
EGセキュアソリューションズ株式会社会社案内


We Guard All
すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します



会社概要


https://www.eg-secure.co.jp/

名 称 EGセキュアソリューションズ株式会社

本 社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー 8F

拠 点 川崎事業所
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館6F

設 立 2008年4月2日

代 表 寺田 剛

株 主 イー･ガーディアン株式会社 (東証一部/証券コード：6050) 100％

事業内容 １．情報セキュリティ、情報システムに関する監査、コンサルティング
２．情報セキュリティに関する調査、研究、執筆
３．情報セキュリティ関連の教育及びコンテンツ制作
４．セキュリティ製品の開発、販売、サポート
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取締役CTOご挨拶


ご挨拶

皆様、はじめまして。EGセキュアソリューションズ株式会社取締役CTOの徳丸浩と申します。

私は京セラコミュニケーションシステム(KCCS)にて、プログラマ、SE、自社パッケージ企画･事業化、アーキテクトなど多様な経
験を積むことができました。個人としても、PascalコンパイラCabezonの開発、公開を通じて、オープンソース運動の先駆的活動
をする機会に恵まれ、そのご縁で多くの貴重な仲間と知り合うことが出来ました。

2000年以降は、企業向けや携帯電話向けのWebアプリケーションを企画・開発する立場から、アプリケーションの安全性について
お客様に責任を持たざるを得ない立場におかれました。このため、Webアプリケーションのセキュリティについて独自の取り組み
をしてきました。

それは、セキュリティ知識の蓄積だけでは意味がなく、安全なアプリケーション開発方法、検査体制、教育、品質システムとの統合
など、開発プロセス全般にわたる取り組みが必要で、それらを手探りで一つ一つ解決せざるを得ない状況でした。
さて、2005年以降、Webアプリケーションに対する脅威は増加する一方です。私が2000年以降に置かれた立場は、現在世界中の
Webサイトの構築責任者が置かれた状況と同じです。私は今までの経験を世の中にもっと役立てたいと考えました。

KCCS時代は、居心地のよい職場でしたが、立場はあくまでも管理職でありました。もっと現場に出てセキュリティの仕事をしたい、
もっと自分で手を動かして調査・研究をしたい、ブログや寄稿などを通じて自分の考え方を世の中に広めたい・・・そう思った私は、
大企業の管理職という立場では限界があると考え、独立することを決意いたしました。

絵空事ではない、実績に裏打ちされた経験こそが弊社のバリューであると確信いたしております。弊社の使命は、これまでの経験を
活かし、インターネットを安全に活用できる社会づくりに少しでも貢献することであります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

EGセキュアソリューションズ株式会社 取締役CTO 徳丸浩
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会社沿革

2008

徳丸浩が横浜市で

HASHコンサルティング株式会社を創業

2009

「ウェブ健康診断」仕様に基づく発

注者・開発会社向け診断実技教育、

検査サービスを提供開始

2015

イー・ガーディアングループに参画

100%子会社に

2017

EGセキュアソリューションズ株式会社に

商号変更

2019

クラウドセキュリティ製品を開発する

グレスアベイル社がグループ参画

2020

ソフトウェアWAFを開発する

ジェイピー・セキュア社がグループ参画

2021

グレスアベイル社、ジェイピー・セ

キュア社を吸収合併
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イー・ガーディアングループ


ソフトウェアテスト・第三者検証

グローバルサポート
スタートアップ支援

ネットパトロール・カスタマサポート・ソーシャルメディアサポート

サイバーセキュリティ・脆弱性診断・WAF
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私たちのミッション


