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NTT データ・セキュリティ株式会社
http://www.nttdata-sec.co.jp/

NTTデータ・セキュリティ株式会社は、セキュリティのプロフェッショナルとして、セキュリティを高める
ための組織運営の仕組みづくりはもちろんのこと、安全を監視・評価し、脆弱なセキュリティの回復や改善
に取り組む仕組み作りを実現します。
お客様がセキュリティを心配せず、
安心かつ効率的に事業を進めるためにPCI DSSトータルサービスやセキュ
リティソリューション、セキュリティ診断、不正アクセス監視・遮断、セキュリティ教育といった、最善なセキュ
リティサービスを提供しております。

セキュリティコンサルティング / 監査
組織的なセキュリティ運用を円滑に進め、適正なマネ
ジメントプロセスの確立を支援するサービスを提供し
ています。情報資産を効果的に守るために、情報資産
をとりまくリスクを評価し、情報セキュリティを管理
するための考え方や手順の策定、認定取得までのコン
サルティングを提供しています。
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セキュリティ診断
現状のシステムの脆弱性を認識するためのサービス
です。お客様環境に合わせたセキュリティ診断によ
り、的確な問題点の指摘や診断後のセキュリティ施策
のご提案など、脆弱性検査ツールだけでは得られない
サービスを提供しています。
セキュリティ監視運用
不正アクセス監視サービスを24時間365日アウトソー
シングすることで、お客さまのネットワーク環境を脅
威から防御するサービスです。外部からの不正侵入
や内部からの不正行為をリアルタイムに監視すること
で、状況や危険性を的確に判断し、適切な対処案を
提示しています。

セキュリティソリューション
適切なセキュリティ設計、製品の導入を支援するソ
リューションです。業務効率の低下を抑制し利便性と
運用面を考慮します。多様なリスクに対し整理した対
策観点のなかで、お客様に合った対策製品の導入や
運用を支援しています。
セキュリティ教育
情報セキュリティの基礎から、ITガバナンス、ISMS
の構築・運用に携わる実務者・コンサルタントまで幅
広いニーズに対応したセミナーを提供しています。
また、企業に求められるセキュリティ対策を網羅した
「PCI DSS教育シリーズ」も提供しています。全社員
にセキュリティ意識を浸透させることを目的とし、基
本からテクニカルコースまで、幅広い層を対象とした
コースを提供しています。

お問い合わせ先
NTT データ・セキュリティ株式会社
〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12 KDX 芝大門ビル 6F
TEL: 03-5425-1953 FAX: 03-5425-1960

E-mail: info@nttdata-sec.co.jp

株式会社大塚商会
http://www.otsuka-shokai.co.jp

インターネットビジネスが急速に展開する中で、セキュリティ課題が急上昇、情報システム全体は複雑化の傾向
を辿っています。システムを取り巻くセキュリティの守備範囲は広がり、お客様が独自にセキュアな環境を構築
し維持管理していくのは容易ではありません。大塚商会ではITシステムやネットワーク管理など、お客様のシス
テム担当者として総合的に支援し、いつでも安心して仕事の出来るオフィス環境を提供し、見えざる脅威からお
客様をしっかりとお守りいたします。

マネージドネットワークサービスは、IT 管理ご担当者が兼任でも、
不在でも、IT 活用を可能にするサービス＆クラウド＆サポートの
トータルサービスメニューです

・クローズド網＆モバイル・リモート接続

インターネット接続、セキュリティゲートウェイにWebウイルス対策
やWebフィルタリングまですべて月額でおまかせいただけるサービ
スです。

・ＰＣマネジメントＡＳＰサービス

◆ ASP 型 IT 資産管理サービス アセット管理人
「年に１～２回程度、ＩＴ資産台帳を作成したい」というケースな
のに、機能過多の資産管理ツールを導入するのはもったいないと
思いませんか？
「アセット管理人」なら、IT 資産情報の収集に機能を絞り、期
末棚卸しなど必要な時にだけご利用いただくことで PC1台あたり
年額 1,080 円
（税別）という驚きの低価格でご提供をします。ASP
型だから管理サーバも不要、直ぐに簡単にIT 資産管理が始めら
れます。

煩雑なPC 管理をサーバ不要＆月額だけで実現するオトクなサー
ビスです。PC 設定情報の保管や資産管理、導入ソフトウェア管
理、さらにはインターネット経由でのリモート操作にも対応。お役
に立ちます！

13

◆ファイアウォール・マネージメント・サービス～FMS～

◆インターネットおまかせサービス
ひとことに「インターネットを導入する」といっても、回線やプロバイ
ダは何がいいか、接続やセキュリティはどうしたらいいか、トラブ
ルが起きた時の復旧はどうしたらいいかなど、たくさんの手間や不
安が待ちかまえています。 そこで大塚商会では、そんなお困りご
とや手間のかかる作業を丸ごと引き受ける
「たよれーるインターネッ
トおまかせパック」
をご用意しました。
光回線の接続、プロバイダの申し込み、さらにLAN 構築から
セキュリティ対策まで、
「つなぐ」
「まもる」といったビジネスに必要
なインターネット環境をワンパックでご提供します。 さらに、本格
的なインターネット活用がしたいお客様には、オプションサービスも
ご用意しています。設定・設置は、おなじみの弊社担当エンジニ
アが訪問して行うので、手間もなく、安心しておまかせいただけま
す。

ファイアウォールは設置したきりパッチも適用していない、ファーム
ウェアも古いままでメーカーサポートが終了していた・・・というこ
とはありませんか？
大塚商会では、ゲートウェイ機器を24 時間 365日監視し面倒な
日々の運用管理や障害対応もセキュリティ監視センターからリモー
トにて迅速に対応する
「ファイアウォール・マネージメント・サービス
～ＦＭＳ～」をご提供。システム管理者が不在でも安心・お手軽に
最新のゲートウェイセキュリティを実現します。

