
開催日時
１日目：２０１８年９月６日（木）１１：００～17：００
２日目：２０１８年９月７日（金）１０：００～17：００

会場
ニッセイ新大阪ビル ４階 Sky株式会社
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原３丁目４番３０号

対象
経営者様、経営企画部門、情報システム部門、
情報セキュリティ担当者様

入場料 無料

主催 大興電子通信株式会社

共催
株式会社富士通マーケティング、Sky株式会社、
株式会社PFU、丸紅情報システムズ株式会社

「サイバーセキュリティ対策」＆「働き方改革」
最新ソリューションフェア in 関西

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
昨今、数々のサイバー攻撃による被害が多発している中、企業内におけるセキュリティ対策は必須の課題となっておりま
す。特に2020年に向けては、爆発的な攻撃件数の増加、攻撃手法の多様化が見込まれており、対策は待ったなしの
状態です。
このような状況をふまえ、4社共催のもとセキュリティ対策ソリューションの展示会を開催する運びとなりました。
サイバー攻撃対策と共に、働き方改革においてもお役にたつソリューションをご紹介させていただきます。
ご多用の折とは存じますが、是非、この機会に本展示会にお越しいただき、自社の対策の見直しの一助としていただけま
すよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

会場のご案内

Sky株式会社大阪本社

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原３丁目４番３０号

ニッセイ新大阪ビル 4階

TEL：06-4807-6371

●JR新大阪駅北口から徒歩7分
●地下鉄御堂筋線新大阪駅4番出口から徒歩3分



展示ソリューションご紹介

新概念のエンドポイントセキュリティ
AppGuard

クライアント運用管理ソフトウェア
SKYSEA Client View

SKYSEA Client Viewは、IT資産の安全な運用管理やサイバー攻撃へのリスク対策、
個人情報などの重要データの情報漏洩対策を支援する各種機能を搭載しています。

企業の安全なIT運用を支援する各種機能を搭載

◆ 重要なデータを守るためのリスク対策を支援
組織内の重要データのアクセス状況や、組織のIT資産の
利用状況の把握など、情報漏洩対策を支援する
機能を搭載しています。

◆ 様々なソリューションとの連携
UTM・ウイルス対策ソフトウェア・勤怠管理システムなど、
各メーカー様の製品と連携することで、対策の
さらなる強化を支援します。

◆ 労働時間の適正な把握を支援
ログ管理機能で記録されたPCの操作履歴（ログ）
を活用し、日々の業務でPCを使用する従業員の
労働時間と業務内容の把握を支援します。

【導入メリット】

✓ 高度なセキュリティの確保
既知・未知関係なくマルウェアの攻撃を防御するため、
ゼロデイ、ファイルレスマルウェアなど従来製品だと検知
が難しい脅威にも対応可能です。

✓ 運用コストの削減
シグネチャやパターンファイルの概念がないので、アップ
デートが不要。また、多くのセキュリティ管理者様で、
ログの監視を行う必要もなく、緊急対応も低減します。

