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対策カテゴリ

詳細カテゴリ

(組)全体

(組)組織体制の整備

(組)取扱規定等に基づく運用

企業名

製品・サービス名

情報のリンク先ＵＲＬ

問い合わせ先

ＡＬＳＯＫは、番号法のガイドラインにおける「基本方針
の策定、取扱規定等の策定、人的・組織的安全管理
措置」に対応するため、「Ｐマーク取得支援」によるサ
ポートが可能です。

ALSOK

ALSOKマイナンバーソリューション

Dell SecureWorks

お客様環境毎の環境やご要望をヒアリングし、弊社に
蓄積されたメソドロジーに基づいて、最適なマイナン
マイナンバーに関する特定個人情報保
バーに関する特定個人情報保護の方針・規定を策定
http://secureworks.jp/security
護の方針・規程の整備サポート・サー
いたします。
info-apj@secureworks.com
-and-risk-consulting/
ビス
合計４回程度のワークショップ（ヒアリング）を通じて、
貴社のフォーマットに応じた形式で２０ページ程度の方
針・規定を成果物としてご提供いたします。

インタセクト・コミュニケーションズ

http://www.alsok.co.jp/

概要

マイナンバー業務naviは、マイナンバーの全業務に対
応し、約40の業務フローが組み込まれています。マイ
ナンバーの収集～廃棄までの業務プロセスだけでな
く、監査や危機管理のフローも備わっています。リスク
対策が明記された手順により、情報漏洩を防止しま
す。ガイドラインに準拠した業務のログが自動的に記
録されるので、監査に適応できます。

03-3233-3521（櫻井・松
崎）
consult_team@ml.intasect.
co.jp

マイナンバー業務navi

http://www.intanavi.jp/

CSIRP(Computer Security Incident
Response Plan)策定支援サービス

セキュリティ侵害のリスクを軽減するには、守りを固め
ることが重要ですが、それだけでは十分とは言えませ
ん。複雑高度化するサイバー攻撃を完全に封じ込める
http://www.secureworks.com/i
のは困難です。万が一のセキュリティ侵害を考慮した
ncident-response/incidentinfo-apj@secureworks.com
対策を事前に講じておくことで、さらにリスクを軽減す
response-planning/
ることができます。SecureWorks では、事前のCSIRP
から事後のインシデント・レスポンス、デジタル・フォレ
ンジックに至るサービスを提供しています。

(組)取扱状況を確認する手段の整備

Dell SecureWorks
組織的
(組)情報漏えい等事案に対応する体制
整備

インタセクト・コミュニケーションズ

インタセクト・コミュニケーションズ

マイナンバー業務navi

マイナンバー業務navi

(組)取扱状況の把握及び安全管理措
置の見直し

NTTアドバンステクノロジ株式会社

個人情報検出ソフト「P-Pointer」
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http://www.intanavi.jp/

マイナンバー業務naviは、マイナンバーの全業務に対
応し、約40の業務フローが組み込まれています。マイ
ナンバーの収集～廃棄までの業務プロセスだけでな
く、監査や危機管理のフローも備わっています。リスク
対策が明記された手順により、情報漏洩を防止しま
す。ガイドラインに準拠した業務のログが自動的に記
録されるので、監査に適応できます。

03-3233-3521（櫻井・松
崎）
consult_team@ml.intasect.
co.jp

http://www.intanavi.jp/

マイナンバー業務naviは、マイナンバーの全業務に対
応し、約40の業務フローが組み込まれています。マイ
ナンバーの収集～廃棄までの業務プロセスだけでな
く、監査や危機管理のフローも備わっています。リスク
対策が明記された手順により、情報漏洩を防止しま
す。ガイドラインに準拠した業務のログが自動的に記
録されるので、監査に適応できます。

