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■製品情報■

○スパム対策のパイオニア『IronPort Cシリーズ』

ジェイズ・コミュニケーションが取り扱っているスパム対
策アプライアンス『IronPort Cシリーズ』はIPレピュテー
ション、Domain Key、VOF（Virus Outbreak Filters: ウ
ィルス拡散防止フィルター）、コンテンツフィルターなど、
最新のテクノロジーを駆使し、企業の電子メールシステ
ムを保護。不要なメールは事前にブロックします！

【製品情報詳細】
http://jscom.jp/products/ironport

◆お問い合わせ先◆
ジェイズ・コミュニケーション株式会社
担当:営業本部　第二営業部　吉岡
TEL: 03-6222-5858　
FAX: 03-6222-5855
E-mail: yoshioka@jscom.co.jp

○USBメモリの情報漏洩対策

 「Check Point Media Encryption」

USBメモリなどの外部記憶媒体の情報漏洩対策製品。
デバイスの制御、汎用USBメモリのまるごと暗号化、
私物USBメモリの利用禁止等を本製品のみで構築可能。
その他にUSBメモリ内に潜む不正な実行ファイルなど
の持ち込みをチェックするデータスキャン機能、メディ
アの不正利用を予防するメディアのロック機能、ポリ
シー管理、USBメモリにコピーしたファイルのログ管理
も本製品で可能。

【製品情報詳細】
http://www.tokyo.metro.co.jp/security/endpoint/me.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社メトロ　セキュリティ営業部
TEL: 03-5789-1022　
E-mail: sales@tokyo.metro.co.jp

■サービス情報■

○Gumblar対策トータルソリューション

ガンブラー対策については、お客様の抱える不安要素は
様々です。自社Webサイトの改ざん被害の確認から、未
然防止対策など、BBSecでは、様々なソリューションを
ご提案いたします。
BBSecのWeb改ざん検知サービス「Cracker Detect」の特
徴は、改変されたWebファイルの差分を比較し、未知の
攻撃手法でも検知が可能となっております。また、お客
様のご要望にあわせ、

「Cracker Detect + （プラス）」では、セキュリティエン
ジニアによる現地オンサイトでの確認調査もおこない 
ます。

【サービス情報詳細】
http://www.bbsec.co.jp/solution/gumblar.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社ブロードバンドセキュリティ
E-mail: sales@bbsec.co.jp

○情報セキュリティ「躾」プログラム

インターネットがある環境で育ってきた新入社員は、パ
ソコンを使いこなす一方、十分な情報セキュリティ知識
を持ち合わせておりません。本プログラムは、パソコン
利用や日常生活での注意点を分かりやすく解説し、セ
キュリティマナー力を育成します。
特長
・ 組織活動に必要なセキュリティの基本を身につける
・ 実際に発生したセキュリティ事故対応をベースに具体

的な対策事例で学ぶ
・ 確認テストで習得した知識の整理と効果測定も可能

【サービス情報詳細】
http://www.lac.co.jp/academy/newcomer.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社ラック　セキュリティアカデミー事務局
E-mail: info-academy@lac.co.jp
Tel: 03-5537-2610
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○Webアプリケーション脆弱性検査ツール「VEX」

弊社独自開発の純国産Webアプリケーション検査ツー
ルです。
従来は手動でしか検査できなかった複雑な構造のWeb
アプリケーションへの適用や、入力画面と出力画面が
異なるセカンドオーダーの脆弱性検出にも対応していま
す。
特長
・ 画面遷移図の自動生成機能
・ 実施内容を開示した透明性の高い検査実施の実現
・ 自社開発による柔軟なサポート体制

【製品情報詳細】
http://www.ubsecure.jp/products.php

◆お問い合わせ先◆
株式会社ユービーセキュア
TEL: 03-5212-1521
E-mail: VEX@ubsecure.jp

○大容量ファイルのアップデートに有効

 『RTPatch POWER+』

RTPatch POWER+はマルチコアの並列処理により、差
分作成の高速化を実現（最大でシングルコアの8倍速）。
大容量ファイル（1ファイル250MB以上）の差分作成に対
応しており、ファイル等をアップデートする際、旧バー
ジョンからの変更箇所をバイナリ・レベルで抽出して差分
パッチを作成します。バージョンアップを差分パッチで
行うことで、プロセスが簡略化でき、セキュリティホー
ル発見時のような緊急アップデートに効果を発揮します。

