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サイバーセキュリティアーキテクチャ

唯一の
プラットフォーム

リアルタイム
脅威防御

統合化された
セキュリティ管理

脅威インテリジェンスの
統一した活用と

オープンインターフェイス

ネットワーク潜入前の
高度な攻撃の防御

シングル管理
モジュラーポリシー管理
脅威可視化の統合
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サイバーセキュリティのための包括的なサブスクリプションモデル
エンタープライズのお客様が、組織に接続されるネットワーク、エンドポイント、
モバイル、クラウドに対して、包括的なGen V (第5世代) セキュリティを
シンプルで柔軟に活用できる Infinity Total Protection(パッケージ)を
提供しています。



リモートワークのためのセキュリティ

Harmony

安全なユーザー＆アクセスのシングルソリューション

11 のクラウド・セキュリティ・サービス (SASE)

Harmony Connect 
(SASE: Remote Access)

Harmony Connect 
(SASE: SDWAN)

Harmony  
Browse

クラウド・サービスを利用して、データセンターやIaaS、
パブリック・クラウド、プライベート・クラウドに格納され
ている社内アプリケーションへの直観的なゼロトラス
ト型のリモートアクセスを、任意のユーザに付与する
ことができます。

主要なSD-WAN 通信サービスと統合し、分散型組
織にも効果的なセキュリティ・サービスを迅速に提
供します。パケットのインテリジェントなルーティング
と 高速検査を実現します。

ブラウザ上でナノ・エージェントとして導入でき、フィッ
シングサイトへのアクセスやマルウェアのダウンロード、
企業パスワードの再利用を防ぎます。SSLへの介入
を回避することで、ユーザのプライバシーや利便性
に影響を与えることなく、実装の迅速化と複雑性
の低減を実現します。

Harmony  
Endpoint

Harmony  
Mobile

Harmony 
Email & Office

企業向けの高度なエンドポイント保護およびEDRソ
リューションです。脅威ハンティングによるセキュリティ
対策と企業全体にわたる可視性を実現し、数億
台ものセンサーから収集した世界中の脅威情報を
提供します。

アプリやネットワーク、OSなどのあらゆる攻撃経路を
またいで従業員のモバイル・デバイスを保護し、企
業データのセキュリティを確保する、360°モバイル脅
威対策ソリューションです。

メールのセキュリティ対策に特化した、コスト・パ
フォーマンスに優れたソリューションです。Office 365
とGoogle Workspaceを包括的に保護し、業界最
高水準のセキュリティを提供します。

容易な利用

6つのセキュリティ
製品を統合

容易な管理

ユーザ重視の
セキュリティ管理

容易に導入

統合パッケージ
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パブリッククラウド向けセキュリティ

CloudGuard

クラウド ネイティブ セキュリティプラットフォーム

包括的なパブリッククラウド向けセキュリティ

CloudGuard  
Network

CloudGuard 
Posture Management

CloudGuard  
Intelligence

CloudGuard  
Workload

CloudGuard  
AppSec

あらゆるマルチクラウド環境と
オンプレミス環境にわたって、
仮想セキュリティ・ゲートウェイ
を通じて自動化された統合
セキュリティを提供し、高度な
脅威対策によってパブリックと
プライベート双方のクラウド・
ネットワークを保護します。

セキュリティポスチャーの評価
および可視化、設定ミスの検
出、セキュリティのベストプラク
ティス、コンプライアンス・
フ レームワークの適用など、
あら ゆるマルチクラウド資産
やマル チクラウド・サービスを
またいで ガバナンスを自動
化する、 SaaSプラットフォー
ムです。

クラウド・ネイティブのセキュ
リ ティ脅威フォレンジック機
能を 提供する脅威ハンティ
ング・ソ リ ュ ーシ ョ ンです。
AWS や Azure、GCP などの
マルチクラ ウド環境をまたい
で、異常な 挙動や脅威をリ
アルタイムに 検知し、自動
的に修正しま す。

あらゆるワークロードに対して
も使用可能で、特にLambda
関数群とKubernetes向けの
自動セキュリティを提供。脆
弱性のアセスメントを実施、
ランタイムで振る舞いのプ
ロ ファイルを作成することで
、ラ ンタイム保護を実現しま
す。