✓ ネット常時接続不要でセキュリティを担保

オフライン状態でも常に一定の防御レベルを維持します。

「軽量」でシステムを防御する、 「新概念」。
Isolation Technology

powered by Blue Planet-works

OSのルールを元にプロセスの監視を行い、
「マルウェアの発症を防ぐ」

®

統合脅威管理
WatchGuard

専門ベンダーの高セキュリティ機能により多層防御をシンプルに実現したUTMです

次世代型クラウドサンド
ボックスによる解析で高
度なマルウェアを検知

標的型攻撃対策
サンドボックス

APT Blocker

エンドポイント
脅威対策
Threat

Detection &
Response

Web
フィルタリング

webBlocker

100以上のカテゴリによる精密な
フィルタリング。ホワイト/ブラックリ
ストでカスタマイズ可能

迷惑メール対策
spamBlocker

98%以上の高い検知率で
迷惑メールをブロック。ネット
ワーク・インフラの負荷を軽
減

不正侵入検知・防御
IPS/IDS

最新のシグネチャで主要プロ
トコルをスキャンし、様々な脅
威をリアルタイムで検知・ブロ
ックします

レピュテーション
セキュリティ&Botnet

Detection
Reputation

Enabled Defense

クラウド上のデータベースを
参照することで新たな脅威
に即座に対応。ウェブ処理
の高速化を実現。また危険
なBotnet通信をブロック

アプリケーション
制御

Application
Control

ゲートウェイ
アンチウィルス
Gateway
AntiVirus

保守・サポート
Standard
Support
Onsite

Support

250万以上のシグネチ
ャとふるまい検知による
高い検知率を実現。圧
縮されたファイルにも対
応

2000以上のアプリケーシ
ョン利用状況を可視化・
制御。２ちゃんねるやニコ
ニコ動画などの日本独自
のアプリにも対応

先出しセンドバック、オンサ
イトでのハードウェア交換、
国内問い合わせ窓口など
、日本企業のニーズに応
じた強力な保守・サポート
体制

情報漏えい対策
Data Loss
Prevention

テキスト本文やドキュメ
ントをスキャンし、外部
への個人情報や機密
情報の漏えいを防止

NWマッピング
Network

Discovery

社内ネットワークに接続され
ている端末のマッピング機能
。IP/MAC/ホスト名やOS
種別までを把握可能

持ち出しPC情報漏洩対策
TRUSTDELETE prime

消去 自律制御 位置情報レポート

オンライン オフライン オンライン

ロック 運用代行

オフライン オフライン

・オフラインでもデータ消去

・上書き消去により復元不可

・SCCM、Intuneと共存可能

なぜ？TRUSTDELETEが必要なのか？
フォーマット
工場出荷時

ゴミ箱を
空にする

専用ソフトウェアによ
る上書き消去

米国国立標準技術
研究所）

モバイル接続
NETMOTION

回線状況が悪くてもあらゆる状況で、安全かつ最速に通信できるVPNです。

サイバー健康診断ソリューション
セキュリティドクターＰＬＵＳ

✤社内に潜むサイバーセキュリティリスクを徹底的に可視化
社内に潜む様ざまなリスクを炙りだします

✤診断レポートで最適なセキュリティ対策を支援
リスクに対して費用対効果の高い適切なセキュリティ対策を支援

✤リスクは軽減できてもゼロにはできない！万が一の補償
残存リスクが顕在化した場合の損害や賠償にかかる費用を補償！

iNetSec SF単体で不正接続防止として活用頂けます。
機能追加ライセンスを導入する事で、様々なリスクへの対処が可能です。

IT機器リスク対処アプライアンス
iNetSec SF

Webアプリケーションファイアウォール（WAF）とは？
WAFとは、Webアプリケーションへの外部からの攻撃・侵入を検知・防止するシステムです。Webサーバとインターネットなどの外部
ネットワークとの間に設置され、サーバへのアクセスを監視し、攻撃とみなされるアクセスパターンを検知するとブロックする製品です。

WAFの必要性
上記対策を実施していないと、業種によっては「行政処分」になったり、顧客からの損害賠償、
業務停止による利益損失、知らないうちに被害者から加害者になっている可能性があり、企業イメージのダウンに繋がります。

WAFを導入済みでも・・・
維持費が高額であったり、シグネチャベースで実質運用できなかったり、導入後にセキュリティサービス（シグネチャ更新）を受けないと
いけなかったり・・・困られていないでしょうか？

日々脅威にさらされるホームページを
“次世代型WAF”(Webアプリケーションファイアウォール)が守ります！

Webセキュリティの問題を解決する次世代型WAFそれが「cloudbric」です！

PCIDSSに対応した個人情報漏えい対策

新規シグネチャーの頻繁なアップデート不要

ポリシー設定でパフォーマンス劣化しない

29分類の攻撃パターンの変更・追加の運用

管理コンソールの完全日本語化対応

アプライアンス型製品も選択対応

次世代型WAF（Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌｧｲｱｳｫｰﾙ)
Cloudbric



テレワーク
RemoteView

CASB （Cloud Access Security Broker）
skyhigh

●主な機能●接続イメージ

●特徴

PCに「Agent」をインストールするだけで、いつでもどこでも簡単・安全にリモート操作が可能です。
クラウドサービスの可視化/リスク評価/監視運用を行います。

次世代ファイアウォール
paloalto

アプリケーションを可視化し、業務に不要なアプリケーションを禁止！

• 不要な通信がなくなり、データ量が減少 ⇒ 通信回線の増速コスト削減！

• 必要なアプリケーションのみ通す。⇒セキュリティリスクの軽減！

メールセキュリティ
FENICS Cloud Email 

SecurityFENICS Cloud Email Security

• クラウドメールの手前で、マルウェア・ランサムウェアなどの脅威を未然に防御
• サービス提供のため、性能を気にせず容易に導入が可能（MXレコードの変更）
• Office365ご利用ユーザは、メール到達後でも検知したマルウェアを削除可能

業界最高のスパム検知率で強固なスパムメール対策が可能！

LIFEBOOK U938/S
モビリティとセキュリティを極めた超軽量ノートPCです。持ち運びしたくなる超軽量ボディに充実のインターフェース／
セキュリティを装備しており、テレワーク／モバイルワークに最適です。

Windows10 働き方改革（テレワーク）支援モデル
PC

LIFEBOOK U938/S

認証
SMARTACCESS

「SMARTACCESS」は、さまざまなセキュリティデバイスを利用して、クライアントPCの不正使用対策

と情報漏えい対策を行い、利便性も向上させるセキュリティソフトです。

SMARTACCESS

「Cisco Meraki」は、クラウドを通じて直感的な集中管理を提供するクラウド管理型の無線LANソリューション
です。従来の無線LANコントローラのコストや複雑さを取り除き、構内全体のWiFiや複数拠点に分散された
ネットワークをシームレスに管理します。

