報道関係者各位
プレスリリース

2019年6月3日
Top Out Human Capital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

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、EC-Councilセキュリティエンジニア養成講座
の新コースウェアとなるCASE（Certified Application Security Engineer：認定アプリケーションセ
キュリティエンジニア）JAVA公式トレーニングコースをATCパートナーであるトップアウトヒューマ
ンキャピタル（本社：東京都港区海岸1-2-3、代表取締役：船戸 大輔、https://www.topout.co.jp/、
以下、トップアウト）とともに日本国内で初めてリリースします。

◆EC-Councilセキュリティエンジニア養成講座 CASE（Certified Application Security Engineer：
認定アプリケーションセキュリティエンジニア）JAVAとは
CASE JAVAが世界的に著名なトレーニングコースとなった理由は「安全な開発を体系的かつ実践を
含めて集中して学ぶ」ことにあります。
CASE JAVAの公式トレーニングコースは、アプリケーション開発において陥りがちな脆弱性の生ま
れる仕組みや、それを潰す手法、ライフサイクル全体での管理手法など「安全なアプリを生み出し、管
理する」ことにフォーカスし、セキュアなアプリを開発し、維持管理する方法を3日間で学んでいきま
す。
既に開講中のCEH（Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー）やCND（Certified Network

Defender：認定ネットワークディフェンダー）同様、実講習とオンライン実習（iLabs環境）によるブ
ートキャンプ型の効率の高い学習コースです。
➢ スキルの証明
CASE JAVAの認定試験に合格することで、実際にアプリケーションセキュリティの専門家であるこ
とを証明します。また企業側は、必要なスキルを持っている候補者としてCASE JAVAホルダーを選ぶ
基準にもなります。
➢ 知識の習得
CASE JAVAの公式トレーニングにより、アプリケーション開発にあたって必要となるセキュリティ
知識を体系的、かつ効率的に習得することができます。
➢ 多面的なスキル
CASE JAVAは、モバイルアプリケーション、Webアプリケーション、IoTデバイスなど、さまざま
なプラットフォームに適用できるコースウェアモジュールのカバレッジがあります。
セキュアなソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる面をカバーする、導入前から展開後のセキュ
リティテクニックに至るまで、CASE JAVAは安全なアプリケーションを構築するために必要なスキル
をトレーニングし、習得します。 アプリケーションをより安全にすることで、組織と個人の両方を防
御します。開発者の手で生み出されたアプリケーションがセキュアであれば、より安全な世界を築く
ことができます。

―CASE（Certified Application Security Engineer：認定アプリケーションセキュリティエンジニ
ア）JAVAコースウェア詳細―
https://www.gsx.co.jp/academy/case.html
◆【2019/6/24開催＠渋谷ソラスタコンファレンス】CASE JAVAローンチ記念イベントの開催につい
て
この度、CASE JAVA 公式トレーニングコースの国内初ローンチを記念して、お披露目の場をご用
意させていただきました。本イベントでは、世界 22 万人に選ばれてきた EC-Council セキュリティ
エンジニア養成講座を代表するコースウェアの魅力をお伝えするだけでなく、資格取得のメリットな
ど受講者に役立つ情報が満載です。
また当日、基調講演には OWASP Japan チャプターリーダーでもあるシフトレフト伝道師"岡田
良太郎 氏"と Web セキュリティインフルエンサー”はせがわ ようすけ 氏”をお招きし、ご登壇いた

だきます。併せて、この度ローンチする EC-Council 公式トレーニングコース CASE JAVA のコース
ウェア詳細までご紹介させていただきます。
是非本イベントにご参加いただき、この機会に EC-Council セキュリティエンジニア養成講座に触
れていただき、情報収集にお役立てください。
…………………………………………………………………………………………………
EC-Council セキュリティエンジニア養成講座 CASE JAVA ローンチ記念イベント
今、アプリケーションエンジニアに求められるセキュリティ素養とは!?
…………………………………………………………………………………………………
https://www.gsx.co.jp/seminar/seminar_190624.html
…………………………………………………………………………………………………
・日 程：
2019 年 6 月 24 日（月）
・時 間：
14:00～17:40（受付開始：13:30～）
・定 員：
120 名【事前登録制】
・ご参加対象者：
経営者 CIO, CISO
情報システム（開発）部門長
JAVA エンジニア、アプリケーションエンジニア、セキュリティエンジニア
・参加費：
無料
・主 催：
Top Out Human Capital 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
・プログラム（タイトル及び講演者）：
オープニング：
開会のご挨拶
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
青柳 史郎

代表取締役社長

基調講演 1：
セキュリティ・バイ・デザインはいかにして実現するか
Java エンジニアとともに今考えたい、シフトレフト・レシピ
株式会社アスタリスク・リサーチ Executive researcher, Chairman
OWASP Japan チャプターリーダー
岡田 良太郎 氏
セッション 1：
新コースウェア“CASE JAVA”詳細のご紹介と CASE JAVA ホルダーになるメリットとは

