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NRI セキュアテクノロジーズ株式会社
http://www.nri-secure.co.jp/

情報セキュリティ課題の
「ワン・ストップ」
解決企業。それが私たちの姿勢です。
情報セキュリティを、IT というエリアの中の特別な一分野だと考えていませんか？ 実際には、情報セキュリ
ティを維持・向上することは、企業・組織が抱える各種リスクを低減することであり、重要な経営課題の一つです。
私たちは、お客様に情報セキュリティ・マネジメントが根付き、組織に情報セキュリティ文化が醸成されること
を目標にしています。テクノロジーとマネジメントの両輪で、お客様の情報セキュリティの課題を
「ワン・ストッ
プ」
で解決する企業。それが私たちの姿勢です。

■セキュリティ・コンサルティング
セキュリティ・ポリシーや各種ルール・ガイドラインの策
定、システムや情報セキュリティ・マネジメントの監査・評
価、対策の実行支援など、情報セキュリティ管理に必要な
さまざまな施策をトータルにサポートするコンサルティン
グサービスを提供します。

■セキュリティ診断／開発設計支援
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セキュリティ診断では、経験豊富な専門家が、様々な
観点からシステムの安全性を総合的に評価します。セキュ
リティ上の問題点を発見し、それらに対して適切に対策
を行うことで、情報漏洩、ホームページ改ざん、サービ
ス停止といったリスクを効率的かつ確実に軽減すること
ができます。
また、開発設計支援では、アプリケーション開発工程の、
より前段でのセキュリティ対策を支援し、アプリケーショ
ンに脆弱性が作りこまれる事態を防止します。

■セキュリティ・マネジメント
（ファイアウォールネットワークセンター）
お客様の環境に対する、不正侵入やウイルスなどを含
む外部からの脅威に対する対策サービスに加え、情報漏
洩などの内部からの脅威に対しても効果的なサービスを提
供します。セキュリティのプロフェッショナルが運営する
ASP 方式のアウトソーシングサービスなので、導入が容易
できめ細かい対応が可能。
セキュリティインシデント・レスポンスチームである
「NCSIRT」
により、24 時間体制での不正アクセス監視や継
続的なログ調査、インシデント発生時の通信断などの対応
にもあたります。

■セキュリティ・ラーニング
NRI セキュア制作によるオリジナル研修
のほか、SANS Institute（米国）との提携
によるトレーニングプログラムの日本展開
などで多彩なカリキュラムをご用意。セキュリティ意識

の社員への浸透、質の高い管理者の養成を通して、セキュ
リティに関する企業文化の変革を目指していきます。

■クリプト便
インターネットを介した電子ファイルのやりとりを
「ク
リプト便」
サーバを経由して行います。暗号化技術やウィ
ルスチェック、誤送信の防止、受信確認、送受信ログ管
理など強固なセキュリティ技術と多彩なサポート機能で、
安全・確実なビジネスコミュニケーションを安易に実現し
ます。

■ SecureCube
社内システムのセキュリティ管理ソリューションの
「SecureCube」
シリーズ。情報セキュリティの維持・向上
のための管理を支援します。
• SecureCube/PC Check−PCセキュリティ管理システム
• SecureCube/Mail Check−電子メール監査システム
• SecureCube/Access Check−アクセス監査システム
• SecureCube/Info−脆弱性情報提供サービス

お問い合わせ先
NRI セキュアテクノロジーズ株式会社
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル
TEL：03-5220-2022
FAX：03-5220-2039
E-Mail：info@nri-secure.co.jp
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株式会社 Kaspersky Labs Japan
( カスペルスキーラブスジャパン )

■ Kaspersky Open Space Security

■ カスペルスキー製品の特徴

エンタープライズ向けライセンス製品である Kaspersky
Open Space Securityはエンドユーザのネットワークを
Spaceという４つのレイヤに分け、顧客のネットワーク
構成や規模に合った製品選定が容易なほか、Targeted
Securityとして、エンドポイント毎の対策製品を選ぶ事も
可能です。
● Work Space - クライアントPC向け
● Business Space – クライアントPCおよびサーバ向け
● Enterprise Space – Business Space にメールサーバ保
護を追加
● Total Space – Enterprise SpaceにWebプロクシ、メー
ルプロクシ、携帯向け保護および迷惑メール対策を追加
● Targeted Security – 上記製品に含まれる各アプリケー
ションおよびクライアント向けセカンドオピニオン

世界の主要検証機関に認められた高い検知率と平均1時間
毎の定義ファイル更新に裏付けられた新種ウイルスへの
対応速度ならびに業界をリードする革新的技術力（プロア
クティブディフェンスやルートキット検知、
セルフディフェ
ンス機能）をベースに世界2億5千万人以上のユーザに「安
全」
を提供しています。
多種多様な設定オプションが用意され、環境に合わせた
設定が可能なほか、詳細なレポート作成機能や高機能な
一元管理ツール
（Administration Kit）
も特徴です。

