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CHECK POINT Software Technologies 

  
 

 

About the company 

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは、1993年に設

立された、あらゆる規模の組織に対応する世界トップクラスの

セキュリティ・リーディング・カンパニーです。業界随一の検出率

を誇る先進のセキュリティ対策により、お客様のネットワークを

マルウェアなどの多岐にわたるサイバー攻撃から保護します。

大規模ネットワークからモバイル・デバイスまでを保護する包括

的なセキュリティ・アーキテクチャに加え、直感的で使いやすい

総合的なセキュリティ管理ソリューションを提供していま

す。 世界の10万以上の組織・企業がチェック・ポイントのセ

キュリティ製品を利用しています。 

  

Sachiko Ishiguro 

Field Marketing Manag-

er 

+81-3-5367-2500 
 

Solution at a glance 

sishigu-

ro@checkpoint.com 

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは、インターネッ

ト・セキュリティにおけるトップ企業として、セキュリティの複雑さ

と総所有コスト（TCO）を低減しつつ、あらゆるタイプの脅威

からお客様のネットワーク環境を確実に保護するための妥協

のないセキュリティ機能を実現しています。大規模ネットワーク

からモバイル・デバイスまでを保護する包括的なセキュリティ・

アーキテクチャに加え、直感的で使いやすい総合的なセキュリ

ティ管理ソリューションを提供しています。業界随一の検出率

を誇る先進のセキュリティ対策により、お客様のネットワークを

マルウェアなどの多岐にわたるサイバー攻撃から保護します。

世界の10万以上の組織・企業がチェック・ポイントのセキュリ

ティ製品を利用しています。 

  

www.checkpoint.com 

  

  

  

４ 

http://www.checkpoint.com


Israel Cyber Companies Consortium  

  
 

 

About IC3 

Israeli National Cyber Bureau（INCB、イスラエル国家

サイバーセキュリティ局）、イスラエル首相府、及びイスラエル経

済省は日本にイスラエルのサイバーセキュリティの技術を紹介す

るため、Israel Cyber Companies Consortium （IC3、 

イスラエルサイバーセキュリティコンソーシアム)を設立しました。 

IC3は国営企業であるIsrael Aerospace Industries

（IAI）を筆頭に、イスラエルのリーディングサイバーセキュリティ

企業であり、既にグローバルに活躍しているCheck Point、

Verint、ECI、及び最先端技術を開発しているBynet、

Clearsky、CyberXのベンチャー企業の計7社によって構成さ

れています。 

IC3の目的は日本において、包括的なサイバーセキュリティ・ソ

リューションを紹介すること及び、東京2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた支援活動を行うことです。 

  

Ori Bar Chaim 

Director of IC3 

ori.barchaim@custodio.c

om.sg 

  IC3の特徴 

  イノベーション：イスラエル政府とリーディングサイバーセキュリ

ティ企業が連携し、イスラエルの最も革新的なサイバーセ

キュリティ技術を推進します。   
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Checkmarx 

  

 

 

About the company 

Checkmarxはソフトウェア開発プロセスにおいて、アプリケーション

レイヤーに潜む脆弱性の発見、及び修正支援や、リアルタイムに

攻撃をブロックするための、包括的なアプリケーションセキュリティプ

ラットフォームを提供します。 

Checkmarxの顧客は、世界のトップ10ソフトウェアベンダーの5

つを含む、数百のフォーチュン500企業、政府、SMB組織、例

えばSAP、米国軍隊、コカコーラ、及びセールスフォース・ドットコ

ムなどを含む、世界52ヶ国すべての産業が含まれます。 

  

Ran Lewinski 

VP Sales APAC 

  

+972-54-7799309 Solution at a glance 

ran.lewinski@check

marx.com 

その最もよく知られた静的解析ソリューション（CxSAST）は、

開発者とセキュリティ監査役が、全ての主要開発言語における

未コンパイルコードをスキャンし、セキュリティ上の問題点を容易に

特定する事ができます。 

多様なSDLC (System Development Life Cycle)コンポー

ネントの緊密な統合化において、CxSASTは解析プロセスの完全

な自動化を実現し、セキュリティ監査役と開発者に、解析結果と

修正アドバイスを提供します。 

  

www.checkmarx.co

m 
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Zimperium 

  

About the company 

スマートフォンの業務利用や、個人携帯端末を使った業務基幹

データへのアクセス（BYOD）が広まっていく中、個人情報や企

業情報を狙うマルウェアや攻撃が急増しています。侵入やなりすま

し、マルウェア等の手段によって、情報を窃取されるリスクが拡大し

ています。Zimperium社のモバイルセキュリティ脅威防御ソリュー

ションは、モバイル端末のセキュリティを確保し、業務や顧客データ

を守ります。 

  

