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ご招待コード

2011

今年も開催決定！！ 現代のサイバーセキュリティ戦略に求められる
次世代のテクノロジーや事例を一挙ご紹介！
ご登録はこちら

https://seminar.jp/panday2019/

デジタル時代における競争優位は、いかに情報やデータから価値を見い出し、企業戦略に適用させるかにより決定されるといっても過言では
ありません。そのような中、サイバー攻撃の規模と巧妙さは日々拡大、進化しており、企業には確固たるサイバーセキュリティ戦略が求められて
います。
PALO ALTO NETWORKS DAY 2019では、オンプレミス環境のネットワークやエンドポイントのセキュリティのみならず、パブリッククラウドに
おけるセキュリティ、AI技術を活用した脅威検知や対処の自動化、それからセキュリティ運用業務プロセスの自動化など、拡大を続ける弊社
のサイバーセキュリティ製品の最新ポートフォリオをご紹介します。また、ご協賛パートナー様のエコシステムとの連携ソリューションや国内外にお
ける最新事例を通して、企業のサイバーセキュリティに対する課題解決方法をご提示いたします。
当イベントが、現在のみならず、5年後、10年後におけるお客様のサイバーセキュリティ戦略の一助となれば幸いです。
是非ご参加いただけますようお願い申し上げます。
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プログラム 詳細は裏面へ

M-1

2011

ご招待コード＞

ご登録は今すぐ ▷ https://seminar.jp/panday2019/
モーニングセッション 9:00 ～ 9:40

セキュリティ運用のその先へ...パロアルトネットワークスが提唱する運用戦略
K-1

パロアルトネットワークス株式会社

本間 庸之

基調講演 10:00 ～ 11:45

ご挨拶

”さらに加速するサイバー脅威に
対抗する最新戦略とは”
Palo Alto Networks Inc.

パロアルトネットワークス株式会社
代表取締役会長兼社長

社長

同時通訳

アリイ・ヒロシ

アミット・シン

日本航空のサイバーセキュリティ戦略の考え方と
グランドデザイン
日本航空株式会社

リスクマネジメントとしての
脅威インテリジェンス
パロアルトネットワークス株式会社

IT企画本部 IT運営企画部 セキュリティ戦略グループ グループ長

日本担当最高セキュリティ責任者 (Field CSO)

福島 雅哉 氏

林薫

ランチセッション 12:00 ～ 12:40
L-1

L-２

L-３

CyberXプラットフォームと次世代ファイアウォールの連携による
OTセキュリティの実現

『防御網をすり抜ける脅威にはMSSで対応』

デジタルトランスフォーメーションを支える
サイバーリスクマネジメントへの取り組み
～セキュリティ事故から事業継続性を守る5つの視点～

トラストウェーブジャパン株式会社 山下 浩賢 氏

CyberX Inc. 濱田 亨 氏

NTTコミュニケーションズ株式会社 竹内 文孝 氏

セッション – 1 13:00 ～ 13:40
A-1

B-1

クラウドジャーニーをセキュアにする
アプローチについて
- 新規HW追加一切なし、Prisma Access
そしてPrisma SaaSのご紹介 -

C-1

事例

Prisma Cloudで目指すカブドットコム証券
k.CSIRTのDevSecOps運用の高度化

パロアルトネットワークス株式会社
藤生 昌也

D-1

SSL/TLS復号化に対するアプローチ
SSL/TLSの復号化要件に必要な
セキュリティアプローチとは

カブドットコム証券株式会社
石川 陽一 氏

E-1

Office 365環境に最適なクラウドネットワーク
とは？
つながるだけじゃない、セキュリティや可視化を
実現する VMware SD-WAN
byVeloCloud
ヴイエムウェア株式会社
金巻 賢二郎 氏
SB C&S株式会社
千代田 寛 氏

