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東京国際フォーラム （有楽町駅前）会 場

主 催 日本カード情報セキュリティ協議会

～PCI DSS準拠・カード情報非保持化を支援～

2018年6月に改正割賦販売法が施行されたことによって、「実行計画」はこの法律の実務上の

指針となりました。クレジットカード情報の安全管理に、カード加盟店も直接に責任を持つことが

法令上の義務となり、カード情報の非保持化やPCI DSS準拠が求められています。

対面加盟店を含めた、目標達成の最終期限2020年3月まで1年未満となりましたが、まだまだ

対応が遅れている事業者も目立ちます。

こうした流れの中、JCDSCでは、カード加盟店や通販企業、サービス・プロバイダーの皆さまの、

PCI DSS準拠や非保持化を支援するため、このフォーラムを開催いたします。

基調講演 10:10～10:50 ホールD5

開催概要

講師：月刊「消費者信用」編集長 浅見 淳氏

●改正割賦販売法の施行から1年を迎え、加盟店やカード会社などにどのような影響が生まれ

ているか。行政やカード業界に幅広い取材網を持ち、かつ鋭い分析・提言を発信する業界誌

月刊「消費者信用」の視点で、この1年が「実行計画」目標達成の年になるのか、未達成の事業

者がとるべき方策など、関心の高いポイントについて解説します。

●対象：カード加盟店(対面版売・通信販売企業)

PSP、サービス・プロバイダー、カード会社

カードセキュリティ関係事業者の方

●参加費：無料

●定員：講演会場（ホールD5、ガラス棟会議室G402・

G405・G409）により定員が異なります。申込みが定員

となり次第、受付を終了いたします。

●展示コーナーでは17社による展示と、20分交代のミ

ニ講演(20社)を行います。(D401・D503会場)

ミニ講演は予約なしで自由に入場できます。

●お申込み方法：JCDSCサイトの本フォーラム申込み

フォームをご利用ください。※受付は4/22頃開始

http://www.jcdsc.org/ （検索：JCDSC）

【後援】 (一社)日本クレジット協会 (JCA)

(公社)日本通信販売協会(JADMA) 

●会場：東京国際フォーラム

［ＪＲ線］ 有楽町駅（歩1分） 東京駅（歩5分）

［地下鉄］ 有楽町線/有楽町駅（歩1分）、日比谷線/銀座

駅（歩5分） 日比谷駅（歩7分）、千代田線/二重橋前駅

（歩5分） 日比谷駅（歩7分）

●このセキュリティフォーラムの全体受付はD館5Fです。

「実行計画の動向と2020年への進捗」

運営事務局： 三和コムテック㈱/ ㈱GRCS/ BSI 

Professional Services Japan ㈱/㈱ブロードバンドセ

キュリティ/NRIセキュアテクノロジーズ㈱/NTTデー

タ先端技術㈱/ソフトベンチャー㈱/リンク㈱/日本

オフィス・システム㈱ (順不同)

本部企画 13:00～13:40 ホールD5

パネラー：PCI SSCアソシエイトダイレクター日本 井原 亮二氏、JCDSC運営委員長 小島 英彦 (BSI-PSJ)

●実行計画が求めるセキュリティ対策とPCI DSSの関係性や、近年増加してきているISA資格者

による効果、さらに日本語版講習が開始されるというPCIP(PCIプロフェッショナル)資格のメリット

など、PCI DSSの最新情報を解説します。

「PCI DSSを取り巻く最新情報」



2019 アジェンダ （セッション時間割と展示内容）

【講演】 ホールD5(120席) G402(81席) G405(51席) G409(117席) 【ミニ講演】 A会場 D503 【ミニ講演】 B会場 D401

9：30 開場・受付開始 全体受付はD館5Fです

10：00 オープニング、ご案内 G402およびG409で、オープニングと基調講演をモニター中継

10：10～

10：50

(01) 基調講演

「実行計画の動向と

2020年への進捗」

(一社)金融財政事情研究会

月刊「消費者信用」編集長 浅見 淳氏

下記講演の会場(室番号)は、事前の予約状況により決定し、

当日のプログラムに掲載します。

11：10～

11：50

(02)アララ株式会社

「カード情報探索ソリューション

P-Pointer File Securityご紹介」

(03) 株式会社ユービーセキュア…GGGG

「PCI DSS対応のためのWebアプリケーションセキュリティ対策」

(04) BSI Professional Services Japan 株式会社…GGGG

「お客様の特性に応じた効果的なサービス、コンサルティング活用術」

(05) 三和コムテック株式会社…GGGG

「PCI準拠と非保持はこうして実現！ ―ご利用事例を紹介します」

① 株式会社KDDI エボルバ 11:10～

「えっ現場が犠牲に!?コールセンター

運営と法令遵守は両立できます」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② 株式会社ラネクシー 11:30～