E-Guardian(イー・ガーディアン)グループは、投稿監視・カスタマーサポート・デバッグ・サイバーセキュリティなどの業務を一気通貫で

担う“総合ネットセキュリティ企業”です。

その中において私たちのミッションは、増え続けるサイバーセキュリティの課題に対して本質的な解決策を提供することです。

課題を本質的に解決するためには、単純なセキュリティ知識の蓄積だけでは意味がなく、安全なアプリケーション開発方法、検査体制、教

育、品質システムとの統合など、開発プロセス全般にわたる取り組みが必要です。

私たちは、これらの取り組みを一つ一つ実施および解決するために、脆弱性診断をはじめとした専門ソリューションをご用意しています。

サイバーセキュリティの経営課題にベストな解決策を

●
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課題解決方法


年々激化・巧妙化する“サイバー攻撃”。従来からのWebサイトへの不正アクセスや情報漏洩対策だけでなく、テレワークやDX、サプライ

チェーン、IoT、ゼロトラスト、クラウドネイティブなどのキーワードに象徴されるように、企業を取り巻くデジタル環境がハイスピード

で変化する中、「情報セキュリティ強化」は業種を問わず多くの企業の経営課題として挙げられております。セキュリティ人材不足が叫ば

れつつも新たな取り組みが求められる時代、法律顧問・税務顧問だけではなく「セキュリティ」においても外部の専門家との連携が欠かせ

ません。EGセキュアソリューションズは、貴社のかかりつけ医のような立場で、セキュリティの経営課題解決を支援する様々なサービス

をご提供します。

かかりつけ医の感覚で、セキュリティ専門家と連携

●
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サービス


コンサル

ティング

脆弱性

診断

ソリュー

ション

教育

研修

トータル

サポート

豊富なノウハウと実績、最新技術の知見から誕生

CTOの徳丸浩のノウハウと実績、最新技術への知見から生まれたハイクオリティなサービスと、そのエッセンスを生かした

より導入しやすいエントリーサービスを幅広くラインナップ。スポット利用から継続利用まで、柔軟なご利用形態もご用意。

貴社の課題にマッチしたサービスが、ここにあります。
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コンサルティング


トータルセキュリティコンサルティング オンラインサービスの脅威分析支援 クライド移行におけるセキュリティ対策支援

社内セキュリティ強化支援 サイバーデューデリジェンス 等

IoTセキュリティリスクコンサルティング IoTシステムの脅威分析支援 各種ガイドラインとのギャップ分析

IoTビジネス新規立ち上げにおけるセキュリティ対策支援 等

サプライチェーンリスクコンサルティング 他社連携サービスにおける脅威分析 委託先セキュリティリスク評価支援

ウェブシステム外注時のセキュリティ要件作成支援 等

セキュア開発プロセス構築コンサルティング セキュア開発プロセス成熟度評価および対策ロードマップ策定支援

開発ガイドライン策定 脆弱性診断内製化支援 要件・設計レビュー支援 等

セキュリティアドバイザリ 継続的なセキュリティ強化支援 セキュリティに関する各種相談窓口

脆弱性情報配信およびトリアージ支援 インシデント再発防止支援 等
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脆弱性診断


Webアプリケーション脆弱性診断 Webアプリケーションに潜む脆弱性をエンジニアが手動で検査

目的に合わせたプランとオプションをご用意

プラットフォーム脆弱性診断 サーバーやネットワーク機器などの脆弱性をスキャナを用いて検査

Webアプリケーション脆弱性診断とセットプランがおすすめ

スマートフォンアプリ脆弱性診断 きめ細かい診断項目でソースコード診断にも対応

高度なリバースエンジニアリング Unity等のサードパーティ環境にも対応

IoTシステム脆弱性診断 IoTデバイスからWebAPI、スマホアプリ、ネットワークまで、トータルに検査

各種IoTセキュリティガイドラインとのギャップ分析も可能

ペネトレーションテスト 目的に合わせたカスタムメイドのテストプラン、熟練のエンジニアによる検査

事前に脅威分析を行う、脅威ペースのペネトレーションテストにも対応

情報セキュリティサービス基準適合

情報セキュリティサービス基準適合

情報セキュリティサービス基準適合

020-0012-20

020-0012-20

020-0012-20
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私たちの脆弱性診断が選ばれる理由


EGセキュアソリューションズの脆弱
性診断は、ニーズに合わせた診断プ
ランをご用意。即対応可能なエント
リープランから、診断担当技術者自
らお客様のニーズをヒアリング、お
客様が真に必要とする診断をカスタ
ムメイドでご提供するプランまで幅
広く対応します。

EGセキュアソリューションズの脆弱
性診断は、ウェブアプリケーション
開発にも精通した熟練技術者による
手診断が中心です。そのため、単な
る脆弱性の指摘や一般的な対策方法
にとどまらず、脆弱性の検証例のご
提示や診断対象サイトの特性に合わ
せた対策方法のご提案ができるので
す。

