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プレスリリース                                  グローバルセキュリティエキスパート株式会社                 

 

 

 

 グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-15-1、代表取締役社長： 

青柳 史郎、https://www.gsx.co.jp/、以下、GSX）は、緊急事態宣言ならびに政府からの強い外出自

粛要請が出される中、テレワーク/リモートワークにおいても、「サイバーセキュリティの研鑽/スキル

アップの機会を絶やしてはならない」という想いと、日本経済全体が大きな打撃を受けているこの状

況において、「我々が"サイバーセキュリティ教育カンパニー"として、日本社会に対して貢献できるこ

とはなにか？」という問いに対する回答として、「オンライン環境でも効率よく集中して学習できるサ

ービス」を、「GSXの社会貢献活動として、特別対応で提供すべき」と考え、この期間に限定して、当

社が提供するサイバーセキュリティ教育サービスの特別提供を行います。 

 

まず集合研修で実施している「CEH（Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー）」と「CND

（Certified Networks Defender：認定ネットワークディフェンダー）」を、外出自粛の期間に限り、

特別措置として通常の集合研修ではなく、自宅でも受講可能なライブ配信でご提供致します。この受

講価格も特別価格とし、通常の約40～50％オフの価格でご提供致します。 

  

つぎに、インシデント対応の実践演習コースである「MHEE（Micro Hardening：Enterprise Edition）」

もライブ配信形式での演習をご提供致します。こちらの受講価格も特別価格とし、通常の約30％オフ

の価格でご提供致します。 

 

さらに当社がご提供するサイバーセキュリティ教育のITセキュリティeラーニング「Mina Secure®

（ミナセキュア）」を、期間限定で一部無償提供致します。 

 

■国際認定資格「CEH（Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー）」と「CND（Certified 

Networks Defender：認定ネットワークディフェンダー）」公式トレーニングコースについて 

 

＜ご提供内容＞ 

 この度開講するライブ配信は、以下のとおり開催します。 

 

➢ 開催日程 

⚫ ライブ配信 CEH（Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー）開講日程 

2020年4月20日（月）～24日（金）【5日間】 

2020年5月11日（月）～13日（水）、18日（月）～19日（火）【5日間】 

 

⚫ ライブ配信 CND（Certified Network Defender：認定ネットワークディフェンダー）開講日程 

2020年5月20日（水）～22日（金）【3日間】 

 

➢ ご提供価格 

⚫ ライブ配信CEH（Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー） 

特別提供価格：298,000円（税抜） 

https://www.gsx.co.jp/


 
※ 集合研修でのCEHでは498,000円（税抜）のため、約40％OFFでのご提供です。 

※ ご請求書に関しては各種ご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。 

⚫ ライブ配信CND（Certified Network Defender：認定ネットワークディフェンダー） 

特別提供価格：198,000円（税抜） 

※ 集合研修でのCNDでは398,000円（税抜）のため、約50％OFFでのご提供です。 

※ ご請求書に関しては各種ご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

➢ ご提供詳細 

⚫ ライブ配信CEH/CNDに含まれる内容は以下の通りです。 

 

➢ 実施環境 

 

 ・お客様ご自身でPC端末とインターネ

ット接続環境をご用意いただきます。 

・講師またはアシスタントがお問い合

わせ対応します（ご質問が多い場合は受

けきれない場合もございます）。 

 

 

 

 

 

                   ご提供イメージ図 

 

＜お申込みについて＞ 

当該ライブ配信コースは、以下Webサイトよりお申し込みをお願いします。 

➢ CEH（認定ホワイトハッカー）： 

https://www.gsx.co.jp/academy/ceh.html#schedule 

➢ CND（認定ネットワークディフェンダー）： 

https://www.gsx.co.jp/academy/cnd.html#schedule 

 

 なお、本措置は2020年5月末までの期間限定となりますが、自粛要請期間の延長など状況によって措

置を延長させて頂く場合がございます。ライブ配信の取り組みの継続については改めてご案内致しま

す。 

 

■MHEE（Micro Hardening：Enterprise Edition） 

 

