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大阪経済記者クラブ会員 各位

「大商マイナンバー対応支援サービス」
セキュリティサービスの申し込み受付開始について
【問合せ先】大阪商工会議所 経営情報センター
（坪田・古川・稲継） 06‑6944‑6351

大阪商工会議所（所在地：大阪府大阪市、会頭：佐藤 茂雄）は、⻄⽇本電信電話株式会社
（本社：大阪府大阪市、代表取締役社⻑：村尾 和俊、以下、ＮＴＴ⻄⽇本）及び株式会社エヌ･
ティ･ティ マーケティング アクト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社⻑：⼭本 博敏、以下、ＮＴＴ
マーケティングアクト）と協業して提供するマイナンバー（社会保障・税番号）対応支援サービスの第一
弾「セキュリティサービス（以下、本サービス）」の利⽤申し込み受け付けを 10 月５⽇（月）から開始す
る。本サービスは、大阪商工会議所の会員企業を対象に提供するもの。
また、本サービスの利⽤開始にともない、10 月 20 ⽇（火）には、「マイナンバー対応の実務とセキュリ
ティ対策講座（以下、本セミナー）」を大阪商工会議所で実施する。本セミナーでは、マイナンバー制度
における安全管理措置や最新の情報を提供するとともに、近年の情報セキュリティ対策について、最新の
事例を交えながら分かりやすく解説する。
○本サービスでは、以下２種類のサービスを提供する（サービスの詳細は、別添資料①参照）
。
①PC セキュリティサービス
ＰＣの操作ログを自動的・安全に収集・保管する機能と業務に関係のない操作の制御（外部メデ
ィア等への書き出し禁止）により、内部の情報漏えいを防止する機能を提供する。万一、情報漏
えい事故が発生した場合の対応や PC の不正利用の抑止に活用できる。
◆月額料金
6,000 円（税別）／５ID 利用
②セキュリティ強化プラン「レンタル型」
ＵＴＭ（Unified Threat Management：外部からの不正アクセス等を防止するための統合脅威管理
機器）など不正アクセス防止のための機器の設置・監視・運用までワンストップで対策可能なサ
ービスを提供する（株式会社エヌ・ティ・ティネオメイトより提供予定）
。
◆月額料金
18,310 円（税別）／スタンダードプラン 利用端末１〜30 台
◆初期費用 140,000 円（税別）
○大阪商工会議所は、会員企業におけるマイナンバー制度の導入を支援するため、本サービスのほかに、
既に２種類のサービス（①給与計算アウトソーシング、②人事制度構築）を展開しており、今後も、
新サービス（①業務マニュアル等作成支援、②マイナンバー教育研修）のリリースを予定している。

＜添付資料＞ 「PC セキュリティサービス」ご紹介資料２種（別添資料①）
「マイナンバー対応の実務とセキュリティ対策講座」案内状（別添資料②）
以 上

大阪商工会議所会員企業様向け

ＰＣセキュリティサービス
ＰＣセキュリティサービス
■ＰＣの操作ログを自動的・安全に収集・保管します。
■情報漏洩リスクを低減します。
■利⽤開始から１年経過するごとに、ログをＤＶＤで提供します。
サービスの特徴
・モバイルＰＣも会社ＰＣも統⼀管理
・自動で分析結果のレポートが作成される

・ソフトウェアをインストールするだけで利用開始
・設備不要、運用負担なし

ＰＣセキュリティサービス
PC操作ログ取得機能
PCの操作ログを自動的・安全に収集・保管する機能です。PCの操作ログを記録する
ことで、万⼀、情報漏えい事故が発⽣した場合も、収集したPC操作ログを解析するこ
とで、情報が漏えいした経路と漏えいに関与したPCの特定に活用することができます。
ログ取得

誰が、どのパソコンから、いつ、どのようにアクセスし、どのような操作を⾏ったかといっ
たログを収集

ログレポート

Web閲覧・メール送信など17項目の定型レポートを自動作成
※クラウド上のログ保存期間は1年間

アラート機能

外部デバイスへのコピー、重要ファイルの操作などのイベントを検知、アラートメール
でお知らせ
管理者ＰＣ

不正操作のモニタリング
ポリシー違反に警告メッセージ

利⽤者

ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ

PC操作制御機能
業務に関係のない操作の制御（外部メディア等への書き出し禁止）により、内部の
情報漏えいを防止する機能です。さらに、マイナンバー等の重要な情報を取り扱うPC
の利用権限を設定するとともに、PC利用者情報やPC制御情報を集中管理すること
で、不正利用の抑止に活用することができます。
ＰＣ操作制御

