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株式会社Ｊストリームと販売代理契約締結のお知らせ
当社は添付の資料のとおり、株式会社Ｊストリームとクラウド WAF に関する販売代理契約を
締結しました。
なお、本件による業績への影響は軽微であると見ております。
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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、株式会社Ｊストリームとクラウド WAF に関する販売代理契約を締結
記
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ（東証 2 部：3394、本社：神奈川県横須賀市、以
下略称：NVC）は、株式会社Ｊストリーム（東証マザーズ：4308、本社：東京都港区、以下略称：
Ｊストリーム）と、米国インパーバ社 (Imperva, Inc., 本社: 米国カリフォルニア州、以下略称：
Imperva) が提供しているクラウドベースの Web アプリケーション･ファイアウォール (WAF)
「Imperva Incapsula」の販売代理契約を締結いたしましたのでお知らせします。
1. 販売代理契約締結の背景
近年、巧妙化するサイバー攻撃により大規模な情報流出事故が相次いでいます。その中で、
ターゲットとなりやすいのは、オンラインバンキングや E コマースの普及に従い、個人情
報や決済情報など貴重な情報を格納する Web システムです。その Web システムを保護する
システムが WAF です。NVC では 2006 年から WAF のリーダー企業 Imperva 社製品を販売・サ
ポートし、2014 年からクラウド型 WAF である Incapsula のサービスを販売しています。な
お、Incapsula は、Web サーバに、複数のコンピュータから一度に大量のデータを送りつけ、
ネットワーク回線もしくはシステムを飽和させて利用不能にする DDoS（分散 DoS）攻撃対
策も提供しています。
一方、コンテンツ事業者ばかりでなく、一般企業においてもユーザや取引先、投資家など
とのオンライン上でのコミュニケーションにおいて、動画コンテンツの利用がさらに広が
り、動画配信システム市場は今後も堅調に拡大することが予想されています。
こうした背景に基づき、セキュリティ製品およびサービスの販売およびサポートに一日の
長がある NVC と、CDN（Content Delivery Network）サービス事業者として 19 年にわたっ
て数多くの実績を持つ J ストリームは、相互のフィールドで顧客に対するサービス増強を
目的として、まずは Imperva Incapsula の販売代理契約を締結し、J-Stream CDNext の販売
代理契約締結についても準備を進めています。
2．Imperva Incapsula の概要
Imperva 社の Incapsula では世界中に配置してあるデータセンター（Proxy ネットワーク）
を経由させて Web サイトへのトラフィックをルーティングすることにより、不正なアクセ
スのフィルタリングを行います。 DNS (Domain Name System) の変更のみで簡単かつすぐ
に利用できるサービスです。
・ Web アプリケーションに対する攻撃手法の 1 つである SQL インジェクションやクロス
サイト・スクレイピングなどから Web サイトを保護
・ サービスの妨害や停止を行う DDoS 攻撃を防御
・ キャッシュ、圧縮、セッション最適化により Web サイトのパフォーマンスを高速化
Imperva Incapsula のサービスについては、以下のサイトをご参照ください。
http://www.nvc.co.jp/product/imperva/cloudwaf.html

なお、上記のソリューションを説明するセミナーを 8 月 4 日(木)に開催する予定です。
詳細については、下記サイトをご参照ください。
https://page.stream.co.jp/seminar_160804security.html
3．J-Stream CDNext の概要
J-Stream CDNext は、Ｊストリームが長年築いてきた堅牢なネットワークをベースに、最新
の高速化技術や SSL にも対応した、2015 年 6 月よりサービスを開始した次世代 CDN サービ
スです。お客様自身で CDN の設定が可能となっており、配信管理コンソールで設定・変更
した内容を 5 分以内に反映できるため、突発的なアクセス集中にも即座に対応していただ
けます。また、小規模 DDoS に対する耐性を持っています。
J-Stream CDNext サービス詳細については、以下のサイトをご参照ください。
www.stream.co.jp/service/cdn/cdnext/
【Ｊストリームについて】
J ストリームは 1997 年の設立以来、動画配信を主軸として事業展開を続けております。独自の配信ネットワー
クを活用した動画配信のみならず、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用から、
Web サイト制作、システム開発、アドサーバー連携や動画広告対応等によるマネタイズまで、総合的なサービ
スとソリューションを提供し、企業のマーケティングやコンテンツビジネスなどを支援しております。
社名（商号）：

株式会社Ｊストリーム （東証マザーズ上場：証券コード 4308）

英文社名：

J-Stream Inc.

設立：

1997 年 5 月

資本金：

21 億 8,237 万円（2016 年３月末現在）

代表者：

代表取締役社長

本社：

〒105-0014
Tel：

石松

俊雄（いしまつ

東京都港区芝 2-5-6

03-5765-7000

Fax：

としお）

芝 256 スクエアビル 6 階

03-5765-3520

事業内容：
（1）インターネットを利用した動画データ・画像データ・音声データの提供サービス業
（2）インターネットを利用した会員情報管理、商取引、決済処理に関する業務の受託
（3）テレビ番組、音声・映像ソフト等のデジタルコンテンツ、出版物の企画・制作及び販売業
（4）コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発・販売
（5）インターネットを利用した各種情報提供サービス業
（6）インターネットに関する技術指導・コンサルテーション
（7）広告代理店業
URL：www.stream.co.jp/
【Imperva について】
会社名: Imperva Inc.
CEO: Anthony Bettencourt
米国カルフォルニア州レッドウッドシティに本社を置く Imperva （インパーバ）は、アプリケーションデータ
セキュリティ分野におけるリーダー企業として、あらゆる組織のビジネスアプリケーションとデータに対する
アクティビティ監視、リアルタイムの保護とリスクマネージメントのソリューションを提供しています。その
実環境に即したソリューションは、機密性の高いデータとアプリケーションへのアクセスを完全に可視化し、
クリティカルなデータへのきめ細かなコントロールとメンテナンスを実現します。全世界のお客様が、データ
への脅威と誤操作の防止と完全性を実現する Imperva の自動化され、スケーラブルなビジネスに直結するソリ
ューションに信頼を寄せています。
Imperva に関する詳細は、http://www.imperva.jp/ をご覧ください。

【ネットワークバリューコンポネンツについて】
株式会社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
トワークインテグレータです。ネットワーク製品の提供から、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、斬新な企画・発想力
を駆使して、あらゆるネットワークフェーズをトータルにサポートしています。
本社所在地

神奈川県横須賀市小川町 14-1

設立

平成 2 年 4 月

資本金

381,493,550 円

代表者

代表取締役 渡部 進

従業員数(単体) 81 名（平成 26 年 12 月末日現在）
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、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 Networks (a Hewlett Packard Enterprise company)、Array Networks、FireEye、Fortinet、
Imperva、NIKSUN、NoviFlow、NSFOCUS、Nutanix、RedSeal、Saisei、ThreatSTOP ほか

URL

http://www.nvc.co.jp/
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本件に関するお問い合わせ先
報道関係者の皆さま
マーケティング担当： 徳富 TEL 03-5714-2050 E-mail press@nvc.co.jp
投資家の皆さま
IR 担当：
寺田 TEL 046-828-1804 E-mail ir@nvc.co.jp
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