グローバルセキュリティエキスパート株式会社
武藤 耕也

執行役員 EC-Council 統括責任者

基調講演 2：
リアルな攻撃から知る効果的な Web アプリケーションのセキュリティ対策
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 取締役 CTO
OWASP Kansai チャプターリーダー、OWASP Japan チャプターボードメンバー
はせがわ ようすけ 氏
聴衆参加型座談会：
お題目:「アプリケーションセキュリティエンジニアに、おれは/わたしはなるっー!!?」
人口は果たして今、どれほど求められているのだろうか!?
ファシリテーター｜武藤 耕也 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 執行役員 EC-Council 統括責任者
参加者｜ご参加いただいている聴衆のみなさま
参加者｜岡田 良太郎氏 株式会社アスタリスク・リサーチ Executive researcher, Chairman / OWASP Japan チャプターリーダー
参加者｜はせがわ ようすけ氏 株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 取締役 CTO /
OWASP Kansai チャプターリーダー、OWASP Japan チャプターボードメンバー

※プログラムは予告なく変更される場合がございます、ご了承ください。
・会場：
渋谷ソラスタコンファレンス（6/1 グランドオープン） 4A
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ 4F TEL 03-5784-2604
JR 各線「渋谷」駅 西口より徒歩 6 分 ※渋谷マークシティ出口より徒歩 2 分
京王井の頭線「神泉」駅より徒歩 4 分

…………………………………………………………………………………………………
本イベントへのお申し込みはこちらから
https://www.gsx.co.jp/seminar0624

…………………………………………………………………………………………………
connpass（エンジニアをつなぐ IT 勉強会支援プラットフォーム）アカウントお持ちの方はこちらから
https://gsx.connpass.com/event/133777/

…………………………………………………………………………………………………

◆トップアウト ヒューマンキャピタルについて
社名 ： Top Out Human Capital 株式会社
本社 ： 〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 21 階
トレーニングセンター ： 〒108-0014 東京都港区芝 5-29-20 クロスオフィス三田
代表者 ： 代表取締役 船戸 大輔
設立 ： 2014 年（平成 26 年）9 月
URL ： https://www.topout.co.jp/
＜主な事業内容＞
IT 人材育成を目的とする研修及び教育の実施、コンピュータ・ネットワーク及び情報通信全般に関す
るコンサルティング
＜主なサービス＞
・資格取得/スキルアップ支援サービス
・事務局/プロモーション支援サービス
・各種コンサルティングサービス(インフラ環境構築、認定制度策定支援など)
＜取り扱いトレーニング＞
EC-Council、Aruba、Cisco Systems、NetApp、Python、CompTIA、F5 Networks、Citrix、
Gigamon、RedHat、Alibaba Cloud、他
* 文中掲載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
◆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
本社
： 〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム4F
代表者 ： 代表取締役社長 青柳 史郎
資本金 ： 1億円
設立
： 2000年4月
コーポレートサイトURL ： https://www.gsx.co.jp/
EC-Councilセキュリティエンジニア養成講座：https://www.gsx.co.jp/academy/academy.html
― GSX は、サイバーセキュリティ教育カンパニーに生まれ変わります ―
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メニューをご提供しています。
以下のように「教育」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。
➢ 直接的な教育貢献
総合的な教育事業提供社として、EC-Council セキュリティエンジニア養成講座を介してセキュリテ
ィエンジニアを輩出し、標的型メール訓練サービスや IT セキュリティ e ラーニングである Mina
Secure®及びサイバーセキュリティ演習サービスを介してお客様のセキュリティリテラシーを向上し
ます。
➢ 間接的な教育貢献
GSX の既存事業（脆弱性診断サービス、コンサルティングサービス、サイバーセキュリティソリュー
ションサービス）を介して、各サービスに関係するサイバー犯罪やそのリスク、さらにお客様の現状

の課題についての”気づき”と、対策の正しい進め方を提供することで、あらゆる事業活動を教育啓蒙
の場として活用します。
➢ 市場活性化としての教育貢献
お客様の情報セキュリティリテラシー向上のため、共にお客様をサイバー脅威などから守れる業界の
プレイヤー（パートナー様）を増やすことを目指します。志を同じくするプレイヤーを増やすこと
で、さらなる市場の活性化を推進します。

※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】
トップアウト ヒューマンキャピタル マーケティング担当：松井 TEL ：03-5403-6370（代）
Webサイト お問い合わせフォーム：https://www.topout.co.jp/inquiry
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 営業本部 マーケティング部
TEL ：03-3578-9001（代） 各種お問い合わせ：https://www.gsx.co.jp/inquiry