03-3233-3521（櫻井・松
崎）
consult_team@ml.intasect.
co.jp

企業は番号法に準拠した適切なマイナンバー管理が
必要です。全ての事業者は特定個人情報を含むファイ
ルを守らなければなりません。P-Pointerは、社内の
PCやファイルサーバに散在する特定個人情報ファイ
ルを洗い出し、どこにどんなファイルが存在するか状
況を把握することができる製品です。個人情報検出市
場導入実績9年連続シェアNo.1のP-Pointerをぜひご
検討ください。

P-Pointe担当
TEL：044-589-6508
（受付時間 9:00～17:00
土、日/祝日/年末年始を
除く平日）
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対策カテゴリ

詳細カテゴリ

(人)全体

企業名

インタセクト・コミュニケーションズ

製品・サービス名

概要

問い合わせ先

http://www.intanavi.jp/

マイナンバー業務naviは、マイナンバーの全業務に対
応し、約40の業務フローが組み込まれています。マイ
ナンバーの登録や削除等のシステム的なプロセスだ
けでなく、前後の書類の授受や提出、保管などの
ヒューマンセントリックの業務も網羅しています。業務
手順が具体的に明記されており、新任者でも安心して
業務遂行できるので、引継ぎ時にも役立ちます。

03-3233-3521（櫻井・松
崎）
consult_team@ml.intasect.
co.jp

http://www.alsok.co.jp/

ＡＬＳＯＫは、事業者に求められる安全管理措置への
対応をサポートするため、警備や情報セキュリティ等、
当社が今まで警備業で培ったノウハウや豊富なサー
ビスを、ソリューションサービスとして提供します。

ALSOKマイナンバーソリューション

http://www.alsok.co.jp/

ＡＬＳＯＫは、事業者に求められる安全管理措置への
対応をサポートするため、警備や情報セキュリティ等、
当社が今まで警備業で培ったノウハウや豊富なサー
ビスを、ソリューションサービスとして提供します。

Trend Micro Deep Security

・Deep Security
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/products/tmds/inde
マイナンバーなどを機密度の高い情報を保管する
x.html
サーバ自身を保護する製品です。多様な機能（脆弱性
対策、ファイアウォール、ファイルやレジストリなどの変
・トレンドマイクロ社マイナン
更監視、セキュリティログ監視、ウイルス対策）（※4）を
バーソリューション
1つのソリューションとして提供します。
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/solutions/mynumber
/index.html

Deep Discovery Inspector

・Deep Discovery Inspector
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/products/ddi/index.
html
ネットワークに入り込んだ脅威の情報探索等の不正活
動を、多様な検出ロジックとサンドボックスを用いて監
・トレンドマイクロ社マイナン
視し、マイナンバー情報等の抜き取りにもつながる侵
バーソリューション
入活動の早期発見に役立ちます。
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/solutions/mynumber
/index.html

McAfee SIEM

McAfee SIEMはゲートウェイセキュリティ、エンドポイン
ト、認証基盤など様々なセキュリティに関連するログか
ら攻撃の兆候・痕跡を見つけ出します。McAfee SIEM
https://www.softbanktech.jp/se はIntel Securityのセキュリティインテリジェンスを活用 sbtrvice/list/mcafee-siem/
してマイナンバーを窃取しようとする挙動を発見し、独 ipsol@tech.softbank.co.jp
自の高速なDBを搭載を使用して、いつ、何が起こった
のかという脅威の状態を迅速に特定・追跡し防御しま
す。

マイナンバー業務navi

情報のリンク先ＵＲＬ

人的

(人)事務取扱担当者の監督
(人)事務取扱担当者の教育
(物)全体

物理的

ALSOK

(物)特定個人情報等を取り扱う区域の
管理
(物)機器及び電子媒体等の盗難防止
(物)電子媒体等を持ち出す場合の漏え
い等の防止
(物)個人番号の削除、機器及び電子媒
体等の廃棄
ALSOK

トレンドマイクロ株式会社

技術的

ALSOKマイナンバーソリューション

(技)全体

トレンドマイクロ株式会社

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

株式会社 日立ソリューションズ

http://www.hitachisolutions.co.jp/mynumber/

マイナンバーソリューション
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受付時間：月～金（祝祭日
マイナンバーソリューションは業務プロセスの見直しか
除く） 10:00～17:30
ら、情報システムの対応、セキュリティ対策の提案など
0120-571-488
ワンストップで、企業がマイナンバー制度へ対応する
webmaster@hitachiためのサポートをご提供します。
solutions.com
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対策カテゴリ

