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報道関係者各位
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ
NVC、Cato Networks 社ソリューションの販売を開始
～クラウドネイティブアーキテクチャの SASE ソリューション～
記

株式会社ネットワークバリューコンポネンツ（本社：東京都大田区、代表取締役：大坪武憲、
以下略称：NVC）は、イスラエルの Cato Networks Ltd.（読み方：ケイト・ネットワークス、以下 Cato
社）のパートナープログラムに加盟し、同社ソリューションの販売を開始しますのでお知らせします。
1. 国内販売代理店契約締結の背景
期せずしてパンデミックに突入し、企業は、従業員の働く場所の多様性やビジネススタイルの変
更を急激に求められ、旧来型ネットワークでの対応が限界を迎えていることを体感しました。国内・
海外の拠点の増減、ネットワーク構成の変更、WAN の最適化、クラウドサービスの安全な利用、リ
モートワークへの対応、このような要望に旧来型で対応するには、回線提供者に依頼し契約内容を
変更して工事を行い、様々なネットワーク製品・セキュリティ製品の導入など多くの時間を費やす
ことになります。
これに対し、SASE（Secure Access Service Edge）というフレームワークが注目されています。
SASE は、SaaS・クラウドベースでネットワークセキュリティ機能と WAN 機能の両方を提供するこ
とで、企業や組織のネットワーク変更ニーズに柔軟にかつセキュアに応える様々な機能を備えます。
Cato 社は、クラウドネイティブの SASE ソリューションの提供プロバイダーとして、企業や組織
のすべての拠点とモバイルユーザー向けに、ネットワークとセキュリティ機能を統合的に提供しま
す。
NVC では、すでにさまざまな SASE ソリューションを取り扱っておりますが、それらのソリュ
ーションとの親和性の高さ、単一ベンダで全ての WAN エッジをカバー可能である点、お客様のネ
ットワークコストの課題を解決できる提供形態である点から Cato 社の SASE ソリューションが必要
であると判断し、販売代理店契約の締結に至りました。

2．Cato 社ソリューション概要
Cato 社は、すべてのブランチ、データセンター、人、およびクラウドを安全かつ最適に接続する、
グローバルに統合された Cato クラウドを提供しています。Cato クラウドは、MPLS から SD-WAN
への移行、グローバル接続の最適化、クラウド高速化と制御、モバイルのセキュリティと最適化など
の企業ネットワークに関する様々な課題にアプローチし、コストと複雑性を削減しながら、新しい

働き方・ビジネス要件にも柔軟に対応する、真のデジタルプラットフォームの変革を加速します。
Cato クラウドが選ばれているポイントは、下記の通りです。


統合されたシングルパスのアーキテクチャ：単一のソフトウェアモジュールで全ての処理
の実行し、ネットワークは最適化され、セキュリティポリシーの欠如を防ぎます。



グローバルでクラウドネイティブ：65 を超える全世界にある最寄りの Cato クラウドの PoP
に接続するだけで、場所を問わず均一のパフォーマンス、セキュリティ、キャパシティ、可
用性を得られます。



データセンター、拠点、クラウド、モバイル、全てのエッジに対応：場所、接続形態を問わ
ずシームレスな接続を提供し、クラウドサービスで一元管理することができます。



ゼロタッチ SD-WAN デバイス：主要拠点の WAN エッジとしてソケットを接続するだけ
で、Cato クラウドをすぐに利用することができます。

3．販売開始時期および販売先
●販売開始時期 : 2021 年 1２月
●販売先 : 製造業、建設・不動産業、小売業、サービス業、保険会社など

4. エンドースメント
本発表にあたり、Cato Networks.様よりエンドースメントを頂戴しております。
We are very pleased to have Networks Value Components (NVC) to join our regional partner
program.
We look forward to partnering with NVC and helping IT leaders everywhere benefit from the power
of SASE. With the Cato Cloud SASE platform, NVC can provide their customers secure access to
corporate resources worldwide without compromising on performance, visibility, and control.
Daniel Lee, VP APJ of Cato Networks.
参考訳：
当社のリージョナルパートナープログラムに NVC が参加してくれることを大変嬉しく思います。
NVC とパートナーシップを組み、世界中の IT リーダーが SASE のパワーを利用できるようになる
ことを楽しみにしています。 Cato Cloud SASE プラットフォームを利用することで、NVC は、パフ
ォーマンス、可視性、コントロールに妥協することなく、世界中の企業リソースへのセキュアなアク
セスを顧客に提供することができます。

5. その他
【Cato 社について】
Cato Networks は、後にガートナー社がこれからのネットワークとセキュリティのあるべき姿と
して提唱することになる SASE プラットフォームを、先行して、統合クラウドネイティブアーキテ

クチャとしてゼロから自社で構築し、2015 年の会社設立時から展開してきました。グローバルで
Tier1 プロバイダーによりフルメッシュにデザインされ SLA 保証された独自のバックボーンを構築
し、この上で、SD-WAN とモバイルアクセス環境、ネットワークセキュリティを統合し、一元化し
たサービスとして提供する「Cato Cloud」プラットフォームを展開しています。
2021 年 11 月末現在、世界 65 か所以上の PoP 拠点を設置配備。100 以上の国と地域で、エンタープ
ライズ顧客企業 900 社以上の数万を超える拠点で、250,000 を超えるモバイルユーザー接続のイン
フラをオールインワンのサービスで運営管理しています。
ガートナー社が SASE を発表した 2019 年、SASE で最初のサンプルベンダーとして指名され、2020
年、2021 と 3 年連続でリストされています。2020 年 4 月、コロナ禍中に実施した資金調達ラウン
ドではこれまでで最大の 7,700 万米ドルの投資を確保し、総資金調達額は 2 億米ドル超となってい
ます。
本社所在地 イスラエル テルアビブ
設立

2015 年

CEO

Shlomo Kramer

事業内容

SASE ソリューションの提供とそれらに付随するプロフェッショナルサービス、サポー

トの提供
URL

https://www.catonetworks.com/

アワード


2021 Channel Influencer Award Winner by Channel Partners, Channel Futures



2020 INTERNET TELEPHONY SD-WAN Product of the Year Award

【株式会社ネットワークバリューコンポネンツについて】
ネットワークバリューコンポネンツは、ネットワーク草創期から常に最先端製品を開拓してきたネ
ットワークおよびセキュリティのインテグレータです。ネットワーク製品及びセキュリティ製品の
提供から、開発、コンサルテーション、構築・保守、マネージドサービス・クラウドサービスの提供
まで、最先端技術と、豊富な知識・ノウハウを駆使して、あらゆるフェーズをトータルにサポートし
ます。
本社所在地

東京都大田区南蒲田 2-16-2

設立

1990 年 4 月

資本金

381,493,550 円

代表者

代表取締役社長 大坪

従業員数

101 名 (2021 年 4 月末現在)

事業内容

コンピュータネットワーク関連製品の企画、開発、輸入、販売、

武憲

ネットワークデザイン、構築、コンサルテーション、監視・管理、運用サービス
主要仕入先

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company 、Array Networks、ExtraHop、FireEye、
Forcepoint、Fortinet、Imperva、NIKSUN、Nozomi Networks、Nutanix、RedSeal、Swimlane、

SecurityScorecard、ThreatSTOP、Versa Networks、VMware ほか
URL

https://www.nvc.co.jp/
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