
■ 技術認定販売代理店（VAR）
アイティソリューションサービス株式会社
アライドテレシス株式会社
株式会社エスエーティ
株式会社ディ・アイ・システム
東芝デジタルエンジニアリング株式会社
JTP 株式会社
富士電機 IT ソリューション株式会社
株式会社 SHINKO

■ 販売代理店
株式会社アイ・エス・ティ
株式会社アイ・ユー・ケイ
株式会社RNI
株式会社E-STAGE
株式会社エルテス

株式会社内田洋行
SB C&S 株式会社
NDS 株式会社
株式会社コージャル
株式会社情報工房
Zero Networks 株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
日本キスコ株式会社
有限会社ネットワークシステムズ
株式会社ネットワールド
株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ
株式会社 BSN アイネット
株式会社日立システムズ
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
ミツイワ株式会社

（����年��月現在）

2022.01.13

　 主要代理店
（敬称略）

Syslog Watcher

Ekran

Kiwi Syslog Server, SolarWinds NPM, NTA, SEM 他

syslog-ng Store Box,Safeguard

PRTG  Network Monitor

WinSyslog, EventReporter

SpamTitan, WebTitan

Adiscon（ドイツ）

Paessler（ドイツ）

TitanHQ（アイルランド）

ntopng, nProbe

ntop（イタリア）

One Identity（アメリカ）

Endpoint Protector

CoSoSys（ルーマニア）

SolarWinds（アメリカ）

Ekran System（アメリカ） 

EZ� Systems（カナダ）
主要取引先メーカー

Checkmk

tribe��（ドイツ）

LogPoint
LogPoint（デンマーク）
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システム製品販売（ログ管理、ネットワーク管理、セキュリティ製品、オリジナルアプライアンス製品）
およびシステム構築事業など

����（平成 ��）年 � 月 �� 日

石川 幸洋

三菱 UFJ 銀行 府中支店、みずほ銀行 府中支店、きらぼし銀行 府中支店、多摩信用金庫 府中支店

info@jtc-i.co.jp

https://www.jtc-i.co.jp/
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会社概要

ジュピターテクノロジーは世界中の優れた製品・技術を、自ら開拓し、国内のお客様にご紹介しています。
その多くは、弊社が国内初の販売店として、製品のローカライズから販売網の立ち上げ、
販売、導入後のサポートまで幅広く携わっています。

ジュピターテクノロジー（株）

会社案内

ユニークで優秀な製品を
安心とともに



創立以来、日本のお客様のコンピューターシステムにおける諸問題の解決に
寄与することを目指してまいりました。
当社の中核テーマであるログ管理、ネットワーク管理、セキュリティの各分野に加えて、
お客様から要望の多いSIEM製品の取り扱いを新たに開始いたしました。                
 
今後とも製品力強化に向けた投資を継続するとともに、より高いレベルで世界各国の独創的な製品を発掘し、
最高のサービスとともにお届けする所存でございます。    

石川 幸洋代表取締役

ユニークで優秀な製品を安心とともに

2011

2020
～
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2010
～

2021
～

�� 以上

リリースした
製品数

��,���件以上

フリー版
DL 件数

��%

平均年間
成長率

ファイアウォールアプライアンスを中心に事業を展開。
����年　 会社設立（本社：千代田区九段下）

高速ファイアウォール/ UTM「InstaGate」

Windows版Syslogサーバー/ Kiwi Syslog Server

Kiwi Syslog Serverをはじめとする低価格で使いやすい小規模ネットワーク向け
Windows版ローエンドツールを相次いで展開。一人でも多くのお客様のお役に立てる
よう、日本語版の作成やマニュアル翻訳・編集を積極的に手掛ける。

����年 本社移転（新宿区西新宿）

特権ID証跡管理システム/ Safeguard for Privileged Sessions����年 

IT監視ツール/ Ｃheckmk
SIEM製品/ LogPoint, SolarWinds SEM

��周年を迎え、安定した製品・サービスの提供、付加価値最大化を目指し、さらなる
顧客満足及び企業としての成長を目指す。

����年 

����年 本社移転（府中市）

����年 ネットワーク監視ツール/ PRTG Network Monitor

����年 ネットワーク監視製品/ SolarWinds社Orion NPM, NTA, NCM

����年 証跡管理システム/ Ekran

����年 高速高信頼ログサーバー/ syslog-ng Store Box, syslog-ng PE

����年 日本語操作可能Windows版Syslog サーバー/ WinSyslog

����年 クラウド版Webフィルタリング/ WebTitan Cloud

����年 リアルタイムL�高速トラフィック分析ツール/ ntopng

����年 オリジナルアプライアンス/ BlueVault シリーズ

����年 大阪営業所開設（大阪市北区梅田）

� � 年 の 信 頼 を そ の 先 へ

企業活動・主な取扱製品

����年 本社移転（府中市宮町、現在地）

製品分野

事業領域

独 自で発 掘した 優 秀 な 海 外 製 品 を短 期 間で日 本 市 場 に
合うようローカライズ。お客様の課題に合わせた各種製品
のご 提 案・販 売・導 入 後 の サ ポ ートまでワンストップ で
ご提 供 いたします。

システム製品販売・サポート事業
ご購 入 製 品 につ いて、要 件 定 義 、設 計 から構 築 、試 験 、
運 用 引 継 ぎまでトータル に 対 応 いたします。（対 応 製 品
はお問 合 せ下さい。）

システム構築事業

 サイバー攻撃の入り口となるメール・特権ID・エンドポイント対策。
 　フィッシング・情報漏洩などから企業を守ります。

統合ログ管理
SIEM

ネットワーク管理

メール、特権ID、
エンドポイントを保護・管理

セキュリティ

ログの収集・保存・検索・インシデント対応から
レポート作成まで対応

   ネットワークの管理負荷を
　 軽減し、安定した
　  ネットワーク環境を実現

各種ログサーバーをはじめとした豊富なラインナップ。
導入規模・環境に合わせて幅広くログ管理を
サポートします。

小規模から大規模ネットワークまで
最適な製品をご提供します。・ログサーバー

・イベントログ監視製品
・ログビューアー
・検索製品
・SIEM

・監査証跡/特権IDアクセス管理
・スパムメール対策
・Webフィルタリング
・エンドポイントDLP

・ネットワーク/サーバー監視
・フロー監視
・コンフィグ管理



Syslog Watcher( カナダ )

Ekran( アメリカ ) 

Kiwi Syslog Server 他
（アメリカ）

syslog-ng Store Box
Safeguard 

（アメリカ）

PRTG  Network Monitor
( ドイツ )

WinSyslog, EventReporter
( ドイツ )

SpamTitan, WebTitan
( アイルランド )

Adiscon

Logpoint
( デンマーク )

Logpoint

Paessler

TitanHQ

ntopng, nProbe
( イタリア )

ntop

One Identity

SolarWinds

Ekran System

EZ5 Systems

主要取引先メーカー

Checkmk（ドイツ）

tribe29

ジュピターテクノロジー株式会社
Jupiter Technology Corp.
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システム製品販売（ログ管理、ネットワーク管理、セキュリティ製品、オリジナルアプライアンス製品）
およびシステム構築事業など

����（平成 ��）年 � 月 �� 日

石川 幸洋

三菱 UFJ 銀行 府中支店、みずほ銀行 府中支店、きらぼし銀行 府中支店、多摩信用金庫 府中支店

info@jtc-i.co.jp

https://www.jtc-i.co.jp/
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