EGセキュアソリューションズの脆弱
性診断の最大の価値は、報告書と報
告会にあるといえます。
報告書の読み上げや脆弱性の説明に
とどまらない、長年の診断経験によ
る知見や最新のセキュリティトレン
ドを踏まえた一歩踏み込んだ解説が、
お客様のご好評をいただいています。

お客様のニーズに即応 具体的な検証例と対策方法の提示 高いお客様満足度

11



Web Application Firewall


導入支援・運用支援
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ゲートウェイ型

ホスト型

• ゲートウェイで守りたい

• 複数のウェブを1台で守りたい

• ウェブサーバーと独立させたい

• エンドポイントで守りたい

• ネットワーク構成を変えたくない

• 管理するサーバーを増やしたくない

（プロキシ動作）

（ウェブサーバーのモジュール動作）

信頼の純国産ソフトウェア型WAF SiteGuardシリーズ



教育/研修


セキュリティ教育 ウェブセキュリティ試験（徳丸試験）講座

エンジニアのためのセキュアコーディング講座（PHP/Java/Rails）

プロダクトオーナー・マネージャのための安全なウェブサービス構築講座 等

セキュリティ研修（トレーニング） 脆弱性診断内製化トレーニング（OWASP ZAP/Burp Suite/Nessus）

エンジニアのためのセキュアコーディングトレーニング（PHP/Java/Rails）

脅威分析トレーニング 等

カスタマイズ講習 課題や受講者レベルに合わせたカリキュラム、コンテンツを作成

受講の効果を高める、理解度測定問題作成

教育計画策定、年間教育の実施にも対応
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ご利用企業様
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徳丸浩プロフィール


略歴

1985年京セラ株式会社に入社後、ソフトウェアの開発、企画に従事。

1999年に携帯電話向け認証課金基盤の方式設計を担当したことをきっかけにWebアプリ

ケーションのセキュリティに興味を持つ。2004年同分野を事業化。2008年独立、Webア

プリケーションセキュリティを専門分野とするHASHコンサルティング株式会社（現EG

セキュアソリューションズ株式会社）を設立。2015年イー・ガーディアングループに参

画。2019年よりイー・ガーディアン子会社のグレスアベイル株式会社取締役、2020年よ

り同子会社株式会社ジェイピー・セキュア取締役を兼任。2021年より取締役CTO就任。

(独)情報処理推進機構（IPA）非常勤研究員

京セラコミュニケーションシステム(株)技術顧問

(株)パイプドビッツ社外技術顧問 他多数

著書

体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方（ソフトバンククリエイティブ）

徳丸浩のWebセキュリティ教室（日経BP）

メディア出演・取材実績

■テレビ東京：WBS（ワールドビジネスサテライト）（2020年9月17日）

なぜ相次ぎ発生預貯金の不正引き出し

■テレビ東京：WBS（ワールドビジネスサテライト）（ 2020年9月15日）

ゆうちょ銀不正被害が拡大ペイペイ５社でも

■日経クロステック（ 2020年9月18日）

｢ドコモ口座｣不正被害に見たもたれ合いの唖然

■通販新聞（ 2020年9月17日）

NTTドコモ 「ドコモ口座」で不正出金、「本人確認不十分」と謝罪

■東洋経済（ 2020年9月12日）

｢ドコモ口座｣不正被害に見たもたれ合いの唖然ドコモと金融機関の両方に責任と甘さがある

■ITmediaニュース（ 2020年9月9日）

｢ドコモ口座」で相次ぐ不正出金、なぜ地銀だけが狙われた? 専門家の見解は

■産経新聞（ 2020年9月9日）

ドコモ口座不正引き出し、狙われた脆弱性 キャッシュレス推進にも逆風

■ITmediaエンタープライズ（ 2020年9月9日）

徳丸浩氏に聞いた「ドコモ口座」問題 今起きていること、今できること
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お問合せ


公式サイト https://www.eg-secure.co.jp/contact/

メール contact@eg-secure.co.jp

電 話 03-6257-3927
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