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コンピュータのすべての操作を画面記録！低価格な証跡管理システム

Ekran

BlueVault

無料評価版

フリー版

PCI DSS準拠

手軽かつ確かな情報漏洩対策
コンピュータの
すべての操作を
記録・監視

◆ ワークステーション・サーバーに対応
◆ リアルタイムアラートとライブ監視
◆ USB監視とブロック
◆ キーワードによる検索とレポート作成
◆ オフラインでの記録が可能

記録した
過去の操作を
そのまま再生

開発元：
価格：

Cloud Labs 社
お問合せ下さい。

Cybersecurity Excellence Award 2016
Security Monitoring 部門ファイナリスト選出

日本語で操作できる Windows用シスログサーバー

WinSyslog

BlueVault

フリー版

無料評価版

中小規模ネットワークのITインフラ管理に
◆ 機能
◆ 信頼性
◆ 使いやすさ
◆ 低価格

RFC 3164, 3195, 5424 準拠
1996 年以来の実績
Windowsベース、日本語UI
1ライセンス94,000円 ～

開発元：
Adiscon社
製品：
Windows版
価格（ライセンス）
： ￥ 94,000〜
※パッケージ費用（WinSyslog プラス2）
、初年度サポート含む

多種の受信ログを
リアルタイム
処理

多機能で
高いコスト
パフォーマンス

システムセキュリティ

Shell Control Box(SCB)

エージェントレスでユーザ操作の監視・監査

サーバーや NW デバイスへの接続を完全記録。エージェントをインストールできないス
イッチング HUB やルータなどネットワークデバイスも、Web インターフェースで設定する
デバイスも、もちろん Windows や Linux 等のサーバーに対する操作もこれ１台で完全に
記録します。入力文字と表示文字は OCR 機能で検索可能です。
またSSH, Telnetなどの操作コマンドをリアルタイムに監視し、ポリシーに基づき自動的に
接続を遮断する機能もあります。

VMware

無料評価版

BlueVault

PCI DSS準拠

ObserveIT

開発元：
価格：

BalaBit Europe kft 社
お問合せ下さい。

社内の情報漏洩リスクを抑止・早期検知
ユーザーセッションアクティビティの記録・監査ツールです。Citrix, SSHおよびRDP記録は
お任せください。
あたかも監視カメラのようにユーザーのサーバー操作を録画します。
Windows, Unix, Linuxマシンのユーザーアクティビティ監査に驚くほどの効果があります。

無料評価版
PCI DSS準拠

主な機能
−Windows/Unix/Linuxセッションの記録・再生
−全てのユーザー操作を記録・監視
−ユーザー行動をスコアリングし、危険ユーザーを表示
−アドバンストキーロギング
−リアルタイム再生
−ログを生成しないアプリケーションのログ生成
−SIEMツールとの統合
開発元：
価格：

Ekran

ObserveIT 社
お問合せ下さい。

ワークステーション、サーバー操作画像記録と再生
Ekran は手軽に利用できる、ワークステーションとサーバーの操作画像記録と再生システ
ムです。情報漏洩の大きなリスク要因である Web アクセス URL の記録とキー入力の記
録機能もあります。システム管理者による操作、従業員による機密情報へのアクセスの見
える化は万全です。記録された画像は簡単に検索しビデオのように再生できます。

開発元：
価格：

BlueVault

無料評価版

フリー版

PCI DSS準拠

Cloud Labs 社
お問合せ下さい。

Endpoint Protector 4 エンドポイントからの情報漏洩対策
Endpoint Protector 4 はエンドポイントからの情報漏洩対策のパッケージ製品です。
USB などのデバイスコントロール（Windows、
Mac、Linux）
、ポータブルデバイスコピー
データ暗号化のためのイージーロックモジュール（Windows、Mac）を含みます。
管理機能は VMware をはじめとする主要な仮想環境をサポートする仮想アプライアン
ス、BlueVault 版に加え、クラウド版 (My Endpoint Protector) としても提供可能です。

VMware

フリー版

BlueVault

無料評価版

開発元：
製品：
価格：

CoSoSys 社
仮想アプライアンス
お問合せ下さい。

ネットワーク管理

PRTG

低価格オールインワンネットワーク監視
ユーザインターフェイスは日本語対応済です。使用しやすい高性能 Ajax Web GUI
に加え、監視項目の現在の状態の色分け表示で、直感的なネットワーク監視が可
能です。標準ライセンスでシングルフェールオーバークラスタ機能が使用可能で
す。クラスタを構成した 2 台の PRTG により可用性の高い監視を実現できます。
開発元：
動作環境：
価格：

Paessler 社
Windows
￥504,000-（500 センサーライセンス、初年度サポート含む）〜

フリー版

PRTG Free Edition

無料評価版

フル機能無期限
100 項目まで監視

フリー版 100 センサー
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/

教育・政府・NPO割引

Nagios XI

IT インフラ監視の業界標準
Nagios Core オープンソースは大変著名な製品であり、世界中で多数の採用実績があ
ります。Nagios XI はオープンソース製品を大幅に機能拡張し、使いやすいユーザーイ
ンターフェイスを備えた、商用ライセンス製品です。

VMware

フリー版

BlueVault

無料評価版

Nagios Enterprises 社
開発元：
日本語版開発： ジュピターテクノロジー
￥154,800価格：
（Standard 20 ノードライセンス、初年度プレミアムサービスサポート含む）〜

