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大阪商工会議所は明治11年に五代友厚が設立した非営利の地域経済総合団
体。中小企業支援や地域振興を目的に様々な事業やサービスを展開。最近は
中小企業のサイバー攻撃対策を支援する様々な事業に注力しています。
その一つとして「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」を提供

（大阪商工会議所自体がサービス提供主体）。お金、人材、時間などの面で余
裕のない中小企業に特化した格安・簡便なサイバーサキュリティ対策のパッ
ケージサービスです。

大阪商工会議所

◎	UTM（サイバー攻撃多機能防御装置）のレンタルによる①サイバー攻撃・情報流出からの｢お守り｣（外→
内、内→外）、②24時間365日遠隔監視の｢見守り｣（NEC）、③攻撃時のアラートメールによる｢お知らせ｣
（NEC）、④ご不安時の｢相談｣（キューアンドエー㈱）、⑤サイバーインシデント発生時の｢駆け付け｣（大
阪商工会議所もしくは再販事業者またはその両者が契約するお助け実働隊地域IT事業者約20社）、⑥駆け
付けの費用を補償する｢サイバー保険｣（東京海上日動火災保険㈱）などをパッケージし、全国いずれかの商
工会議所・商工会の会員は月額6,600円（年79,200円）、非会員でも月額8,250円（年99,000円）と格安。

◎	買い取りではないので初期費用ゼロ。意味不明なオプション料金は一切なし。契約期間も１年（更新可）と
柔軟。クーリングオフ期間もあるので障害リスクも最小限！

◎	UTMはブリッジモードなので、情報システム担当者のいない中小企業でも自力設置できるほど「導入」カ
ンタンで、最新化も自動（遠隔）で行われるので「運用」もラクラク。しかも国産なので安心かつ丈夫。弁
当箱サイズの小型なので空間要らず。良くも悪くも「置きっぱなし」でＯＫ。

◎	「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構の
「サイバーセキュリティお助け隊サービス」登録（サービス登録番号：2020-001）。ユーザは「中小企業
として必要最低限のサイバーセキュリティをやっています！」と対外的にアピール可能。

提供エリアは下記のとおり。
【近畿（２府５県）および近畿に本社を置く企業の東京・福岡･名古屋の都市部の支店・工場等】
大阪商工会議所（直接提供）
https://www.osaka.cci.or.jp/cybersecurity/utm/
ＧＲＯＷＩＴ㈱（大阪商工会議所契約再販事業者）　
https://www.growit.jp/scsotasuke.html

【首都圏】
㈱エッジプランニング（大阪商工会議所契約再販事業者）
https://www.edge-planning.co.jp/service/otasuketai

【千葉県】
佐倉商工会議所（大阪商工会議所契約再販事業者）
https://www.sakura-cci.or.jp/expand/cybersecurity/

【長野県】
松本商工会議所（大阪商工会議所契約再販事業者）
https://isp.matsumoto.ne.jp/service/otasuketai

※大阪商工会議所が直接提供する
サービスと再販事業者が提供する
サービスは原則として同じもの。

　価格は一部の再販事業者で上記と
異なる場合ありますが、それでも
月額１万円以内。

※左記以外のエリアも、広島、新潟、
静岡、九州ほかで近日中に提供開
始予定

大阪商工会議所　経営情報センター
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8　TEL：050-7105-6004
Ｅメール： cybersecurity@osaka.cci.or.jp　ネット検索：商工会議所　お助け隊

お問い合せ
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テナブルネットワークセキュリティジャパン株式会社
https://jp.tenable.com/

テナブルが解決する課題〜サイバー脅威に晒されたIT資産の迅速な可視化
デジタルトランスフォーメーション（DX）により、IT資産（およびOT資産）が爆発的に拡大した今日、オ
ンプレミス、クラウドにかかわらず、複雑なコンピューティング環境そのものが、現代のサイバー脅威
にさらされています。しかし、企業は資産の調査、脆弱点の検出、修正に向けた問題の優先順位付け、
リスクの測定、競合他社との比較における、あらゆる段階で困難に直面し、サイバーリスクの確実な管
理や緩和ができない状態にあります。DX時代には、新しいアプローチが必要です。

