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会員企業ご紹介  27
株式会社アイエムエヌ
http://www.imn.co.jp

株式会社アイエムエヌ（IMN）は企業経営者の視点に立ち、「効果が見える」をコンセプトに、情報セキュリティ
システムの開発・提供をしています。
また大手UTM（統合脅威管理）製品ベンダーであるウォッチガード・テクノロジー社と一次販売代理店を締結し、
独自にセキュリティ強化策としてビジネスログ管理サービス「SECURE FORCE」を提供しています。

【SECURE FORCEについて】
SECUREFORCEはファイアウォール・UTMの通信記録を
リアルタイムで解析し、いつもお使いのウェブブラウザにビ
ジュアルで判りやすく表示。ネットワークの利用状況やメー
ルの送受信状況など「いつ」「誰が」「何をしているか」を専
門的な知識がなくても簡単に把握できます。お客様に必要
な機器は、ファイアウォール・UTM（ウォッチガード・テクノ
ロジー社Fireboxシリーズ）のみ設置、SECUREFORCE
はASPサービスなので、インターネット環境とブラウザが
あれば利用可能です。

【SECURE FORCEの特徴】
① 「低コスト」　ASPサービスで提供される為、高価な専

用ソフトやログ保存のための機器は不要。
② 「社内Web閲覧監視」　社内のWeb閲覧、メール送受

信情報、不正侵入情報等がリアルタイムに閲覧可能です。
③ 「簡単導入&簡単操作」　SECUREFORCEの基本コン

セプトは、利用者の立場に立った使い易いサービスの
提供を目指しており、管理画面も使い慣れたWebブラ
ウザベースでの簡単操作としています。

④ 「充実のレポート」　最大3 ヶ月迄のサマリーレポート
を、即座にPDF形式で出力可能。コンプライアンス（法
令遵守）対策に有効。

【お客様からの声】
● セキュリティ製品の「導入効果」を経営層に説明できる

ことがうれしいです。（総務担当者様）
● 管理画面の「見やすさ」をごく一部の人に説明をした翌

日からトラフィックが激減したことに大変驚きました。
 （IT部門リーダ様）
● 社員のインターネット利用が「専門知識のない」私でも

分かりやすく不安が解消できました。
 （複数店舗の経営者様）
● コンプライアンス要件で必要な月次の「セキュリティ

レポート」を作成する時間が短縮できて大助かりです。
 （総務&情報セキュリティ担当者様）

【無料トライアルお申し込み】
「SECURE FORCE」を1ヶ月間無料でお試しいただけます。
お申込みはこちらから : http://www.secureforce.jp

【定期セミナーのお知らせのご案内】
題目: WatchGuard× SECUREFORCE定期セミナー開催

（東京）
対象: WatchGuard製 品、SECUREFORCEサービスに

関心のある企業様
場所: 関東営業本部セミナールーム（X Room）
お申込みはこちらから : http://www.imn.co.jp

お問い合わせ先　株式会社アイエムエヌ
URL http://www.imn.co.jp　E-Mail  info.sales@imn.co.jp

関東営業本部　 大阪本社
〒 100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー 16F 〒 530-0003 大阪市北区堂島 2-1-31 京阪堂島ビル 7F 
TEL: 03-6206-1100　 TEL: 06-6344-4788
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グローバルセキュリティエキスパート株式会社は、国内初の情報セキュリティ専門コンサルティング会社とし
て2000年に設立され、セキュリティポリシーの導入、リスクマネジメント、各種コンサルテーション、システ
ム実装、アウトソーシングにいたる広範な情報セキュリティサービスを提供しています。また、システムの脆
弱性の発見のために侵入検査の分野では、高い技術で様々な検査を行うタイガーチームサービス（Tiger Team 
Service）を組織しており、その品質の高さと信頼のサービスでご好評をいただいています。GSXは、お客様の
堅牢な情報セキュリティ構築のために、最先端の技術や専門性の高い豊富な知識を駆使し、質の高いコンサル
ティングサービスをご提供しています。

お問い合わせ先
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
本社
〒 102-0083 東京都千代田区麹町 5-4KY 麹町ビル 7F
TEL: 03-5211-7731　FAX: 03-5211-7732
E-mail: strada@glbex.com　Web: http://www.gsx.co.jp/

グローバルセキュリティエキスパート株式会社
http://www.gsx.co.jp/

JNSA CORPORATE MEMBRES LIST

近年、企業内部からの不正アクセスや機密情報の漏え

い事件が相次いで発生している中で、各企業のIT運営

におけるあり方が問われています。特に識別・認証やア

クセス制御により情報を不正アクセスから保護し（予防

的統制）、「いつ」、「誰が」、「どこで」、「何を」、「どの

ように」実施したかについての説明責任を果たせるよう

体制を整え、ITにおける日々の業務を監査・検証するこ

とが求められています（発見的統制）。一方セキュリティ

対策を施しても防ぎきれない不正行為などを統合的にモ

ニタリング・分析し、セキュリティインシデントに素早く対

応することもますます重要になってきています。統合ロ

グ管理システムは、これらIT全般統制で求められるログ管理要件を効率的、かつ効果的に実現するソリューションです。

インシデントの早期発見・追跡を効率良く行う為に、どの様な観点でログを分析すればよいかを「リスク分析」により定義

し、その上で「レポート目的」「ログの観点」「監査ログ出力設定」をそれぞれ着目し、検討しなければなりません。

GSXでは、お客様の状況に合わせて効果的なログ管理を行えるよう、コンサルテーションいたします。

統合ログ管理システムは、永続的なログ分析を実施していくことで、効果を最大限にUPすることが可能となります。

LogStradaは、統合ログ管理基盤「SenSage※」と合わせて実現するログ分析・監査支援ツールです。直感的なログレポー

ト分析ツールと、各種コンプライアンス要件に対応した豊富なレポートテンプレートをご提供します。これにより企業リスク

やインシデントなどに対する迅速な対応、各種監査業務の効率化を実現します。 

GSXが提供する統合ログ管理ソリューション

効果的なログ分析を実現するソリューション　LogStrada

※「SenSage」とは、様々なソースで発生するログを収集、圧縮、長期間保存し、詳細
分析やレポートに利用可能なSenSage社が提供する統合ログ管理プラットフォーム
です。
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日本アイ・ビー・エム株式会社
http://www.ibm.com/iss/jp/