詳細カテゴリ

企業名

NTTアドバンステクノロジ株式会社

キヤノンITソリューションズ株式会社

（技）全体
キヤノンITソリューションズ株式会社

製品・サービス名

概要

問い合わせ先

セキュリティインシデント緊急支援サー
ビス

万が一、サイバー攻撃を受けて情報が漏えいしてし
まった場合、やらなければならない基本的なことは「被
害の拡大防止、被害状況の把握、原因分析、社内外
への報告、改善策の検討/実施など」様々あり、またそ
の具体的な作業内容や対応の優先順位は状況により
異なります。何から手をつけたら良いのだろう！？そ
んな緊急事態が発生したらNTT－ATへご相談くださ
い。トリアージからフォレンジックまで幅広くサポートい
たします。

インシデント対応支援担当
TEL：044-589-6576
（受付時間 9:00～17:00
土、日/祝日/年末年始を
除く平日）

GUARDIAN（ガーディアン）シリーズ

http://canon-its.jp/guardian/

GUARDIANシリーズは、国内導入実績No.1を誇る、電
子メールからの情報漏えい対策ソリューションをはじ
め、情報セキュリティ対策に有効なソリューションをご
提供します。
メール本文や添付ファイルに12桁のマイナンバーが含
まれている場合、GUARDIANWALLでメールの送信を
ブロックします。 添付ファイルをZIP暗号化しメール送
信したり、送信せずに削除することが可能です（クラウ
ドサービスもご提供）

キヤノンITソリューションズ
株式会社
セキュリティソリューション
事業部セキュリティソ
リューション営業部
GUARDIANセキュリティ担
当
TEL：03-6701-3434／
FAX：03-6701-3471
〒140-8526 東京都品川
区東品川2-4-11

ESET（イーセット）セキュリティ ソフト
ウェア シリーズ

http://canonits.jp/product/eset/

ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズは、「高いウイ
ルス検出率」と「軽快な動作」を両立、マルチデバイス
に対応。また、暗号化ソフトもシリーズに加わり、高度
化・悪質化するマルウェアの脅威から、マイナンバーな
どの機密度の高い情報を守ります。

キヤノンITソリューションズ
株式会社
ESET法人サポートセン
ター
TEL：050-3786-2528
〒140-8526 東京都品川
区東品川2-4-11

NetSkateKoban（ネットスケットコウバ
ン）シリーズ

NetSkateKobanシリーズは、社内ネットワークの不正
PC接続を検出し遮断又は証跡保存します。
ネットワーク図の自動作図に加え多彩なオプション機
http://canon能も用意しております。
its.jp/product/nskoban/?gclid=
また、NetSkateKoban Nanoはセキュリティソフトの
CLzbh9「ESET」と連携することにより、ウイルス感染した端末
e_ccCFYqCvQodED0PTA
をネットワークから自動遮断しウイルスの蔓延を未然
に防止し、マイナンバーなどの機密度の高い情報を守
ります。

キヤノンITソリューションズ
株式会社セキュリティソ
リューション事業部
セキュリティソリューション
営業部
NetSkateKoban担当
TEL：03-6701-3441／
FAX：03-6701-3471
〒140-8526 東京都品川
区東品川2-4-11

PacketBlackHole

ラック紹介ページ
http://www.lac.co.jp/service/pr
oducts/pbh.html
ネットエージェント株式会社
(ラック100%子会社)
http://www.packetblackhole.jp/

株式会社ラック
営業代表
TEL:03-6757-0113
Mail:sales@lac.co.jp

技術的

キヤノンITソリューションズ株式会社

株式会社ラック

(技)アクセス制御

(技)アクセス者の識別と認証

NTT先端技術株式会社

ユニアデックス株式会社

情報のリンク先ＵＲＬ

「PacketBlackHole」は通信を取得し、ネットワーク通信
の具体的な内容を可視化することができます。
セキュリティインシデント発生後の漏えいデータにマイ
ナンバーが含まれたかを特定するために最適なソ
リューションです。