Tenableは、サイバーエクスポージャー ソリューションのベンダです。グローバル3万社を超える企業
にサービスを提供し、DX時代における サイバーセキュリティのリスクの管理と測定を支援しています。
Tenableは、脆弱性の評価と管理のパイオニアとして、深い専門知識を基礎に、現代のアタックサーフェ
ス全体に対する広い可視性と対策の方向性を提供し、セキュリティチーム、経営幹部、取締役会が、サ
イバー危機の兆候や可能性を、的確に優先順位付けして測定できるように支援しています。

Tenable.ep

Tenable.ep は、包括的なリスクベースの脆弱性管理ソリューションです。アタッ
クサーフェス全体の資産と脆弱性が可視化でき、近い将来悪用される可能性
の高い脆弱性を予測し、最も重要なことに焦点をあてて行動することができ
ます。

Tenable.ad

侵害のニュースの背後には、 必ずと言ってよいほどセキュリティが不備な 
Active Directory が存在します。Active Directory は、既知の欠陥や不適切
な構成を利用して権限を昇格させて水平移動する攻撃者の格好の標的となっ
ています。Tenable.adを使えば、攻撃が起きる前にActive Directoryの弱点
を発見して修正することができます。

Tenable.ot

Tenable.otは、産業インフラストラクチャ全体に存在するすべての資産に対 
する深い状況認識を提供します。リアルタイムの状況を把握できるばかりで 
なく、履歴や監査レポートをいつでも出力できるので、セキュリティとコンプ
ライアンス規制に先行的に準拠することができます。

テナブルネットワークセキュリティジャパン株式会社
住  所: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル10F
メール: info-j@tenable.com

お問い合せ

　主な製品群
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株式会社ブロードバンドセキュリティ
https://www.bbsec.co.jp/

お客様の情報資産を守り、成長を支援するために
株式会社ブロードバンドセキュリティ（BBSec）は、悪意ある攻撃から組織の情報資産を守り、組織が
その情報資産をもとに適正に成長していくことを支援するセキュリティ専門事業者です。対策に欠かせ
ないIT / 組織両視点からの各種サービスは、お客様の規模や対策の推進状況にかかわらず、今必要とす
る最適な「答え」を提供します。

　セキュリティ監査・コンサルティング

お客様システムの可視化 / 課題抽出 / 課題解決を目
的とした、組織全体に対するセキュリティ支援サー
ビス。IT・組織両面からセキュリティの盲点を発見
し、実現可能な解決策を提示いたします。
また、オンラインビジネス成功に向けた調査サービ
スを中心に、具体的なデザイン改善・システム開発、
効率的なサイト運営をサポートします。

　脆弱性診断

お客様システムに潜む脆弱性を検証し、改善案を
提示するサービス。時々刻々と変化する外部環境に
対応していくために、新規開発時だけでなく、運用
中のシステムにも定期的に実施することを推奨して
います。

　情報漏えいIT対策

慎重かつ堅実な継続的作業を求められるセキュリ
ティ運用を、セキュリティのプロフェッショナルが24
時間・365日体制で支援いたします。

便利で安全なネットワーク社会を創造する

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
Webサイト　https://www.bbsec.co.jp/

お問い合せ

BBSecのサービスMAP
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SailPoint テクノロジーズジャパン合同会社
https://www.sailpoint.com/ja/