「PC操作ログ収集＆監査レポートで

PCI DSS準拠をサポート」

⑩エンカレッジ・テクノロジ㈱ 11:10～

「見える化からはじめる！管理者

アクセス制御・認証＆証跡管理」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑪Intertrust Technologies Japan㈱11:30～

「オープンなOS環境・ネットワーク

環境でのカード会員情報の保護」

11：50～

13：00

昼休み 展示は昼休み中も実施 展示は昼休み中も実施

13：00～

13：40

(06) 本部企画

「PCI DSSを取り巻く最新情報」

・パネラー

PCI SSC-日本 井原 亮二氏

JCDSC運営委員長 小島 英彦

(07) Cyxtera Technologies, inc.…GGGG

「ゼロトラストへの移行をどう進める？従来型ネットワークの解決策」

(08) 国際マネジメントシステム認証機構株式会社…GGGG

「QSAと自己問診票（SAQ）を作ろう！～タイプ別作成の攻略方法～」

(09) トリップワイヤ・ジャパン株式会社…GGGG

「非保持化」を実施したWEBサイトにもWEB改ざん対策を！」

③㈱ブロードバンドセキュリティ13:00～

「クレジットカード情報が漏えいした場合の

企業インパクト」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④ 株式会社DTS 13:20～

「セキュリティサポートセンター

カード情報非保持化支援BPOサービス」

⑫株式会社ブランコ・ジャパン 13:00～

「カード情報のデータ消去の落とし穴と

適切なデータ消去のご紹介」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑬ 株式会社アシスト 13:20～

「PCI DSS準拠に効く！一歩進んだ

特権ID管理の最新処方箋」

14：00～

14：40

(10) NRIセキュアテクノロジーズ

株式会社

「PCIDSSの実効性と効率化の要、

特権ID管理の成功事例と勘所」

(11) 株式会社アシスト…GGGG

「PCI DSS準拠に効く！一歩進んだ特権ID管理の最新処方箋」

(12) 株式会社リンク…GGGG

「対面加盟店向けPCI P2PEソリューションのご紹介」

(13) 株式会社GRCS…GGGG

「悩ましい要件をシンプルに解決 GRCSのMTシリーズご紹介」

⑤三菱スペース・ソフトウエア㈱ 14:00～

「クレジットカード番号高速

検出ソリューションのご紹介」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑥ 株式会社システムエグゼ 14:20～

「個人情報匿名化ソリューションのご紹介」

⑭㈱スプライン・ネットワーク 14:00～

「必見！PCI DSS要件11.1の実効性を

担保するWi-Fi監視ソリューション」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑮国際マネジメントシステム認証機構㈱

14:20～ 「QSAによる自己問診票

（SAQ）作成支援サービスのご紹介」

15：00～

15：40

(14) 株式会社サン・パートナーズ

「知らないと損をする！

SAQによるPCI DSS準拠のコツ」

(15) 株式会社アンペール…GGGG

「社内機器のクレジットカード情報や個人情報の有無を手軽に検索可能」

(16) 株式会社スプライン・ネットワーク…GGGG

「必見！PCI DSS要件11.1の実効性を担保するWi-Fi監視ソリューション」

(17) インフォサイエンス株式会社…GGGG

「PCI DSSに準拠するための、セキュリティログ管理・分析手法」

⑦ 共同印刷株式会社 15:00～

「クレジットカード情報の

非保持化支援ＢＰＯサービス」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑧㈱アイディテックジャパン 15:20～

「PCI-PTS 認証製品のご紹介」

⑯ Cyxtera Technologies, inc. 15:00～

「ゼロトラストへの移行をどう進める？

従来型ネットワークの解決策」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑰株式会社ケイディティエス 15:20～

「PC操作画像記録ソリューション：

kdtsイリーガルビュー」

16：00～

16：40

(18) NTTデータ先端技術株式会社

「PCI SSC の最新ソフトウェア

セキュリティ基準のご紹介」

(19) NHN JAPAN株式会社…GGGG

「クレジットカード情報保護を強化するデータベースアクセス管理」

(20) キヤノンマーケティングジャパン株式会社…GGGG

「実行計画2019の理解とキヤノン決済端末による非保持化の実現」

(21) MicroFocus Enterprise…GGGG

「対面決済のリスクとP2PE決済によるPCI審査範囲の削減」(英語講演)

⑨ P.C.F. FRONTEO株式会社 16:00～

「フォレンジック調査から見る

PCI 要件の活用ポイント」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑳※タレスジャパン株式会社 16:20～

「PCI-DSS準拠を支援する

タレスのソリューションのご紹介」

⑱※ジェムアルト㈱ 16:00～

「やってみて分かった。トークナイゼーション

実装を成功させるコツ」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑲※MicroFocus Enterprise 16:20～

「Voltageによる決済環境の保護と

審査範囲の削減」
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ミニ講演は展示企業による20分講演 予約不要・出入り自由 ①～⑰は展示ブース番号 ※⑱⑲⑳はミニ講演のみ