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
伊藤 英二 氏

BUSINESS EXECUTIVE SESSION
未来創造×デジタル
～10年後・20年後の未来を創造し、
ビジネスを考察せよ～

セッション – 2 14:00 ～ 14:40
A-2

B-2

ゼロトラスト時代のデータセンター &
ネットワーク仮想化とは
～SD-WANに振り回されないアーキテクチャ～

C-２

事例

セキュリティをシンプルに。
SHIFTにおけるセキュリティ戦略のポイント、
３つのSとは？

次世代ファイアウォールユーザ必見！
実例で語るVMシリーズの真実

株式会社 SHIFT

パロアルトネットワークス株式会社
草川 秀人

大阪大学 先導的学際研究機構
栄藤 稔 氏

D-2

株式会社村田製作所
谷野 能孝氏

Google Cloud における
セキュリティの取り組み
～最新情報とパートナー連携～

テクマトリックス株式会社
二橋 誠 氏

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
森永 大志 氏

パロアルトネットワークス株式会社
林薫
※本セッションは13:00-14:40にて実施

セッション – 3 15:00 ～ 15:40
A-3

B-3

Infrastructure as Code によるVMSeries on AWS の導入シナリオ

C-3

事例

データ保護のためのセキュリティ対策と
説明責任（仮）

パロアルトネットワークス株式会社
中村 弘毅

E-3

D-3

楽して安全性を向上させる方法はあるか？
～守るべきものが増え続ける時代に求められ
る最強の盾とは～

LINE/LINEヘルスケア株式会社
足立 昌聰 氏

生体・多要素認証、AIを使った振舞分
析から隔離まで
IoTにも適用できるネットワークセキュリティ
ソリューション

ＪＢサービス株式会社
高橋 真哉 氏

どうするインシデント＆レスポンス？
これなら導入できるAIによる自動化された
XDRとは？

パロアルトネットワークス株式会社
広瀬 努

日本ヒューレット・パッカード株式会社
下野 慶太 氏

セッション – 4 16:00 ～ 16:40
A-4

同時通訳

SOAR からクラウドへ
- Demistoが実現するクラウド時代の
SOC運用自動化と効率化について

B-4

C-4

事例

Demisto (Palo Alto Networks, Inc.)
Lior Kolnik (リオル・コルニク)

富士通株式会社
澤田 克仁 氏

E-4

D-4

「予防的対策」だけではない！ AWSと
Palo Alto Networksで実現する「発見
的統制」によるセキュリティ対策のご紹介

Palo Alto Networks/富士通協業によ
る電力業界における事例に基づく重要イ
ンフラネットワーク・セキュリティの取組み

EDRが変えるセキュリティ対策
～SOCサービス事業者が自社運用した
結果から語る導入の勘所～

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
矢ヶ崎 哲宏 氏

株式会社インフォセック

クラウド環境におけるゼロトラストとは？
日本マイクロソフト株式会社
吉松 龍輝 氏
パロアルトネットワークス株式会社
中村 弘毅

セッション – 5 17:00 ～ 17:40
A-5

B-5

パブリッククラウドにおけるセキュリティチェック、
コンプライアンス対応の自動化を実現する
マネージドサービスPrisma Cloud
(旧RedLock)のご紹介
パロアルトネットワークス株式会社
泉 篤彦

D-5

C-5

今だからこそ知っておきたい次
世代ファイアウォールの実力

パロアルトネットワークス株式会社
松本 智大

最新情報はコチラ！

コンテナ、サーバレス環境向けセ
キュリティ対策とは？

思いもよらないセキュリティ事故と企業損
失及びその原因

パロアルトネットワークス株式会社
草川 秀人

TMI総合法律事務所
大井 哲也 氏
パロアルトネットワークス株式会社
伊藤 清

https://seminar.jp/panday2019/tokyo/

お問合せ先：PALO ALTO NETWORKS DAY 2019 登録事務局

TEL：03-5774-7016

E-mail：panday-entry@seminar.jp