  

Daisuke Ozawa 

Sales manager (Toyo 

Corporation) 

  

+81 (3) 3279-0771 Solution at a glance 

ozawad@toyo.co.jp zMTD(Mobile Threat Defense)は、スマートデバイスをサイ

バー攻撃から防御する、モバイルセキュリティソリューションです。既

存のMDMとも連携し、モバイルユーザのセキュリティを強固なもの

にします。 

zIPSは、スマートフォン上で動作するアプリケーションです。独自の

技術に基づく検知機構によって、端末の振る舞いをもとに未知お

よび既知の脅威を検出します。ネットワーク側からのスキャンや中

間者攻撃、マルウェア侵入による端末側からの不正通信の検出

等、様々なリスクを見つけ、情報漏えいにつながる被害を未然に

防ぎます。iOSおよびAndroidに対応しています。 

zCONSOLEは管理者のためのシステムで、ユーザの端末の情報

を把握すると共に、誰がどこでどのような攻撃を受けたのかを確認

することができます。 

www.zimperium.co

m 
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KELA- Cyber intelligence 

  

About the company 

KELA Cyber Intelligenceは従業員50名を有し、イスラエルの

テルアビブに本社を構えています。私たちはダークネット上の会話を

チェックする自動化されたテクノロジーを用いて、私たちのお客様を特

定して狙った脅威（ITトポロジーの弱点、ユーザー資格情報、製

品の脆弱性等）に関する情報の提供を専門に行っています。私た

ちの情報（インテリジェンス）は、攻撃の阻止や他のサイバーセキュ

リティ・ベンダーの外部統制の実施のために、世界最大規模の組織

などでも使われています 

 

Ronen Almog 

Director of Sales 

+972-52 3019999 Solution at a glance 

la.com-ronena@ke 

la.com-www.ke 

  

RaDarkテクノロジーは、全てのAPT攻撃の前の情報収集プロセス

をエミュレートするように設計されています。またRaDarkは、具体的

にお客様の組織に対して、ハッカー集団がどの情報にアクセスでき、

どの情報を検討しているのかをお客様が確認できるようにします。こ

れは、ダークネットの一連の情報源をチェックする最新式フィルタリン

グ・アルゴリズムを複数組み合わせて行います。フィルタリング・アルゴ

リズムは、弊社のアナリスト・チームが常時メンテナンスとリフレッシュを

行っています。 

RaDarkは完全に組織の外部にあり、脅威にさらされているITシス

テムがないか、第三者による侵害によって生じる脅威がないか、その

会社の製品に脆弱性や製品に対する攻撃がないか、そして幹部や

管理者に対する脅威がないかどうかを、攻撃者の視点から監視しま

す 
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CyberHat 

  

About the company 

- 世界有数のサイバースペースの専門家による優れた保護 - 

私たちはお客様に、現在利用できるもののうちで最も費用対効果

が高く、最新のサイバー防衛を提供する、24時間365日稼働して

いて利用可能且つ対応可能なサイバー・ITセキュリティセンターを

含む一連のサービスを通じて、これまでにない保護を提供します。   

 

Yinon Hacmon 

COO 

+972-72-279-9900 Solution at a glance 

yinonh@cyberhat.co.il 

www.cyberhat.co.il 

  

CyberHatの専門家チームは、第一線、国家レベルの経験豊富

なハッカーとプログラマー、インテリジェンス・スペシャリスト、サイバー

防衛の幅広い知識を備えた軍隊の元マネージャー及び諜報機関

のマネージャーで構成されています。私たちは、以下のサービスを提

供します。 

サイバー防衛運用センター

（CYBER DEFENSE OPERATION CENTER ） 

攻撃者の視点で設計した、専門の多層監視と応答機能を備えた

次世代のプロアクティブなSOCasaservice標的型ハッキン

グシミュレーション

（TARGETED HACKING SIMULATIONS） 

情報システムよりも情報資産に重点を置いた、実際のサイバ攻撃

のシナリオを使った高精度で最新のシミュレーション 

サイバー・インテリジェンス（CYBER INTELLIGENCE）実施中

の情報の収集と分析を最大活用する独自のテクノロジーに基づい

た最新のインテリジェンス分析 

フォレンジックスとレスポンス（FORENSICS & RESPONSE） 

マルチレベルのデジタル・フォレンジックス・サービスにより、24時間

365日の専門家チームが脅威の特定、抑制、無効化に対応 

プロフェッショナル・ソリューション

（PROFESSIONAL SOLUTIONS） 

攻撃者志向アプローチと昔ながらのコンプライアンス・アプローチを用

いたITセキュリティ評価 
9 
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CyberArk Software 

  
 

 