従来のID/パスワード認証によるログオン方式では不
正アクセス・なりすましのリスク防げず、情報資産の不
正利用のリスクは残ったままです。「ARCACLAVIS
Ways」は、ID/パスワードによる認証をICカードや生体
sec-info@intellilink.co.jp
情報、ワンタイムパスワードによる多要素認証に置き
換え、セキュリティ強化を実現します。さらにシングル
サインオン機能により、パスワード漏洩の危険から利
用者・管理者を解放します。

ARCACLAVIS

静脈、指紋、ICカード、ワンタイムパスワードを利用し
http://www.uniadex.co.jp/servi た多要素認証でPCログオンのなりすましを防止。さら
ce/security/securesuitev.html に、アプリケーションのログインを自動化し、安全性と
利便性を両立します。

UNIADEX SecureSuiteV
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対策カテゴリ

詳細カテゴリ

企業名

製品・サービス名

情報のリンク先ＵＲＬ

概要

問い合わせ先

SecureSphere Database Securityはデータベースへの
アクセスを監視し、不正な通信を識別しブロックするこ
とでデータベースを保護します。マイナンバー関連の
https://www.softbanktech.jp/se
sbtデータへの操作の記録、履歴の保持・検索だけでな
rvice/list/imperva/
ipsol@tech.softbank.co.jp
く、必要なレポートを作成し、振る舞い検知機能とカス
タム可能なポリシーによる検知・ブロック・アラートで安
全なマイナンバーデータの管理運用を支援します。

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

SecureSphere Database Security

日本電気株式会社

マイナンバー制度の導入を見据えてセキュリティを強
マイナンバー安心セット 顔認証ログオ http://jpn.nec.com/pcserver/m
mnosl_security@nec.jp.nec.
化。顔認証ログオンや持出し制御、盗難防止機器で機
ンセット
ynumberset.html
com
密情報を保護できます。

NTT先端技術株式会社

従来のID/パスワード認証によるログオン方式では不
正アクセス・なりすましのリスク防げず、情報資産の不
正利用のリスクは残ったままです。「ARCACLAVIS
Ways」は、ID/パスワードによる認証をICカードや生体
sec-info@intellilink.co.jp
情報、ワンタイムパスワードによる多要素認証に置き
換え、セキュリティ強化を実現します。さらにシングル
サインオン機能により、パスワード漏洩の危険から利
用者・管理者を解放します。

ARCACLAVIS

(技)アクセス者の識別と認証
株式会社アイピーキューブ

技術的

株式会社アイピーキューブ

株式会社アイピーキューブ

トレンドマイクロ株式会社

「AuthWay」（オースウェイ）

セキュリティレベルの高い時刻同期方式を採用したワ
株式会社アイピーキューブ
http://www.ip3.co.jp/product/a ンタイムパスワードによる二要素認証とスマートデバイ
電話番号：03-4550-0702
uthway.html
スを利用した二経路認証に対応した総合的な多要素
E-mail：info@ip3.co.jp
認証システムです。

「CloudLink」（クラウドリンク）

クラウドサービスと企業内システムの統合管理を実現
する製品です。認証連携機能による企業内システムと
株式会社アイピーキューブ
http://www.ip3.co.jp/product/c クラウドサービスのシングルサインオン、プロビジョニ
電話番号：03-4550-0702
loudlink.html
ング連携機能による企業内システムとクラウドサービ
E-mail：info@ip3.co.jp
スのアカウント同期（ID統合管理）を行うことができま
す。