16年以上の豊富な経験と導入実績をもつアイデンティティ業界のリーダー
SailPointは、IDaaSを超えるアイデンティティ・ガバナンス管理（IGA：Identity Governance and 
Administration）サービスプロバイダーのリーダーとして、企業のデジタルガバナンスを強化します。AI
や機械学習を活用して、企業にあるすべてのアイデンティティ（ID）を一元的に可視化し、ID管理業務を自
動化するクラウド型ソリューションを提供しています。SailPointは、アイデンティティ管理を専門とし
た16年以上の経験と、グローバルで政府機関や金融機関を含む大手企業を中心とした2,000社以上の導
入実績があり、ユーザー継続率は95%以上を維持しています*。また、ガートナー社のマジッククアドラ
ントレポートIGA部門6年連続リーダー評価、同社Peer Insights Customers' Choice IGA部門受賞、
フォレスター社Waveレポートでのリーダー評価など、世界のアナリストからも高い評価を受けています。
  * 2022年2月時点

IDを一元的に可視化し、すべてのアクセス権限を常にモニタリング
ロケーションやグループ・関連会社を問わず、全社員が利用するオンプレミス /クラウド上のすべてのア
プリケーションのアカウント情報とアクセス権を一元的に可視化し、権限状況を瞬時に把握して常にモ
ニタリングします。

すべての手動プロセスや手作業をなくし、業務スピードを向上
従来の紙やExcel ベースでの台帳管理や棚卸、様々なID 管理システムからの手動でのデータ収集から
解放され、マニュアル作業をなくすことで人為的ミスや業務負荷を軽減し、業務スピードを向上します。

ポリシー管理エンジンとワークフローの自動化で、ライフサイクルを適切に管理
すべてのIDを、役割や権限に基づきポリシーに沿ってワークフローを自動化します。入社、異動、退職
までのライフサイクル（ユーザーの属性変更）を自動化することで適切に管理ができるようになり、業務
負担を大幅に軽減します。

AIや機械学習等の最新技術を活用し、セキュリティを強化
AIを利用したピア分析機能では、似た役割の人がもつアクセス権や権限レベル情報をもとに推奨情報
が表示され、棚卸作業時および権限リクエスト承認時に素早く判断でき、最先端の技術による可視化、
検出、修正機能の強化でセキュリティリスクを低減します。

SailPointテクノロジーズジャパン合同会社
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39F
Eメール: japan_sales@sailpoint.com (営業本部)
ウェブサイト： https://www.sailpoint.com/ja/

お問い合せ

SailPoint が選ばれる理由
☞ 16 年以上の豊富な知識と経験をもつIGAのスペシャリスト  ☞ 機械学習、AI、ボット等の新技術の採用
☞ 第三者機関からの高い評価  ☞ 大手・有名企業からの多くの採用実績
☞ ユーザーのニーズを意識した使い勝手の良いUI ☞ 利便性とセキュリティの両立を実現
☞ クラウド/オンプレミス型問わず企業内アプリケーションのIDを一元管理
☞ 複数の既存アプリケーションの複雑な利用方法にも対応

SailPointアイデンティティ・ガバナンス管理”IdentityNow” 製品の特長
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Stellar Cyber ( ステラサイバー )
https://jp.stellarcyber.ai/

世界初Open XDR プラットフォームのイノベーター Stellar Cyber
Stellar Cyber(ステラサイバー)は、2015年米国シリコンバレーで創立されて以来、今日までOpen 
XDRの世界的リーダーとして業界を推進してまいりました。世界中の企業SOCおよびMSP•MSSP会社
から高い信頼を得ております。
Open XDRは、 全ての検出と応答です。オープン(Open) で統一された、相関性のあるインテリジェン
トなセキュリティ運用プラットフォームを通じて、企業の攻撃対象領域全体を効果的かつ効率的に保護し
ます。