■ 各国の強権機関と連携
安全なインターネットの実現とサイバー犯罪の撲滅をミッ
ションとするカスペルスキーでは、各国の取締機関や警察
機構と連携し、情報提供やセミナー・トレーニングの実
施といった活動を行っています。また教育機関向けのセミ
ナーや啓蒙活動にも積極的に参加しています。

■ KAV SDK/OEM
アプライアンス機器へのプラグイン提供やセキュリティ
製品およびサービスへの組込み用 SDK（Kaspersky AntiVirus エンジンならびに定義ファイル）の提供を行ってい
ます。近年ではネットワークを介した様々な情報のやりと
りやサービスが展開され、携帯電話やコンピュータ以外
の機器にも通信機能が搭載されるようになる中、そうした
エンドポイントへのセキュリティ対策の要望も高まってい
ます。

お問い合わせ先
contact@kaspersky.co.jp
株式会社 Kaspersky Labs Japan
〒 101-0031 千代田区東神田 2-3-3 東神田藤和ビル 6F
TEL: 03-5687-7830 FAX: 03-5687-7837
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カスペルスキーラブスジャパンは、モスクワ
（ロシア）
に本部を構えるKaspersky Labの日本法人として、2004年に
設立されました。Kaspersky Labは日本を含め世界の11ヶ国に事業所を構え、600社以上のパートナを通して世界
60ヶ国にウイルスを始めとしたマルウェア、不正侵入、情報流出、フィッシング、迷惑メールといったネットワー
ク上の脅威から、情報資産を守るソリューションを提供しています。またアプライアンスやコンピュータ等のネッ
トワーク機器のみならず、ソフトウェア、携帯電話やカーナビ等の端末、工業機器等への組込み用エンジンの提
供も行っており、様々な分野において安全なネットワークの実現に向け一層の努力を続けて参ります。

JNSA Corporate Members List

http://www.kaspersky.co.jp/

ジェイズ・コミュニケーション株式会社
http://jscom.jp/

ジェイズ・コミュニケーションは、1995年4月にネットワーク分野に専門特化した企業として誕生しました。設立
当初より、お客さまごとに異なるニーズにあったネットワークシステムを数多く構築し、コンピュータネットワー
クおよび情報セキュリティ分野におけるソリューション事業、サービス事業中心に成長してまいりました。
ネットワーク&セキュリティソリューション / Network & Security Solution
ジェイズ・コミュニケーションが誇る最大の特色の１つ。それは私たち
がネットワーク・セキュリティという技術に精通した技術者集団である
ことです。高度なネットワーク・セキュリティ技術をベースに、メーカー
やキャリアなどにとらわれることなく、お客様のご要望と環境、条件に
即した最適なシステムをご提案いたします。弊社では営業担当者レベ
ルにおいてもシステムの概要設計、機器選定を行う事のできるノウハウ
を持ちあわせているだけでなく、SOHOから通信キャリアクラスの複雑
なシステム構築まであらゆる要求に対応し、システムの仕様作成から設
置導入、その後の保守まで一貫したシステムのご提案をさせていただ
いております。
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プロダクト販売、企画・開発 / Product Provider
多様化を続けるネットワークとサービス。それらのインフラを支える重
要な要素の１つがプラットフォームとなるハードウェアやソフトウェア
であることは言うまでもありません。ジェイズ・コミュニケーションは、
世界中のさまざまなネットワーク機器、ソフトウェアの中から常に最新
のソリューションを吟味して、皆様にご提供しております。弊社でライ
ンナップする取り扱い製品は、全て弊社にてその優秀性、信頼性など
多岐にわたる項目において厳しい検証試験をクリアし、販売後も自社
で出来忍を持って保守サポートサービスを提供することを保証するもの
ばかりです。

保守・運用サポートサービス / Hi-Quality Support Service
ジェイズ・コミュニケーションはカスタマサポートセンターを中心に、日本全国をカバーする保守・運用支援体制を整えて
おります。弊社一次取り扱い製品のセンドバック保守は勿論の事、24時間365日のフルサポート体制まで、ニーズに合わせ
た豊富な保守メニューでお客様のシステムを強力にバックアップ。
「お客様第一主義」をモットーとするサポートサービス
は、皆様に安心と信頼をお届けします。

お問い合わせ先
https://jscom.jp/contact/
ジェイズ・コミュニケーション株式会社
【東京本社】〒 104-0033 東京都中央区新川 2-3-1 セントラルスクエア 8F
TEL/FAX 03-6222-5858 ( 代表 ) / 03-6222-5855
【大阪本社】〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 5-5-15 新大阪セントラルタワー南館 4F
TEL/FAX 06-6309-7600 ( 代表 ) / 06-6309-7677
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株式会社ブロードバンドセキュリティ

■ 情報システム品質分析サービス
S.Q.A.T（Software Quality Analysis Team）

■ セキュアメールソリューション
AAMS（Anti-Abuse Mail Service)