「xIdentify」（クロスアイデンティファイ）

各種トークンを用いたワンタイムパスワード認証に加
え、スマートデバイスアプリや電話/SMSなどPSTN網
株式会社アイピーキューブ
http://www.ip3.co.jp/news/201 を用いた二経路認証に対応した総合的な本人認証
電話番号：03-4550-0702
5/ip3_press_20150917.pdf
サービス。確実な本人認証を実現し、不正利用やなり
E-mail：info@ip3.co.jp
すましを防止。マイナンバーのセキュリティ対策として
も最適な本人認証サービス。

Trend Micro Deep Security

・Deep Security
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/products/tmds/inde
マイナンバーなどを機密度の高い情報を保管する
x.html
サーバ自身を保護する製品です。多様な機能（脆弱性
対策、ファイアウォール、ファイルやレジストリなどの変
・トレンドマイクロ社マイナン
更監視、セキュリティログ監視、ウイルス対策）（※4）を
バーソリューション
1つのソリューションとして提供します。
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/solutions/mynumber
/index.html

Deep Discovery Inspector

・Deep Discovery Inspector
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/products/ddi/index.
html
ネットワークに入り込んだ脅威の情報探索等の不正活
動を、多様な検出ロジックとサンドボックスを用いて監
・トレンドマイクロ社マイナン
視し、マイナンバー情報等の抜き取りにもつながる侵
バーソリューション
入活動の早期発見に役立ちます。
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/solutions/mynumber
/index.html

(技)外部からの不正アクセス等の防止

トレンドマイクロ株式会社
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対策カテゴリ

詳細カテゴリ

企業名

製品・サービス名

概要

問い合わせ先

株式会社富士通ソーシアルサイエンス
SHieldWARE(シールドウェア)
ラボラトリ

SHieldWARE(シールドウェア)は、標的型攻撃への対策
http://www.ssl.fujitsu.com/prod やIT全般統制への対策を強力にサポートする、セキュ
http://www.ssl.fujitsu.com
ucts/network/netproducts/shi アOS製品です。マイナンバーをはじめとした特定個人
/products/contact.html
eldware/
情報ファイルに対する不正操作や情報漏洩のリスクか
らサーバを守ります。

株式会社富士通ソーシアルサイエンス マネージド・セキュリティサービス
ラボラトリ
（MSS）

次世代ファイアーウォール、WAF、サンドボックス型マ
ルウェア対策機器、IPS/IDSなど各種セキュリティ機器
http://www.ssl.fujitsu.com/prod から生成されるセキュリティイベントやログ情報を、
http://www.ssl.fujitsu.com
ucts/security/mss/
SIEMを用いリアルタイムに分析し、不正アクセスを早 /products/contact.html
期に発見することで、お客様のセキュリティリスクの軽
減を実現します。

Dell SecureWorks

マネージド・セキュリティ・サービス

世界最高レベルのセキュリティ監視サービスで24時間
365日、お客様環境を守り続けます。さらに
http://secureworks.jp/managed SecureWorks のサイバー・インテリジェンスを活用する
info-apj@secureworks.com
-security/
ことで脅威を予見し未知の脅威にも対応します。また、
万が一のセキュリティ侵害発生時にも異常を迅速に検
出することで影響範囲を最小限に食い止めます。

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

FireEye NX/EX/CM

FireEye シリーズは標的型攻撃による外部からの情報
窃取に対するNo.1の保護ソリューションです。マイナン
バーを含む機密情報は外部からの不正アクセスによ
https://www.softbanktech.jp/se る流出の危険性がありますが、FireEyeは標的型攻撃 sbtrvice/list/fireeye/
による攻撃検知するだけでなく、優れたアラート分析機 ipsol@tech.softbank.co.jp
能でセキュリティの専門家でなくともどういった攻撃が
何をしようとしていたのかがわかりやすくアラートされ
ます。

日本電気株式会社

既存のシステムにアドオンすることで、マイナンバー関
マイナンバー安心セット アクセスログ http://jpn.nec.com/pcserver/m 連データが含まれる人事・給与システムのデータベー mnosl_security@nec.jp.nec.
監視セット
ynumberset.html
スへのアクセス履歴が一目瞭然。不正アクセス抑止、 com
有事の際の原因解析/究明に迅速に対応可能です。