Stellar Cyber は、AI主導でリアルタイムでサイバー攻撃の「脅威検知〜脅威対処」を行います。レガシーな従来ツールは、
EDR（エンドポイントデータ）、NDR（トラフィックデータ）、SIEM（ログデータ）などを個別に収集し分析していましたが、
Stellar Cyber は全てのデータを１つに融合しAI主導でリアルタイムで相関分析を行います。その結果、精度の高い相関分
析が可能になり、脅威を素早く検出し、脅威に対して直ぐに対応することができます。
Stellar Cyber は、４つのステージ「①収集 ②検出 ③調査 ④対応」を自動化します。ログ収集〜脅威検知〜相関分析〜応
答までをAI主導で自動的に行います。従来、手動で行っていた作業をAIが実施することで、パフォーマンスの向上および
運用コストを削減します。平均検出時間 (MTTD)で 8 倍、平均復旧時間 (MTTR)で20 倍の改善を実現します。

Stellar Cyber のサイバーキルチェーンは５つのステージ（①最初の試み ②永続的な足場 ③ 探査 ④伝搬 ⑤浸透と影響）か
ら構成されております。AIが脅威を分析し自動的に各ステージに分類します。セキュリティアナリストは、サイバー攻撃が
どの段階にあるのか素早く把握することができます。

 

Stellar Cyber Open XDRプラットフォームが、あなたの会社をサイバー攻撃から守ります！ 先ずは、お気軽にお問い合わ
せください。

Stellar Cyber（ステラサイバー）
問い合わせフォーム: https://jp.stellarcyber.ai/company/contact-us/

Open XDRなら Stellar Cyber
お問い合せ
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パロアルトネットワークス株式会社
https://www.paloaltonetworks.jp/

パロアルトネットワークス － サイバーセキュリティの選ばれしパートナー
パロアルトネットワークスは、ネットワーク、クラウド、エンドポイント、セキュリティ運用と、企業・組織
のインフラに必要なセキュリティを包括的に提供するサイバーセキュリティのリーディングカンパニーです。
マーケットアナリストから高い評価を受けるパロアルトネットワークスのソリューションは、Fortune100
の95社、Forbesグローバル2000の71％をはじめ、国内外の数多くの企業・組織の皆様にご活用いただい
ています。パロアルトネットワークスは、高度化、深刻化し続けるサイバーセキュリティの問題を解決する
ための選ばれしパートナーとして信頼していただいております。

セキュリティ投資・運用に変革をもたらすセキュリティプラットフォーム

パロアルトネットワークスでは、ネットワーク、クラウド、エンドポイント、セキュリティ運用の各領域で必要となる
セキュリティファンクションを統合し、インフラ全体からデータを統合してより優れたセキュリティを実現するセキュ
リティプラットフォームを製品戦略の柱に据えています。

企業・組織のITインフラとサイバーセキュリティは構造的な問題を抱え、変革が求められるビジネスの足枷となっ
ています。パロアルトネットワークスのセキュリティプラットフォームは、インフラ・サイバーセキュリティ投資・運
用に関わる様々な課題を解決し、これからのビジネスをイネーブルするインフラの実現をご支援します。

インフラ全体でのゼロトラストの実現、SASEによるインフラ刷新やテレワーク対応、クラウドワークロードの保護、
セキュリティ運用の効率化・高度化に至るまで、サイバーセキュリティのあらゆる課題を解決できます。

● 複雑かつレガシーなITインフラをクラウドに統合することにより、これから一層デジタル化するビジネスの
ニーズを満たす利便性、拡張性、安全性を兼ね備えたものに変革

● サイロ化から統合されたプラットフォームに変えることにより、セキュリティ投資・運用の CAPEXとOPEX
を最適化

● 人材不足やスキル不足、反復的業務に時間が割かれるセキュリティ運用の構造的な問題を自動化・自律化
に変えることにより、運用負荷やインシデント対応に要する時間を徹底的に削減

パロアルトネットワークス株式会社
〒100-0011東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント15F
TEL：03-6205-8061　　WEB：https://www.paloaltonetworks.jp/   
EMAIL：infojapan@paloaltonetworks.com

お問い合せ

包括的なセキュリティプラットフォームで皆様をご支援します