以下のような制御を⾏いパソコン操作に不慣れなユーザが誤って情報漏洩してし
まうことを抑止
・ＵＳＢメモリやスマホなどのポータブルデバイスの使用制御
・コンピューター毎で「使用禁止」「読込のみ許可」「読み書き許可」の使用制御
・WINDOWS Update強制適用など

ＰＣ操作管理

ユーザ情報やパソコン制御情報を集中管理
管理者ＰＣ
利⽤者

USB利⽤
ポータルデバイス利⽤

ＵＳＢ/ポータルデバイス制御
パソコン制御情報の集中管理

○または×
○または×

ＤＶＤへのログコピーサービス
ログＤＶＤの提供
利用開始から１年経過する毎に、契約ＰＣ台数全ての１年間のログデータをＤＶＤにコピーし、
お客様に送付いたします。
※クラウド上のログサーバでは、ログ取得
から１年経過すると、ログデータは
自動的に削除されますので、
お客様
DVDでの保管が必要となります。

ログＤＶＤの提供

サービス料⾦（大阪商工会議所会員様向け特別価格）
■ＰＣセキュリティサービス

※パソコン１台に１ＩＤが必要となります。
※５ＩＤ単位のサービス提供となります。

■ＤＶＤへのログコピーサービス

50,000円（通常価格）⇒30,000円（税別）/年

※ＤＶＤは1年経過後、「ＰＣセキュリティサービス申込書」に記載したお申込者に送付いたします。
※ＰＣセキュリティサービスとＤＶＤへのログコピーサービスはセット販売とさせていただいています。
・ＰＣセキュリティサービスだけのご注文は、お受けできません。

サービス提供にあたっての注意事項
【サービス概要】
・契約期間は、サービス開始希望⽇の開始⽉から１年間とします。
・最低利用期間は１年間となります。なお、最低利用期間を経過した後は、いつでも解約することができます。
・ＰＣセキュリティサービスの１年分のサービス料⾦とＤＶＤへのログコピーサービスのサービス料⾦はまとめてご請求いたします。
・ＤＶＤは、１年後、株式会社ソリトンシステムズより送付いたします。
・課⾦開始は、サービス開始希望⽇が⽉途中であっても、サービス開始希望⽇の同⽉１⽇からとします。
・課⾦終了は、サービス解約⽇の同⽉末⽇までとなります。

【追加申込について】
・最低利用期間はサービス開始希望⽇の開始⽉から１年間となりますが、請求期間はサービス開始希望⽇の同⽉1⽇から
既存契約の契約終了⽉までとなります。

【解約申込について】
・最低利用期間の途中でのお客様都合による⼀部解約または全解約は可能です。ただし、未利用期間のサービス料⾦の
返⾦はございません。なお、全解約の場合は利用期間までのログをＤＶＤにして送付します。
・⼀部解約または全解約の際、最低利用期間に満たない契約がある場合は未請求期間分を違約⾦として請求させて
いただきます。
・全解約を⾏なった場合のＤＶＤへのログコピーサービスのサービス料⾦に関しては、⽇割および⽉割による精算は⾏いません。

＜お問合せ先＞ ■申込・販売・料⾦に関するお問合せ

大阪商工会議所会員企業様向け

セキュリティ強化プラン（レンタル型）
■UTM機器の設置・監視・運用までワンストップで提供します。
■外部からの不正アクセスによるリスクを低減します。
■初期費用を抑え、リーズナブルな⽉額料⾦でご利用いただけます。
サービスの特徴
・機器の導入から運⽤まで一括アウトソース
・24時間365日オンサイト保守付き

・UTM機器はFortigateを採⽤
・専門知識は不要

ご提供内容
UTM機器本体

ファイアウォール、IPS（不正侵⼊検知）、Webフィルタリングなどの機
能を１台で提供します。また、端末接続台数や通信環境などお客さま環境
に合わせて最適なUTMを選択することができます。
（提供機能）

ファイアウォール

Webフィルタリング
IPS

アンチスパム

アンチウィルス

導入(機器設定・設置)
時間のないお客さまに代わり、設定・設置を実施するためUTM機器の設定等に関す
る専門知識は不要です。設置後、動作確認まで⾏うため、動作確認終了後すぐにご
利⽤いただけます。

保守・ｾｷｭﾘﾃｨ-監視
適切なセキュリティーレベルを確保するためには、
導入後の運⽤が重要です。故障時には24時
間365日の体制でお客さまをサポートします。
・最新ファームウェアのバージョンアップ作業や
面倒なサブスクリプションサービスのライセン
ス申請などの手続きを実施します
・ウイルス感染等のインシデントを発⾒した
場合、メールでご連絡します
・月次レポートで通信状況を可視化します
・機器故障時も代替機とお取替えします

サービス料⾦（大阪商工会議所会員様向け特別価格）
■⽉額費用
仕様

プラン

価格(税別)