(技)外部からの不正アクセス等の防止

「標的型攻撃対策支援サービス」

株式会社ラック
特定個人情報を狙った標的型攻撃に対して"攻撃を未
http://www.lac.co.jp/service/tg
営業代表
然に防ぐ"、"被害にあった場合の早期発見とリスクの
tattack/tgtattack.html
TEL:03-6757-0113
最小化"という観点での複合的な対策サービスです。
Mail:sales@lac.co.jp

Lastline

従来のアンチウイルスソフトでは検知できない、未知
のマルウェアをWeb/メールトラフィックから高精度に検
出する、サンドボックス型の標的型攻撃対策システム
http://www.intellilink.co.jp/secu
です。CPUを含んだシステム全体をエミュレーションす sec-info@intellilink.co.jp
rity/products/solution/14.html
る独自の「フルシステムエミュレーション」により、近年
増加しているサンドボックス回避型マルウェアも高精
度で検出することが可能です。

株式会社アズジェント

MSS for マイナンバー

トレンドマイクロ社「Trend Micro マイナンバー向けサン
ドボックス」の外部監視サービス。アズジェント監視セ
http://www.asgent.co.jp/Press ンターのアナリストが24時間365日運用監視し、セキュ
/2015/150826.html
リティインシデントが発見された場合には相関分析等
を実施、エンドユーザにイベントの内容と必要なセキュ
リティ対策を提案する、自治体向けサービス。

トレンドマイクロ株式会社

・情報漏えい対策オプション
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/products/corpidlp/index.html
ウイルスバスター™ コーポレートエディ
・トレンドマイクロ社マイナン
ション 情報漏えい対策オプション
バーソリューション
http://www.trendmicro.co.jp/jp
/business/solutions/mynumber
/index.html

技術的
株式会社ラック

NTT先端技術株式会社

(技)情報漏洩等の防止

情報のリンク先ＵＲＬ

株式会社富士通ソーシアルサイエンス Blue Coat(Webセキュリティアプライア
ラボラトリ
ンス)
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株式会社アズジェント
セキュリティ・プラス本部
03-6853-7402
splus@asgent.co.jp

マイナンバーテンプレートを使ってマイナンバーをはじ
めとする特定個人情報を含むファイルを検知する設定
をしておくことで、クライアントPCからUSBストレージデ
バイスへのファイルのコピーやメール添付、オンライン
ストレージへのファイルアップロードのタイミングでファ
イルをスキャンし、マイナンバーなど特定個人情報が
含まれるファイルを検知し情報が外部に漏えいするこ
とをブロックします。

クラウド技術を使用したコンテンツフィルタリングを行
http://www.ssl.fujitsu.com/prod
い、社内サーバから外部のC&Cサーバなどへの不正 http://www.ssl.fujitsu.com
ucts/network/netproducts/blu
通信を検知・遮断し、マイナンバー情報等の漏えいを /products/contact.html
ecoat/
防ぎます。
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対策カテゴリ

詳細カテゴリ

企業名

情報のリンク先ＵＲＬ

概要

http://www.hitachi日立の秘匿検索技術を活用しマイナンバーを安全に
solutions.co.jp/company/press/ 管理するシステム。マイナンバーを暗号化したまま検
news/2015/0908.html
索から保管、利用が可能になります。

株式会社 日立ソリューションズ

マイナンバーセキュア管理システム

株式会社 日立ソリューションズ

情報漏洩対策というと、情報が保存されるファイル
サーバ等に目が行きがちですが、従業員が日々利用
http://www.hitachi秘文で実現するマイナンバーの情報漏
するクライアントPCの方が数が多い分、情報が漏洩す
solutions.co.jp/hibun/sp/pickup
洩対策
る可能性が高いと考えられます。情報漏洩対策の見
/pickup11.html
直しは、クライアントPCの対策から始めるのが効果的
です。