About the company 

CyberArkは、社内特権を悪用して企業の重要資産を攻撃し

ようとするサイバー脅威を最先端の技術を駆使して、プロアクティ

ブに阻止する唯一のセキュリティ企業です。CyberArkは、標的

型セキュリティソリューションという新しい分野で市場をリードしてき

ました。攻撃がエスカレートして業務に取り返しのつかないダメージ

を与える前に特権アカウントをロックダウンすることで、サイバー脅

威から保護します。CyberArkは、Fortune 100の40以上の

企業を含め、世界中のグローバル企業から信頼されています。各

社の最重要資産、インフラストラクチャ、アプリケーションを保護し

ながら、さまざまな法規制および監査要件を厳格に順守します。 

  

Koichi Iwasaki 

Representative direc-

tor Japan 

+81-80-6611-7759 

 

Solution at a glance 

koichi.iwasaki@cyber

ark.com 

特権アカウントの活動を保護、検出、警告、および対処するため

の完全なソリューション 

CyberArkは、特権アカウント セキュリティの分野で信頼を確立

したエキスパート集団です。CyberArk Privileged Account 

Securityソリューションは、特権アカウントの活動を保護、検出、

警告、および対処することを目的としてゼロから設計された、強力

なモジュール方式テクノロジー プラットフォームであり、業界で最も

包括的な一連のソリューション を提供します。オペレーティング シ

ステム、データベース、アプリケーション、ハイパーバイザ、ネットワー

ク機器、セキュリティ アプライアンスなどを対象とした各製品は、個

別に管理することも、組み合わせて管理することもできます。この

ソリューションは、オンプレミス、ハイブリッドクラウド、およびOT/

SCADA環境用に設計されています。 

  

www.cyberark.com 
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Kramer - HSL  

  
 

 

About the company 

政府や銀行のITネットワークは、ハッカーの格好の標的となりま

す。データの盗難や、サービスの中断という事態を招きかねませ

ん。ハッキングの代価は軍事機密文書の暴露、重要な財務情

報の漏洩など、極めて高いものになります。政府や銀行の業務

環境では、多くの場合、従業員は一組のキーボード/マウスの

ワークステーションからセキュリティレベルを変えて、複数のネット

ワークにアクセスする必要があります。 

単一ワークステーションでのこれらのネットワークの接点は、ハッ

カーにとってネット 

ワークに侵入する為の、絶好の侵入路になります。 

課題は、管理を複雑にすることなく、単一のインターフェイス環境

で、可能な限りの厳重なセキュリティスタンダードを確立、維持す

ることです。 

Solution at a glance 

シンプルでユーザーフレンドリーな単一のワークステーション環境を

提供しながら、クレーマーのセキュリティー製品は、ネットワーク間

の任意の侵入口をシャットダウンします。 

クレイマー/ HSLセキュリティー製品は、イスラエル軍（IDF）、

米国陸軍、イタリア海軍、ボーイング社、CIA、FBI、米航空宇

宙局（NASA）,NYPD(ニューヨーク市警）、および多くの安全

保障・防衛組織で採用されています。 

また、政府、軍、金融、医療アプリケーション向けとして、EAL4+

に認定されています。更に詳しい製品情報については、

www.KramerAV.comをご覧ください。 

  

  

Ofer Ben David 

Regional Sales Manager 

-  Japan &  China 

oferb@kramerav.co

m 

www.KramerAV.com 
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Verint 

  

  

 

About the company 

））は、カスタマーエンNasdaq: VRNT（®Verintベリント（

ゲージメントの最適化、セキュリティ・インテリジェンス、不正、リス

ク、コンプライアンスに焦点を絞ったアクショナブル・インテリジェンス

ヵ国の180ソリューションのグローバル・リーダーです。現在、世界®

以上を含む）80%企業の100万以上の組織（フォーチュン1

が、より多くの情報を求め、効果的且つタイムリーな意思決定を

行なうために、ベリントのソリューションからの情報を利用していま

でどのようによりス®す。私たちがアクショナブル・インテリジェンス

マートな世界を作り出しているか、こちらのサイト

でご覧下さい。www.verint.com 

Solution at a glance 

20年以上のアクショナブル・インテリジェンス®の経験を生かし、ベリント

の脅威保護システム（Verint Threat Protection System™ 

（TPS））は、組織がサイバー犯罪から自らを守る方法を変えていま

す。TPSは効果的なサイバー防衛のための主要な領域 – インテリジェ

ント多重ベクトル攻撃検知、自動調査、詳細なフォレンジック及び実

行可能な応答 – を、単一の統合プラットフォームに集約しています。

TPSは、攻撃を速やかに確認したり退けたりするために継続的に証拠

及び情報を収集し、洞察を直ちに学習し、深化させ、統一されたワー

クスペースで調査結果を発表します。この組織化されたインテリジェン

ス・アプローチは、改善にかかる時間を削減しSOCの生産性を増大さ

せつつ、アナリストに攻撃の完全な筋立てと推奨する対応策を提供し

ます。 

  