SolarWinds NPM 強力な統合ネットワーク監視
SolarWinds シリーズは低価格で強力な統合ネットワーク監視アプリケーションで
す。優れたコストパフォーマンスで、高度に独立したモジュール化を実現。必要
な機能の、必要なサイズのモジュールだけを選択導入でき、その後いつでも必要
な機能を追加できます。SNMP、ICMP 等によるネットワーク性能監視モジュール。
大規模ネットワーク監視は増設ポーリングエンジンで対応。
開発元：
価格：

SolarWinds 社
お問合せ下さい。

無料評価版

SolarWinds NTA

SolarWinds NCM
ネットワーク機器の集中
管理モジュール。世界の
主要ベンダー 16 社の最新
機器テンプレートを内蔵。

NetFlow トラフィックアナライザ。
SolarWinds NPM の ア ド オ ン モ
ジュールで、ネットワークを可視
化、トラフィックを分析。

開発元：
価格：

開発元：
価格：

SolarWinds 社
お問合せ下さい。

無料評価版

無料評価版

Kiwi CatTools

EventSentry
シンプルなネットワーク機器
集中管理ツール。約 60 社の
ネットワークデバイスに対し
コンフィグバックアップその
他の多数のアクションを自動
実行。

無料評価版

SolarWinds 社
お問合せ下さい。

開発元：
動作環境：
価格：

SolarWinds 社
Windows
お問合せ下さい。

フリー版
無料評価版

Windows イベントログの統合監
視ツール。Windows イベントファ
イルに記録されるイベントをリア
ル タ イ ム に 監 視 し、必 要 な ア ク
ションを実行します。
開発元：
動作環境：
価格：

NETIKUS.NET 社
Windows
￥35,000-(1 ライセンス、
初年度サポート含む ) 〜

ログ管理

syslog-ng Store Box (SSB)

VMware

無料評価版

BlueVault

PCI DSS準拠

超高速シスログサーバー

syslog-ng Store Box (SSB) は高速・高機能シスログサーバーソフト syslog-ng PE をベー
スに開発したターンキーログ管理アプライアンスです。
特長
- 全ての操作を GUI 化
- SSL/TLS による安全なログ転送
- 安全な暗号化ログ保存
- 連続運転を可能にする HA 構成（物理アプライアンスのみ）
- 保存データの自動バックアップとアーカイブ
開発元：
価格：

BalaBit Europe kft社
お問合せ下さい。

Nagios Log Server ログ収集とリアルタイム可視化
ログ収集、アラート送信、検索、リアルタイム可視化までログサーバーに要求される
機能をバランスよく実現したオールインワン高速ログサーバーです。標準的な動作環
境では毎秒数千ログの受信が可能です。標準構成は 2 インスタンスクラスタです。
Linux 版、VMware 仮想アプライアンス、BlueVault 版で提供可能です。

VMware

フリー版

BlueVault

無料評価版

WinSyslog

開発元：
価格：

Nagios Enterprises 社
￥778,200-（1 インスタンス；初年度サポート含む）〜

日本語対応の Windows 用シスログサーバー
WinSyslog は、Windows で使用できる Syslog サーバーとして、信頼性、安定性、
使いやすさ、低価格でネットワークやシステム専門家から高い評価を得ています。
ユーザーインターフェイスは日本語も選択でき、導入後すぐに使えます。
また、日本語のメッセージを含むシスログの転送、出力も可能です。

BlueVault

フリー版

無料評価版

開発元：
Adiscon 社
製品：
Windows 版
価格（ライセンス）：￥94,000 〜
※パッケージ費用（WinSyslog プラス 2）
、初期サポート含む

Kiwi Syslog Server シスログサーバーの定番
Kiwi Log Viewer

Kiwi Syslog Server は、世界でもっとも著名な Windows 用シスログサーバーです。
UDP/TCP シスログと SNMP トラップを受信できます。最大 100 個のルール（フィル
タ条件とアクションの組み合わせ）を作成でき、柔軟にログを処理します。
Kiwi Log Viewer は、Kiwi Syslog Server の専用ビューワです。
最大 14TB のファイルの読込みができ、事実上無限サイズのログファイルの閲覧や検
索が可能です。
*Kiwi Log Viewer にはトライアルライセンスはありません。

フリー版

開発元：
動作環境：
価格：

SolarWinds 社
Windows
お問合せ下さい。

無料評価版

Sawmill

あなたが必要とする唯一の解析ソリューション
Sawmill はあらゆるログを解析するためのユニバーサルログ解析ソリューションです。
個々のログフォーマットに対応する約 1000 種類以上の内蔵ログフォーマットプラグ
インで Web サーバー、セキュリティアプリケーション、メールサーバー、プロキシサー
バー、メディアサーバー、シスログをはじめとするあらゆるログを解析します。

無料評価版
BlueVault

開発元：
日本語版開発：
動作環境：
価格：

Flowerﬁre 社
ジュピターテクノロジー
Windows, Linux, Unix 等
￥29,800-（Lite、１ライセンス、初年度サポート含む）~

：BlueVaut®アプリケーションサーバー

H29.2.3
【輸入元】

【本社】 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8F
TEL：042-358-1250 FAX：042-360-6221
【大阪営業所】 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル11Ｆ
TEL：06-6131-8471 FAX：06-6131-8472
【URL】 http://www.jtc-i.co.jp/
※記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※本カタログ掲載価格はすべて税抜です。 ※本カタログ掲載の製品名 ・ 価格は予告なく変更することがあります。