【製品情報詳細】
http://www.monetz.com/ps/rtp_plus/index.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社MONET　ソリューション事業部　営業部
TEL: 03-5256-5171
E-mail: sales@monetz.com

○VMware版「Sourcefire 3D System」

コスト、エネルギー、スペースの削減などのニーズから
急速に広まる仮想化環境に対応した次世代型IDS/IPS
を販売開始しました。
セキュリティ上のBlind Spot（盲点）となる仮想化環境
に対する内外からの攻撃を防御し、VMwareの効率的
かつ安全な利用を実現します。

【製品情報詳細】
http://www.dit.co.jp/products/sourcefire/

◆お問い合わせ先◆
株式会社ディアイティ　ネットワークセキュリティ事業部
TEL: 03-5634-7652
Fax: 03-3699-7048
E-mail: product-info@dit.co.jp

○InterSafe SecureDevice

「InterSafe SecureDevice」はセキュリティ USBメモリを
作成するソフトウェアです。汎用USBメモリをそのま
ま利用し、情報漏洩・ウイルス対策可能。セキュリティ
USBメモリを登録外PCへ接続した際、PCへデータ保存
が出来ないため、持ち出し先での情報漏洩を防止。安価
な「Standard版」とネットワークに対応した「Proffecional
版」の2つのラインナップをご用意。

【製品情報詳細】
http://www.alsi.co.jp/security/sd/index.html

◆お問い合わせ先◆
アルプス システム インテグレーション株式会社
営業統括部
TEL: 03-5499-1331
E-mail: ssg@alsi.co.jp
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■イベント情報■

○CISSP・SSCP公式セミナーのご案内

情報セキュリティ専門家・実務担当者が知っておくべき
知識を体系的にまとめたCBK（共通知識分野）をレビュー
する場としてセミナーを開催しています。

（ISC）2認定の日本人講師は情報セキュリティの現場で
活躍するCISSP認定保持者です。
日本の実例を交えた質の高い講義に加え、受講者の知識・
経験をレビューする場として有効です。
SSCP公式セミナーは3日間、CISSP公式セミナーは5日
間の座学です。

【イベント情報詳細】
https://www.isc2.org/japan/

◆お問い合わせ先◆
（ISC)2Japan 事務局
E-mail：infoisc2-j@isc2.org
Tel： 03-6311-8800　Fax：03-6311-8801

○ハードディスクコピー／消去装置 DemiXG3030

SCSI/SAS/FCのHDDコピー、消去、証拠保全機能を
搭載した超高速デュプリケータです。
用途例（こんな部門で、こんな場合に）
・ 法執行機関…

押収物、証拠物件のデータ証拠保全、解析作業に
・ ソリューションサービス部門…

SASサーバ機のオンサイトデータ消去サービス作業に
HDDデータ復旧作業時のデータバックアップ作業に

・ 情報システム部門…
サーバ、クライアントPCのマスタHDD作成に

【製品情報詳細】
http://www.kk-yec.co.jp/products/duplicator/copy_tool/#demixg3030

◆お問い合わせ先◆
株式会社ワイ・イー・シー
TEL: 042-796-8511

○SMBのセキュリティ対策には

 「Kaspersky Small Office Security」

カスペルスキーの中小規模企業向け総合セキュリティ製
品「Kaspersky Small Office Security」は、Windowsプ
ラットフォームの PC とサーバで構築されたオフィスに
簡単に導入でき、既知のウイルスはもちろん、未知の脅
威からも徹底的に防御します。
5pc + 1サーバ版は、25,000円より

【製品情報詳細】
http://www.kaspersky.co.jp/small_office_security/

◆お問い合わせ先◆
株式会社Kaspersky Labs Japan
担当：営業本部　菅原
E-mail: sales@kaspersky.co.jp