 

Avi Sagi 

Director Sales and Bus-

iess Development - 

avi.sagi@verint.com 

www.verint.com/cyber 
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IAI 

  

  

 

About the company 

イスラエル・エアロスペース・ インダストリーズ（以下、「IAI」）は、

高性能防衛・航空宇宙システムの世界をリードする開発と製造

を手がける企業です。IAIは、最先端の通信傍受システム

（SIGINT）、電子戦（EW）システム、通信アプリ及びコマン

ド＆コントロール・システムの設計の開発・生産において、60年

以上の豊かな経験があります。 

Solution at a glance 

アクセシビリティ・ソリューション – ハッキングの生成 

情報及び洞察の提供 

インターネット及び携帯電話の直接受信による傍受 

携帯端末とコンピューター端末を組み合わせた標的の特定、位

置情報の確認及び傍受 

能力強化、トレーニング、テスト、シミュレーション及びフォレン

ジック 

トレーニング、テスト及び複雑なサイバー・シナリオのシミュレーショ

ンを通じた国、地域及び組織の対応能力強化 

サイバー分析及びフォレンジック 

サイバー空間における課題を「アトリビューション（帰属性）の課

題」への対応に向けた足掛かりへと変更するために、高度な分析

機能を使用 

エンドツーエンド型のサイバー・センター 

IAI独自のセンサーを組み込んだデータ処理及びデータ分析機

能 

  

 
  

Mr. Ori Bar Chaim 

Director General, Region-

al Branch Custodio Pte. 

Ltd 

ori.barchaim@custodio.c

                 om.sg 

www.iai.co.il 
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CyberX 

  

 

 

 

About the company 

CyberXは、運用に関するインシデント、サイバー犯罪及びシステ

ムの改ざんのリアルタイム検知やアラートはもちろん、OTネットワー

クへの完全な可視性を提供することにより、安全なインダストリア

ル・インターネットを実現する支援を行います。現行のOTネット

ワークにシームレスに接続することで、私たちの旗艦プラットフォー

ムであるXSense は、ビッグデータと機械学習を活用して、OT環

境全体からデータを収集することにより、運用時の挙動の検知を

最適化し、即時に結果を提供します。CyberXはイスラエル・サイ

バー・コンソーシアムのメンバーにイスラエル政府から選定され、

2020年夏の東京オリンピックに向けてサイバー・ソリューションを提

供していきます。 

Solution at a glance 

XSenseは現行の構成 にシームレスにアクセスし、OTネットワー

クをステート・マシンとして機能させる目に見えない層として働く状

況認識プラットフォームとして設計・構築されています。ネットワーク

を継続的に監視することにより、XSenseはリアルタイムのデータを

収集し、その機械学習、モデリング機能及びステート・マシン設計

を用いて異常な動きを確実に検知します。 

XSenseは状況認識プラットフォームであり、その核となるテクノロ

ジーは、OTネットワークを適切に安全な状態にするためには、そ

れがどのように動いているかを常に完全に理解している必要がある

という認識に基づいています。 

  

 

  

Mr.  Adam Wolman 

VP Sales 

adam@cyberx-labs.com                              

labs.com-cyberx 
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 イスラエル大使館経済部は日本全国において多彩な活動を展開して

います。その基本的な任務は、イスラエルと日本両国間における貿易

ならびに各種商取引の振興と経済協力であるとともに、研究開発にお

ける二国間相互協力の推進です。この任務を達成するために、イスラ

エル大使館経済部は日本とイスラエルにおけるさまざまな商工業活動

を立ち上げ、組織化し、これに参加してまいりました。 

 当経済部は日本経済界がイスラエルとの間に効果的な連携関係を確

立するための支援を積極的に行います。これと同時に当経済部は、日

本市場について豊富な経験を積み、理解を深め、日本国内でのネット

ワークを構築しました。 さらには、部内に多言語チームを擁するこ

とで、イスラエル企業の日本におけるビジネスチャンスを多角的に支

援しております。 

 またイスラエル大使館経済部は、イスラエル企業による日本での見

本市出展活動をや各種商業目的イベントへの参加を支援、奨励すると

ともに、日本の実業家に対して、イスラエル視察団への参加や、現地

展示会やその他の商業イベントへの出展を推奨しています。 

イスラエル大使館 経済部 

東京都千代田区二番町三番地 

Tel : 03-3264-0398 

Email : Tokyo@israeltrade.gov.il 

Web : http://israel-keizai.org/  Blog : http://itrade.gov.il/japan/ 