インターネット黎明期から培った技術スキルを有する
エンジニアをコアメンバとした、ソフトウェア・クオ
リティ・アナリシス チーム
（S.Q.A.T）
が、インターネッ
ト上に公開されたシステムの外部侵入・攻撃診断に加
え、開発段階からの診断も可能なWebアプリケーショ
ンのソースコード診断を実施します。

数十万IDの運用実績でお届けするセキュアメール
ソリューション
メールサーバの悩みを解消します！
● スパムやウィルス対策が追いつかない！
● ディレクトリハーベスティング(DHA)攻撃によるア
ドレスの漏えい対策
● オープンソースから自社開発・運用するには手間が
かかる
● botやウィルスによる組織内部からのスパム発信に
よる信用失墜を防ぎたい
● メール監査・メールアーカイブなど、豊富なセキュ
アオプション完備

システム全般やネットワーク設定の脆弱性はもとよ
り、Webアプリケーションが持つ潜在リスクを合理的・
効率的に可視化します。
内部統制やPCI DSS準拠プロセスで必要なリスク評価
の実践を推進しつつ、開発工数の合理化、システム
品質強化、を実現いたします。


お問い合わせ先
株式会社ブロードバンドセキュリティ
〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 8-5-1
野村不動産西新宿共同ビル 4F
TEL：03-5338-7425
FAX：03-5338-7427
E-mail sales@BBSec.co.jp
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「ブロードバンドセキュリティ」は、ブロードバンドネットワークをより便利に、そしてより安全で安心してご利用
頂けるシステムとしてご提供させて頂くことが、当社の社会的責任であると考え、
「便利で安全なネットワーク社
会を創造する」
という当社ビジョンを社名に込めました。
我々の強み（価値）である「日本のインターネットを創生期から支えてきた技術力」
「新たなサービスを開発する豊か
な想像力」
「顧客視点での提案」
「経験に裏付けされた豊富な運用知識」を活かし、お客様により一層信頼いただけ
るサービスをご提供し、便利で安全なネットワーク社会の構築に貢献したいと考えております。

JNSA Corporate Members List

http://www.BBSec.co.jp
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株式会社日立情報システムズ
http://www.hitachijoho.com/

日立情報システムズは、インターネットが世間で普及し始めた1996年に日本国内初のセキュリティセンタ
「SHIELD
（シールド）
」を開設、企業向けセキュリティサービス事業をスタートいたしました。以降、延べ10,000件以上の
Firewall構築や、政府系機関に対する世界中のセキュリティ情報の提供、海外・国内を問わず先進的なセキュリティ
製品とノウハウを取り入れた新しいサービスの創造に取り組んでおります。サイバー攻撃の巧妙化、ステルス化
に対し、今後もSOC（Security Operating Center）を中心とするWorld Wideな視点から、情報セキュリティ産業
の発展に寄与して参ります。

■ 日立情報のセキュリティソリューション
「SHIELD」
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“SHIELD”は お 客 様 企 業 のCSO（Chief Security
Officer：セキュリティ最高責任者）を目指し、認証取
得、監査、診断、インシデント緊急対応といった各種
コンサルテーションサービスから、最適な商品の提供
およびインテグレーション、セキュリティ特化型アウ
トソーシングサービス、オンデマンド型サービスなど、
多彩なラインナップで真のワンストップ・セキュリティ
を提供します。

置、原因調査、さらには広報分野の対応まで的確に
アドバイスし、お客さま企業の事後リスクを最小限に
抑えるお手伝いを致します。担当エンジニアおよびコ
ンサルタントは、CISSP、情報セキュリティアドミニ
ストレータ、ISMS審査員補などのセキュリティ資格
を所有し、経験も豊富。インシデント発生1件ごとに
契約いただきサービスをご提供するパーコール契約、
インシデント発生時に新規契約不要でサービスをご提
供する月額契約の、2つのサービスをご用意しており
ます。

■
 SHIELDeXpress セキュリティオンデマンド
「メールセキュリティ on-Demand」
増え続けるウイルスメールやスパムメール、メール本
文や添付ファイルによる機密情報の漏えい等のリスク
への対策はシステム管理者を日々悩ませています。本
サービスは、お客さまが必要とするメールセキュリ
ティ機能を選択して利用できるオンデマンドタイプを
実現。ソフトウェアやハードウェアの購入も不要で、
無駄なコストを掛けずに安心と運用負担の軽減を両立
することができます。

■
 セキュリティインシデント緊急対応
「SHIELD110 番」
セキュリティに関する事件・事故が後を絶たない今
日、セキュリティインシデント（企業に悪影響を及ぼ
す事象）が発生した際の的確な対応とそのスピードが
企業の存続を大きく左右します。
“SHIELD110番”は、
起こってしまったインシデントの初動対応から復旧措

お問い合わせ先
株式会社日立情報システムズ
〒 141-8672 東京都品川区大崎 1-2-1
http://www.hitachijoho.com/contactus/