お問い合わせ先
株式会社大塚商会
〒102-8573 東京都千代田区飯田橋 2-18-4

TEL：03-3514-7568 FAX：03-3514-7564

E-Mail：osm-g＠otsuka-shokai.co.jp

JNSA Press

◆たよれーる マネージドネットワークサービス

株式会社コンシスト
http://www.consist.jp

ともに考え、創り、ともに用い、守ります

株式会社コンシストは、金融機関の情報システム部門のアウトソーシング化を契機に、1988年に設立されました。
「お客様と共にしっかり立ち、一貫性をもってやり遂げる。
」を企業理念とし、今日まで金融、保険、社会基盤・
不動産分野のお客様を中心に、ビジネス戦略、システムコンサルティングからシステム開発、運用保守までのソ
リューションサービスをご提供してまいりました。弊社の存在意義は、お客様がいつも安心して業務を進められ
る環境づくりを行い、頼れるパートナーとしてお客様の成長を支えることです。このため、社員全員が専門家と
しての技術力の向上と、それに足る人間力の向上に努めています。また、必要に応じて関係するシンクタンク、
公認会計士・税理士、他のベンダー等との業務連携も行っています。

【サービスの概要】
《お客様の利益を計画する》
◆ ビジネス戦略ソリューション

◆ システムサポート（運用・保守）

q IT ガバナンス強化支援サービス
・情報化戦略立案支援
・内部統制（IT 統制）構築支援
・IFRS（国際会計基準）導入支援
・クラウド導入支援
・リスクアセスメント（評価）支援
q PMO 支援サービス

14

q
q
q
q
q
q
q
q

◆ システムコンサルティング
q
q
q
q
q
q

《お客様の情報を守る》

ビジネスプロセスコンサルティング
業務システムコンサルティング
インフラコンサルティング
パッケージ製品の評価・選定支援
要件定義支援（システム発注者側での支援）
IT ベンダー見積の評価支援

ヘルプデスクサービス
システム運用サービス
ネットワーク運用サービス
クライアントパソコン障害対応サービス
定期訪問サービス
コンサルテーションサービス
ホームページ運用サービス
IT プロフェッショナルサービス（年間契約サービス）

◆ システム監査・情報セキュリティ監査

《実際の運用を見据えて開発する》
◆ 業務システムソリューション

q フルオーダーでの業務システム開発
・金融（融資・保証・ファンド・格付、等）
・保険（保険数理・不動産投資管理、等）
・社会基盤・不動産（テナント賃貸管理、物流管理、等）
q 既存パッケージシステムの導入・カスタマイズ開発
・会計・人事給与 等
オービックビジネスコンサルタント（OBC）新 ERP パートナー
q セミオーダー型業務システム活用による開発

〔不動産管理スケルトンパッケージ〕

◆ Ｗｅｂサイトソリューション

q Ｗｅｂサイトの企画・デザイン・制作
q テンプレート利用による Web コンテンツ制作
q Ｗｅｂアプリケーションの開発

◆ インフラソリューション

q サーバー・ネットワークの設計・構築
q グループウエアの環境構築・教育
q セキュリティポリシーの策定・教育・構築
q ウィルス対策ソリューション設計・構築
q クライアント管理・資源管理ソリューション設計・構築
q セキュリティパッチ適用管理ソリューション設計・構築
qWeb・メール監視ソリューション設計・構築
q 罹災時対策ソリューション設計・構築

お問い合わせ先
株式会社コンシスト
〒101 ‐ 0047 東京都千代田区内神田2-15-9 内神田282ビル 6 階
TEL：03-5295-0571 FAX：03-5295-0860

E-mail：consist-consult@consist.jp

大日本印刷株式会社
http://www.dnp.co.jp/bf/ss/

DNP・大日本印刷は、1980 年代初頭、IC カードの開発に着手し、以降、キャッシュカードやクレジットカード、
電子マネー、鉄道系カードなど、様々な用途に向けて IC カードや周辺ソリューションを提供してきました。
現在、IC カードは、企業のセキュリティを強化するキーデバイスとして使われることが多くなってきました。
DNP は、IC カードの提供はもちろん、入退室管理システムを含む物理セキュリティ、IC カードで培った各種認
証技術を活かした情報セキュリティ、紙文書のライフサイクルを管理するドキュメントセキュリティ、さらに
は勤怠管理や食堂決済などの福利厚生システムに至るまで、企業に求められるセキュリティシステムや IC カー
ドシステムの構築を総合的に請け負っています。
政府の第 2 次情報セキュリティ基本計画
（2009 年 2 月）
では
「事故前提社会」
の基本コンセプトのもとに、政府、
重要インフラ、企業、個人のそれぞれが主体的に情報セキュリティ対策を進めることを求めています。
こうした中、DNP ではセキュリティビジネスの一層の拡大を予見し、2010 年 4 月、セキュリティソリューショ
ンの開発、販売を手がける専門部署を設置。同時期に、銀行・クレジット・証券業界向けセキュリティシステ
ムの開発・構築で、高い評価を得ている株式会社インテリジェント ウェイブを連結子会社化しました。
現在、DNP は、グループ内の営業体制、開発体制を有機的に結びつけた、新たなソリューション提供体制を
構築し、セキュリティビジネスを更に拡大させています。
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大日本印刷が提供するトータルセキュリティソリューション
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お問い合わせ先
大日本印刷株式会社
IPS 事業部セキュリティソリューション本部
〒162-8472 東京都新宿区榎町 7 番地

TEL: 03-3513-2740 FAX: 03-3513-2598

URL: http://www.dnp.co.jp/bf/ss/