・推奨端末台数
・UTM機器本体

スタンダー
ドプラン

1~30台
FortiWiFi-60D

20,340円（通常価格）

プレミアム
プラン①

31~50台
FortiWiFi-90D

26,150円（通常価格）

プレミアム
プラン②

51~100台
FortiGate-100D

33,450円（通常価格）

プレミアム
プラン③

101~150台
FortiGate-240D

53,500円（通常価格）

⇒

⇒

⇒

⇒

18,310円
23,540円

備考
Wi-Fi機能有

Wi-Fi機能有

30,780円
48,150円

※支払い方法は毎月１ヵ月分の口座振込みになります。

■初期費用

150,000円（通常価格）⇒140,000円（税別）

※初期費⽤は全プラン共通です。
※拠点の移設に伴う機器の設定変更・設置場所の変更は、別途費⽤がかかります。

サービス提供にあたっての注意事項

（サービス利用規約より抜粋）

【サービス利⽤期間】

・本サービスの利⽤期間は、利⽤開始日から２年間を経過するまでとします。２年未満で契約の解除または終了する場合、
理由を問わず、お客さまは違約⾦として２年間までの差額を一括して支払うものとします。
・利⽤期間終了の４５日前までに、お客さまから当社に対して契約終了の通知がなかった場合、ご契約いただいている内容
と同一の内容・条件でさらに１年間、本サービス契約が継続されるものとし、以後も同様とします。
・本製品の販売をFORTINET社が終了した場合、その保守業務の期間は、同社の定めるサポート終了期間内に限られるも
のとします。

【ご利⽤料⾦】
・本サービスのご利⽤料⾦は、歴月による１ヵ月単位の料⾦の額とし、日割り計算は⾏いません。
・本サービスのご利⽤開始日が、１日以外の月の途中となる場合、その翌月よりサービス料⾦が適⽤されるものとします。
・本サービスの解除を月の途中で⾏う場合、該当月のサービス料⾦については、１ヵ月分の料⾦が適⽤されるものとします。

【免責事項】
・いかなる場合であっても、不法⾏為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、当社、その他本サービスの供給者、
再販売業者は、お客さまその他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピューターの故障による損害、その他
あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を
負いません。さらに、当社は第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。

＜お問い合わせ先＞

■申込・販売・料⾦に関するお問い合わせ

ご関係者に回覧下さい

主催：大阪商工会議所

いよいよ待ったなし！ マイナンバー制度への対応は万全ですか？

2016 年１月からマイナンバー制度の施⾏がスタートします。
これに先⽴ち、１０月より国⺠に対してマイナンバーの通知が開始されます。
ご存じの通り、企業は従業員からこの番号を収集し、税や社会保険の手続きに活用することになります。
しかしながら、この番号は非常に重要な個人情報であるため、その取扱いについて厳格なルールと運用の取
り決めが義務付けられています。
そこで、前半部では、企業としてマイナンバー制度施⾏に向けて⾏うべき準備や取り組みについて、
後半部では、重要なマイナンバーを管理する上で⽋かせない、セキュリティ対策についてわかりやすく解
説します。
また、大阪商工会議所としてこれらの問題解決に有効なサービスについてご紹介いたします。
ぜひ、ご参加下さい。
■ プログラム

■ 開催要項

（１）マイナンバー制度の概要
◆企業実務への影響と準備
・マイナンバーの基礎知識と最新情報
・今から行うべき準備
◆企業が行わなければならない安全管理措置
・組織的安全管理措置

・物理的安全管理措置

・人的安全管理措置

・技術的安全管理措置

（２）制度導入に向けたセキュリティ対策

■ 講師のご紹介

からすの労務管理事務所
代表 烏野 茂孝 氏

◆ネットワークセキュリティの強化
・近年の情報セキュリティについて

■ お申し込みについて
●「受講申込書」に必要事項をご記入の
上、FAX にてお申込み下さい。
●定員になり次第締め切らせていただきま
す。また、受講票等による受領通知は行
いません。

・情報セキュリティ対策の事例紹介とその教訓
◆マイナンバー制度導入対策サービスのご紹介
※１社２名までとさせて頂きます。

受講申込書
お申込みはＦＡＸ：０６－６９４６－７２１４までお送り下さい。
企業･団体名

・大商会員番号（

）

・未加入
TEL：

（

）

FAX：

（

）

お名前

e-mail：

@

お名前

e-mail：

@

受付

ご記入頂いた情報は、本セミナーの講師に参加者名簿として配布するほか、受付事務・本所からの各種連絡・情報提供に利用します。

■本セミナーのお問合せ■ 大阪商工会議所

経営情報センター

担当：坪田･古川（電話 06-6944-6351）