コンテキストAIにより、Webア
プ リ ケーシ ョ ン と API 保護
(WAAP)を提供します。現在
のWAFにおける主要な問題
点を解決し、セキュリティレベ
ルを損なうこと無く、メンテナス
不要で保護を実現します。
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ゼロデイ保護標準バンドル ハイパースケール準拠 効率的な運用

ネットワークセキュリティ・IoTセキュリティ

Quantum

ベストセキュリティと最高峰のハードウェア

Quantum Security Gateway Quantum Maestro Quantum Spark

60種類以上のセキュリティ・サービスが含まれており、
どの次世代ファイアウォールよりも優れたセキュリティ
対策を実現します。ゼロデイ攻撃対策 (SandBlast) 
を標準搭載（1年間）、データセンターからエン
タープライズの多様なニーズに対応します。

「HyperSync」と呼ばれる特許取得済みのクラスタリ
ング技術により、業界最高水準の冗長性と効率
性を実現し、たった6分でポリシーを同期し、最大
52台のゲートウェイを拡張できる、ハイパースケー
ル・ネットワーク・セキュリティ・ソリューションです。

従業員 1～400人規模までの中小・中堅規模のビ
ジネスに即した、6タイプ、４フォームファクタのUTM。
設定・管理・導入が容易な他、リモートアクセス
VPN等を標準搭載した、オールインワン設計。

Quantum Smart-1 Cloud R81 Quantum IoT Protect

クラウド環境でセキュリティ・ゲートウェイなどの製品・
サービスを直接管理できる、統合型セキュリティ管
理アーキテクチャです。

自律型の迅速なポリシー作成とワンクリックのセキュ
リティ・プロファイル管理により、セキュリティ・ポリシー
を常に最新の状態に保ちます。

業界毎に特化したディスカバリーエンジンを利用し
て、IoTデバイスの可視化、ポリシーの自動作成とマ
イクロセグメンテーション、セキュリティゲートウェイを
介して仮想パッチ（IPS）など、企業、医療、産業
向けのIoTセキュリティを提供

3600/3800
シリーズ

6200/6400
シリーズ

6600/6700
シリーズ

7000
シリーズ

16200
シリーズ

26000/28000
シリーズ

中小・中堅規模向け UTM
1500 シリーズと 1600/1800

OT環境向け 耐久性

OT/ICS環境向けゲートウェイ

1570R Ruggedized Security Gateway統合セキュリティ管理 Quantum IoT Protect

データセンター向け
MAESTRO ハイパースケールオーケストレータ

Virtual 
Appliance
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■販売元（お問い合わせ先）

●記載の社名および商品名は、各社の登録商標です。
●記載されている製品の内容・仕様は2021年6月現在のものです。製品写真は出荷時のものと異なる場合があり、予告なしに変更する場合がございます。また、また、一部商品におきましては、メーカのダイレクトサポートでの提供となる場合がございます。

About
Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP)
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社
設立

本社

米国本社

日本法人

代表者

従業員

年間売上

1993年 （日本法人 1997年）
インターナショナル本社︓ イスラエル テルアビブ

カリフォルニア州 サンカルロス

東京都港区虎ノ門
創業者 兼 CEO Gil Shwed (ギル・シュエッド）

約5,400名︓ R&Dスタッフ 30%以上

20億65万ドル (FY2020)

Magic Quadrantにおいて
22度目 “リーダー”に選出

Microsoft Security 20/20
パートナーAwardを受賞

ATT&CK評価で 100%検知
トップクラスの検知率

次世代ファイアウォール分野
において “Recommended”獲得

モバイル脅威管理のMarketscape 
において “リーダー”に選出

クラウドセキュリティ分野
の cool vendorに選出

Market Leadership
チェック・ポイント製品は、88カ国、100,000+組織にご利用いただいております。

株式会社アズジェント
〒104-0044 東京都中央区明石町6-4 
info@asgent.co.jp 
https://www.asgent.co.jp/

■開発元
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