無線LAN
Cisco  Meraki

バックアップ(BCP対策）
Barracuda Backup

「Barracuda Backup」は、ローカルディスクでのデータバックアップに加え、複数の方法でデータの
オフサイトへの複製を提供する、お求めやすい価格の統合バックアップソリューションです。

その他、ソリューションも展示しております。ぜひ、ご来場ください！



展示会にご参加希望の方は、Webサイトよりお申し込み下さい。
※当日はお手数ですがお名刺を会場受付までご持参願います。

お申込み

お問い合わせ

関西支店 ソリューション営業部 （担当：村上）
Email: kansai@daikodenshi.co.jp
〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14
TEL ：06-6125-1361 FAX ：06-6125-1366

「サイバーセキュリティ対策」＆「働き方改革」
最新ソリューションフェア in 関西

開催日：9月6日（木）、9月7日（金）

展示ソリューション

ソリューション名 キーワード 内 容

1
エンドポイントセキュリティ
マルウェア対策

「パターンファイル不要」「たった１MB（超軽量！）」
新概念のエンドポイントセキュリティ製品、「未知」「既知」問わず対応

2
WAF
Webサイトセキュリティ対策

「頻繁なアップデート不要」「ポリシー設定でのパフォーマンス劣化なし」
「新種・亜種へも対応」「豊富な機能かつ安価」な次世代型WAF

3
Web脆弱性診断
関連会社Webサイト自動検索

関連会社のWebサイト管理は大丈夫？関連会社Webｻｲﾄを自動検索し脆弱性
診断、プラットフォーム診断等、Ｗｅｂサイトのトータルセキュリティを支援！

4
サイバー健康診断
ソリューション

高度／巧妙化する最新の脅威に対応し、社内の様々なセキュリティリスクを可
視化。費用対効果の高いセキュリティ投資を支援。万が一の補償も搭載！

5
情報漏洩対策、資産管理
働き方改革、アプライアンス

資産管理、デバイス管理、ログ管理、端末機制限、注意表示（アラート）など
情報漏洩対策とIT資産運用トータル管理に必要な機能を搭載

6
個人情報保護
情報漏洩対策

クライアントPC／共有サーバ内のすみずみまで個人情報に該当するファイルを
検出する「簡単」「高速」「高精度」な個人情報ファイル検出ツールです。

7 不許可端末検知・遮断
iNetSec SF単体で不正接続防止として活用、機能追加ライセンス導入で様々な
リスクへの対処が可能なIT機器リスク対処アプライアンス

8
統合脅威管理
標的型攻撃対策、UTM

多彩なエンジンを搭載しゼロデイ攻撃にも対応可能。
高機能かつ高速処理を実現したハイコストパーフォーマンスUTM

9
持ち出しPC、情報漏洩対策
働き方改革

オフライン環境でも端末のロック/ワイプを実現する盗難紛失対策ツール
モバイルPCの運用ルールに合わせて柔軟なポリシーが設定可能です。

10
モバイルPC通信管理
テレワーク、働き方改革

独自技術で回線状況が悪くても「切れない」VPN。Wifiのセッション維持やWEB
会議の品質改善まで様々な回線事情のお悩みを解決します。

11
リモートデスクトップ、
テレワーク、働き方改革

簡単、安価にテレワークを実現する画面転送型リモートデスクトップツール
情報漏えい対策も兼ね備え、働き方改革には必須ツールです。

12 クラウドセキュリティ管理
クラウドサービスの可視化/リスク評価/監視運用を行うCASB
ワンストップでクラウドサービスの安全な活用を実現します。

13
LIFEBOOK
働き方改革支援モデル

パソコン、Windows10
働き方改革

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC！
お客様の働き方改革、テレワークをご支援いたします！

14 SMARTACCESS 認証
手のひら静脈センサー、指紋センサー、Felica、スマートカードなどさまざまなセ
キュリティデバイスを利用し、不正使用、情報漏えい対策を実現します！

15 バックアップ（BCP)
手軽に遠隔バックアップを実現！
ライセンス不要！システムリカバリー、集中管理も付いてくる！

16 無線LAN
クラウド管理・ゼロタッチ導入で多拠点展開が容易、ゲスト利用も可能な無線
LANシステム！

17 次世代ファイアウォール
複数のセキュリティ対策を1台で実現！
巧妙に進化する未知の攻撃に対して迅速な対応が可能！

18
FENICS
クラウドメールセキュリティ

O365 メールセキュリティ
スパムメールからお客様環境を守ります。業界トップレベルのスパム検知率！
Office 365ユーザは、メール到達後でも検知したマルウェアを削除可能!

®

ご案内担当

サイトプロテクター

セキュリティドクター

https://www.daikodenshi.jp/seminar/