NTTアドバンステクノロジ株式会社

キヤノンITソリューションズ株式会社

技術的

製品・サービス名

クライアント向け標的型攻撃対策ソフト

GUARDIAN（ガーディアン）シリーズ

受付時間：月～金（祝祭日
除く） 10:00～17:30
0120-571-488
webmaster@hitachisolutions.com

http://www.nttat.co.jp/product/slp-yarai/

商品お問い合わせセンタ
（受付時間 9:00～17:00
土、日/祝日/年末年始を
除く平日） TEL ： 0120057-601 FAX ： 0120057-602
「SLP yarai（ヤライ）」とお
伝え下さい。

http://canon-its.jp/guardian/

GUARDIANシリーズは、国内導入実績No.1を誇る、電
子メールからの情報漏えい対策ソリューションをはじ
め、情報セキュリティ対策に有効なソリューションをご
提供します。
メール本文や添付ファイルに12桁のマイナンバーが含
まれている場合、GUARDIANWALLでメールの送信を
ブロックします。 添付ファイルをZIP暗号化しメール送
信したり、送信せずに削除することが可能です（クラウ
ドサービスもご提供）

キヤノンITソリューションズ
株式会社セキュリティソ
リューション事業部セキュ
リティソリューション営業部
GUARDIANセキュリティ担
当
TEL：03-6701-3434／
FAX：03-6701-3471
〒140-8526 東京都品川
区東品川2-4-11

ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズは、「高いウイ
ルス検出率」と「軽快な動作」を両立、マルチデバイス
に対応。また、暗号化ソフトもシリーズに加わり、高度
化・悪質化するマルウェアの脅威から、マイナンバーな
どの機密度の高い情報を守ります。

キヤノンITソリューションズ
株式会社
ESET法人サポートセン
ター
TEL：050-3786-2528
〒140-8526 東京都品川
区東品川2-4-11

キヤノンITソリューションズ株式会社

ESET（イーセット）セキュリティ ソフト
ウェア シリーズ

http://canonits.jp/product/eset/

日本電気株式会社

マイナンバー安心セット データ暗号
セット

ディスクに保存されるマイナンバー情報の漏洩を防
http://jpn.nec.com/pcserver/m
止。書き込みデータの暗号化やデータの完全消去機
ynumberset.html
能により、個人情報を保護できます。

デジタルアーツ株式会社

受付時間：月～金（祝祭日
除く） 10:00～17:30
0120-571-488
webmaster@hitachisolutions.com

あの機構で話題となった標的型メールによる情報漏え
い。注目すべきは、従来のウイルス対策では検知が難
しく新たな対策が必要という点です。また日本企業が
大小かかわらず無差別に狙われており、いよいよ他人
ごとではない状況です。情報が漏洩すると、信用失墜
により取引先から契約を打ち切られる事態も想定され
ます。業務でインターネットに接続されている方はいま
すぐ対策をご検討ください。導入は簡単です。

(技)情報漏洩等の防止

NTT先端技術株式会社

問い合わせ先

mnosl_security@nec.jp.nec.
com

Sophos SafeGuard Enterpriseはデスクトップ、ノート
PC、PDA、スマートフォンおよびリムーバブルメディア
上のデータを集中管理によって自動暗号化し、紛失や
盗難によるメディアの読み取りを防止します。機能別
に独立したモジュールによって構成され、各モジュー sec-info@intellilink.co.jp
ルはひとつのコンソールで集中管理されます。
ニーズに合わせて必要なモジュールを順次導入するこ
とで、スモールスタートから大規模導入まで幅広い
ニーズに無駄なく対応します。

SafeGuard Enterprise

ァイルを暗号化することで、情報漏洩を防止するソ
リューションです。予め設定された閲覧者しかファイル
を開けないパスワードレスのファイルセキュリティで
す。
http://www.finalcode.com/jp/lp 暗号化後はファイルが手元を離れてもログを取得し続
/04/
けますので、マイナンバーの利用実績記録にも対応。
また、ファイルを渡した後でも権限変更やリモート削除
が可能です。
社内でのマイナンバー保管のほか、委託先にマイナン
バーを提供する場合でもご利用頂けます。

FinalCode
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