運用保守を行う現場のエンジニアは、緊急事態宣言が出たこの状況においても、インシデントがお

きれば迅速に対応を行わなければなりません。「MHEE（Micro Hardening：Enterprise Edition）」は

1. 集中講義｜日本人講師による集中講義（CEH：5日間、CND：3日間） 

※講義内容は集合研修と同じ内容です。 

2. 日本語電子テキスト1年間利用権 ※物理テキストのご提供はございません。 

3. 演習環境（iLabs）6ヶ月間の利用権｜様々な環境を想定した、EC-Council独自のトレーニン

グシステムです。利用者毎に完全に分離された、手軽で安全なクラウド上の演習環境をご提

供致します。 

4. 認定試験バウチャ｜CEH/CND認定資格試験の受験券です。本パッケージには受験1回分のバ

ウチャが付属します。受験は浜松町試験センターで行います。試験バウチャは1年間有効です

（日程選択可）。 

https://www.gsx.co.jp/academy/ceh.html#schedule
https://www.gsx.co.jp/academy/ceh.html#schedule
https://www.gsx.co.jp/academy/cnd.html#schedule
https://www.gsx.co.jp/academy/cnd.html#schedule


 
インシデント対応を極めて実践的に演習できるよう開発された実践演習コースですが、このたびテレ

ワーク環境においても「テレワーク期間中にインシデント対応が発生した」という想定で、通常の

MEHH 同様、ライブ配信形式でのオンライン演習をご提供開始致します。また、CEH/CND 公式トレ

ーニングコース同様、特別価格でご提供致します。 

 

＜ご提供内容＞ 

➢ 開催日程 

2020年5月15日（金） 10:00 ～ 18:00 オンライン（ライブ演習） 

 

➢ ご提供価格 

提供価格：79,800円（税抜） 

※ 集合研修でのMHEEでは120,000円（税抜）のため、約30％OFFでのご提供です。 

※ ご請求書に関しては各種ご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

➢ ご提供詳細 

今回、通常の集合研修形式ではなくライブ演習の方式で実施します。 

ライブ演習「MHEE（Micro Hardening：Enterprise Edition）」の実施概要は以下のとおりです。 

知識だけでなく、経験する事で実践力が身につき、短時間で「復習から定着」までに導く研修にな

っています。MHEE 詳細はこちらから：https://youtu.be/6vjeukZmkoA 

 

➢ 実施環境 

 

 ・お客様ご自身でPC端末とインターネ

ット接続環境をご用意いただきます。 

・講師またはアシスタントがお問い合

わせ対応します（ご質問が多い場合は受

けきれない場合もございます）。 

 

 

 

 

 

                                      ご提供イメージ図 

＜お申込みについて＞ 

 以下の専用のお申し込みフォームからお申し込みください。 

 

➢ お問い合わせフォーム：https://www.gsx.co.jp/MicroHardening 

 

 

  

１． 参加者は 4 名 1 組のチームで、付与された EC サイト（サーバ）をオンライン上で運営・監

視します。 

２． 4名 1組のチームで EC サイトを様々な攻撃から守り、売上を上げていきます。 

３．1日で演習を 4 セット実施し、各セットは全て同じ攻撃シナリオで行います。 

※セット毎に振り返りができます。 

https://youtu.be/6vjeukZmkoA
https://www.gsx.co.jp/MicroHardening


 
■ITセキュリティeラーニング「Mina Secure®（ミナセキュア）」 

 

＜ご提供内容＞ 

 Mina Secure®は”セキュリティをこれまで勉強したことがない”という方でも理解しやすいよう、分

かりやすく、また小さくまとめた内容を基本とし、さらにスキマ時間などを利用して気軽に見られる

ライトなコンテンツ形式でご提供することで、無理なく学習を続けて頂くことを目的としたGSX独自

のeラーニングシステムです。これにより「皆、セキュア！」を目指そうという思いから「Mina Secure®」

というブランドネームとし、日本の多くの企業様へご提供してまいりました。 

今回、火急のテレワークにより、不安が増す組織の皆様や、テレワークの合間を縫ってセキュリティ

を学びたい、学ばせたいとお考えの皆様へ、より皆様の組織が強くセキュアになることを願って、この

Mina Secure®の一部コンテンツを無償でご提供致します。 

 

Mina Secure®の無償提供に含まれる内容は以下の通りです。 

 

＜お申込みについて＞ 

 以下の専用のお問合せフォームからお申し込みください。 

 

➢ お問い合わせフォーム：https://www.gsx.co.jp/minasecurefree 

※本お申し込みは2020年6月5日（金）をもって終了とさせていただきました。多くのお申し込み 

をいただきまして、誠にありがとうございました。 

※なお、お申し込みが殺到した場合、お申し込みを終了させて頂く場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 

 

 

弊社GSXは少しでも社会貢献すべく、サイバーセキュリティ教育を特別提供致します。是非テレワ

ーク期間中にセキュリティレベルを向上いただき、通常の業務に戻った際に、サイバーセキュリティ

インシデントによって事業が阻害されないよう、お役に立てれば幸いでございます。 

 

