ -キャッシュ - このページを訳す

Free games Download from Brothersoft games, over 20000 pc games and mobile 

games for free download and play.

Windows Installer CleanUp ユーティリティ 5.1 日本 ... - Brothersoft.com

windows-installer-cleanup.jp.brothersoft.com/ - キャッシュ

Windows Installer CleanUp ユーティリティ 日本語ダウンロード -- ソフトへ任意のプログラ

ムのWindows インストーラ構成情報を削除できます.

File Splitter & Joiner (FFSJ) 3.3 日本語ダウンロード - Brothersoft.jp

file-splitter-joiner-ffsj.jp.brothersoft.com/ -キャッシュ

File Splitter & Joiner (FFSJ) 日本語ダウンロード -- ソフトへ ファイルを大きいから小さいに

分割できるツールです.

Android software applications & games free ... - Mobile - Brothersoft

mobile.brothersoft.com/android/ - キャッシュ - このページを訳す

Android software applications & games free download. Download free Android apps by 

categories for all Android devices.

DataRecovery 2.4.6 日本語ダウンロード - Brothersoft.jp

datarecovery-2-4-4.jp.brothersoft.com/ - キャッシュ

DataRecovery 日本語ダウンロード -- ソフトへ ゴミ箱からも削除してしまったファイルを復元

します。

著作権侵害サイトBrotherSoft.comと本気で戦ってみた | YATA BLOG

etwas.wolfish.org/blog/p2009070501/

2009年7月5日 – BrotherSoft.comと言うソフトウェア紹介サイトがあります。この度、ここに

私のフリーソフトウェアが無断転載されてしまったので、転載を止めさせるため本気で戦って

みました。この記事が同様の被害に遭われている方の助けになれば幸いです ...

brothersoft - Yahoo!知恵袋

chiebukuro.yahoo.co.jp › タグ - キャッシュ

10 件のアイテム – 「brothersoft」タグが付いているQ&Aの一覧ページです。

500枚!!!!!!Brothersoftとは何?なんですか、詳しく教えてください。 Brothersoft

Brothersoftの消去法について質問です。 Brothersoftがツールバーとして出てきてし

検索 約 2,260,000 件 （0.09 秒）

brothersoft ログイン

+You 検検検検索索索索 画画画画像像像像 地地地地図図図図 Play YouTube ニュースニュースニュースニュース Gmail ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー もっともっともっともっと見見見見るるるる
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次次次次へへへへ

検索オプション ヘルプを検索 ご意見をお寄せください Google.com

Google ホーム 広告掲載 ビジネス ソリューション
プライバシーと利用規約 Google について

brothersoft危険

brothersoftツールバー削除

brothersoft評判

brothersoftについて

brothersoftって

brothersoft extreme

brothersoftウイルス

brothersoft tb

brothersoft アンインストール

brothersoft 評判

brothersoftに関連する検索キーワード

BrotherSoftについて: 頑固でいい加減

hard-loose-log.cocolog-nifty.com/.../brothersoft-919.html - キャッシュ

2010年12月27日 – BrotherSoftについて. 以前の記事でも書きましたが、BrotherSoftに

ついての続編です。 僕もこのサイトから安易にダウンロードしてしまい、ブラウザ（Firefox）の

設定をいじられました。 その時は、記事にある通り、ブラウザの再インストールで ...
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