今日の企業リーダーは、極端な競争条件、規制やコンプライアンスへの

動的な対応、IT予算縮小に対する投資効果回収スピード、そして高度

に進化続ける脅威 に対する企業セキュリティーなど、様々な課題に取り

組んでおります。しかしながら企業が持つインフラへの安全対策は、他

のビジネス課題と違って、しばしテクノロジー主導のアプローチが行わ

れます。

IBMのアプローチは、組織のエンド・ツー・エンドに渡ったリスク管理

をストラテジックにご提供いたします。それが、IBM セキュリティー・フ

レームワークです。このストラテジーは、企業リスクやビジネス・プロセ

スを混乱させる潜在的な脆弱性の理解と優先付けを可能とし、世界レ

ベルのソリューションを通し、新しい技術トレンドを活用しながら強固

なビジネス主導型のセキュリティー対策、環境の構築をご支援、さらに

コストやシステムの複雑性の課題を解決します。

IBMは、全てのリスク領域のエンド・ツー・エンドに渡った対応範囲で、以下の一例のように豊富なソリューション、サービスを網羅的

にラインナップしており、例えば、PCIデータ・セキュリティー基準においては、自社製品、自社サービス及び監査を一貫して提供でき

る唯一のベンダーです。

日本アイ・ビー・エム株式会社は、IBM Corporation（米国1911年創立、170ヶ国で事業展開）の日本法人とし
て1937年に設立（現在、日本全国に約110ヶ所の拠点、社員数約1万6千人）、主に情報システムに関わるハー
ドウェア製品、ソフトウェア製品、ITサービスの提供を行っております。
昨年、世界のグローバル化が加速するなかで、よりスマートな地球、より賢い地球へ進化していくことを示
す「Smarter Planet」という新たなビジョンを掲げました。これは、世の中のあらゆるものがデジタル機能を
備え、相互接続されていく環境を、ますますインテリジェントになるITインフラが支えていくことで、お客
様のビジネス、さらには交通、環境・エネルギー、医療といった社会に関わる様々な課題を解決していこう
という、IBMが提唱するこれからの世界の在り方です。スマートな社会の実現に向けて、クラウド・コンピュー
ティングやインテリジェント・ユーテリティー・ネットワークといった社会や業界の仕組みを大きく変革する、
よりスマートなソリューションをお客様に提供してまいります。

お問い合わせ先　日本アイ・ビー・エム株式会社

 ITS 事業 ISS 事業部
 TEL: 03-5740-4060　E-Mail: isssales@jp.ibm.com

IBM セキュリティー・フレームワークを軸としたビジネス主導型のセキュリティー対策

■ IBM セキュリティー・フレームワークにおける IBM ソリューションの一例
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JNSA CORPORATE MEMBERS LIST

株式会社楽堂
http://www.rakudou.co.jp

　◆WEBシステムの開発　

WEBシステムに対する悪意ある攻撃は年々増えてきて

おり、その脅威は言うまでもありません。個人情報・機

密情報漏洩等のセュリティ事故は、セキュリティホール

のある脆弱なWEBシステムからも起こりえます。弊社で

は、「セキュリティ対策は、標準的なサービスの一つ」と

捉え、WEBシステムで実装すべきセキュリティ対策を万

全に施したWEBシステムの開発、サービス提供を行って

おります。

　◆Android搭載の携帯WEBシステム開発

弊社では、Android搭載の携帯端末向けWEBシステム

の開発も行っております。

Android搭載の携帯向けWEBシステム開発でも、WEB

システムの開発で得られたノウハウをベースに、セキュ

アで堅牢なシステムを開発致します。

　◆Saas型システム開発及びサービスの提供　

Saas型のシステムは、マルチテナント型のシステムとなり

ます。マルチテナント型システムにおいて、セキュアな実

装を実現する為に、弊社では、Spring Securityフレー

ムワーク、Apache Directory Serverの組み合わせによ

る、実現容易な低コストの構築を推進しています。

　◆WEBサイトにおけるセキュリティ脆弱性診断

WEBシステムの開発で得られたノウハウをベースにし

て、WEBシステムの脆弱性を調査し診断。最適な改善

策をご提案致します。

株式会社楽堂では、javaや.netを利用したオープン系のシステム開発を得意としております。
また、中小企業向けにはオープンソースを利用して、安価で安定したWEBシステム開発を行っております。
近年、WEBシステムをターゲットにした悪質な攻撃は、年々増えてきていますが、私たちは、セキュリティ
対策を施した、より安全で、より堅牢なシステムを提供いたします。

お問い合わせ先
株式会社楽堂
〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 7-18-9　神成ビル 3F
TEL: 03-5389-0601　FAX: 03-6231-4440　
E-mail: info@rakudou.co.jp

Rakudou,Inc

<< 楽堂のサービス一覧 >>

・セキュアな WEB システム開発及びサービスの提供

・携帯端末 (Android 搭載携帯 ) 向けのセキュアな WEB システム開発及びサービスの提供

・Saas 型システム開発及びサービスの提供

・WEB サイトにおけるセキュリティ脆弱性診断