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社について 

 

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社 

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム4F 

東京本社日比谷オフィス：〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5階 

西日本支社：〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-1-9 淡路町ダイビル7F 

西日本支社名古屋オフィス：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-13 オリックス名古屋錦ビル10F 

代表者 ： 代表取締役社長 青柳 史郎 

資本金 ： 592,814,200円（資本準備金含む） 

設立  ： 2000年4月 

コーポレートサイト：https://www.gsx.co.jp/ 

EC-Council公式トレーニング：https://www.gsx.co.jp/academy/academy.html 

Micro Hardening：Enterprise Edition：https://www.gsx.co.jp/academy/microhardening.html 

1. 情報セキュリティ研修コース 

第4章「オフィスの外でもきちんと持つべきセキュリティ意識」 

2. 情報セキュリティ10大脅威（2019年度） 

   第 2 位「フィッシングによる個人情報等の詐取」 

  第 3位「不正アプリによるスマートフォン利用者への被害」 

  第 9位「ランサムウェアによる被害」 

https://www.gsx.co.jp/minasecurefree
https://www.gsx.co.jp/
https://www.gsx.co.jp/academy/academy.html
https://www.gsx.co.jp/academy/microhardening.html


 
ITセキュリティeラーニング「Mina Secure」：https://www.gsx.co.jp/informationsecurity/minasecure.html 

 

GSX は、サイバーセキュリティ教育カンパニーです 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

わたしたちは、情報セキュリティ・サイバーセキュリティに特化した専門会社であり、セキュリテ

ィコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、日本初のセキュ

リティ全体像を網羅した教育サービスをご提供しています。 

「教育」と「グローバル」という観点を各事業の軸に据え、お客様へセキュリティへの気づきを与

え、セキュリティ市場を活性化する事で、日本の情報セキュリティレベル向上に貢献します。 

 

➢ 組織側面からのご支援 

コンサルティングサービスでは、企業のセキュリティポリシーの策定などの各種マネジメントコ

ンサルティングから、自社の対策状況の Fit&Gap を行い同業他社との対策度合いを可視化する

テクニカルコンサルティングまでをご提供します。 

また、脆弱性診断サービスである「タイガーチームサービス」は、GSX の専門エンジニア（ホワ

イトハッカー）による脆弱性診断サービスの総称です。ハッカーと同様の技術を持つ専門エンジ

ニアが、お客様のネットワークシステムに擬似攻撃を実施し、脆弱性の有無を診断し、対策措

置、結果報告書までをご提供します。 

 

➢ ヒト側面からのご支援 

日本初のセキュリティ全体像を網羅した教育サービスをご提供します。EC-Council セキュリテ

ィエンジニア養成講座による社内セキュリティ人材の育成、業界シェア No.1（富士キメラ総研

調べ）である標的型メール訓練サービスや IT セキュリティ eラーニングサービスの Mina 

Secure®によって従業員のセキュリティリテラシー向上を目指し、全社のセキュリティアウェア

ネス向上をご支援します。CSIRT組織のプロアクティブツールや有事のシミュレーションとして

サイバーセキュリティ演習のような机上演習もご提供します。 

 

➢ テクノロジー側面からのご支援 

セキュリティソリューションとして最新の脅威や攻撃手法などに対する有効なセキュリティ製

品・サービスをご提供します。製品・サービスのご提供に留まらず、ツールとインプリ・運用を

組み合わせたワンストップソリューションとしてご提供します。 

また、IT ソリューションとしてバイリンガルのデジタル人材リソースをご提供します。海外拠点

への対応はじめ、国内のバイリンガル対応を必要とするお客様への IT+サイバーセキュリティサ

ービスをご提供します。 

 

➢ 社会課題の解決 

vCISOサービスによって、企業と情報セキュリティ人材をマッチングし、全国各地のセキュリテ

ィに困ったさまざまな企業の困りごとを解決します。 

OT（Operational Technology）セキュリティ事業として、制御システムに関するコンサル（現

状調査、体制構築、運用支援）・教育ソリューション・ネットワーク可視化・緊急対応サービス

などをご提供します。 

 

 

※本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 

 

【本リリース内容に関するお問い合わせ先】 

 

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社長室 

TEL ：03-3578-9001（代） 各種お問い合わせ：https://www.gsx.co.jp/inquiry 

https://www.gsx.co.jp/informationsecurity/minasecure.html
https://www.gsx.co.jp/inquiry

