
PCI DSS セキュリティフォーラム 2020

2020年 5月14日(木) 10:00～16:40   (受付開始 9:30)

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

～カード情報非保持化やQRキャッシュレス時代への対応～

「実行計画」が定めたカード事業者の対応期限とされた2020年3月を迎え、クレジットカード情
報の安全管理は新たな段階に入ります。
いっぽうスマートホンによるQRコードなどのキャッシュレス決済も急速に普及してきており、この
分野の事業者も対象として、割賦販売法が再度の改正を行う動きです。
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： (一社)日本クレジット協会 セキュリティ対策推進センター長 飯田 和徳氏

●次なる「実行計画」は何を求めるか。割賦販売法の再改正も踏まえた、2020年の動向を解説します。

●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。

http://www.jcdsc.org/ （検索：JCDSC）

【後援申請中】 (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2019その後」

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㈱

本部企画 13:00～13:40 ホールD5

講師：PCI SSC  アソシエイトダイレクター日本 井原 亮二氏

●PCI DSSの改定版Ver4.0の策定が進行中です。改定ポイントを可能な範囲で解説します。

「PCI DSS最新情報」

特別講演 16:00～13:40 ホールD5

講師：経済産業省 商務・サービスグループ キャッシュレス推進室 小暮 千賀明氏

●キャッシュレス推進に関わるわが国の全般的な取り組みを踏まえ、進捗と展望を解説します。

「キャッシュレスの推進」



2020 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でモニター中継

10：10～
10：50

(01)基調講演
「実行計画2019その後」

(一社)日本クレジット協会 セキュリティ

対策推進センター長 飯田和徳 氏

G402およびG409でモニター中継

下記講演のガラス棟会場 (G)の室番号は、事前の予約状況により決定し、
当日にD館5Fの全体受付でお渡しするプログラムに掲載します。

11：10～
11：50

(02) NRIセキュアテクノロジーズ
株式会社

「PCI DSSの実効性と効率化の要、
特権ID管理の成功事例と勘所」

(03) Appgate, Inc.…G
「PCI DSS対応におけるゼロ・トラストの活用」

(04) NHN JAPAN株式会社…G
「カード会員データへのサーバーアクセスをエージェントレスで実現」

(05) 三和コムテック株式会社…G
「PCI準拠と非保持対策の「進化」事例を紹介します！」

①タレスDIS CPLジャパン株式会社
11:10～
「まだ間に合う。カード情報暗号化対応」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② P.C.F. FRONTEO株式会社 11:30～
「AI KIBIT を活用したセキュリティ

対策費用の捻出」

⑩キヤノンITソリューションズ株式会社
11:10～ 「あきらめるのはまだ早い！

PCIDSS維持コストの節約術」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑪インフォサイエンス株式会社11:30～
「PCI DSSに準拠するための、ログ管理・分析
方法について」

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最新情報」

PCI SSC-日本 井原亮二氏

(07) 株式会社アイ・イーグループ…G
「日本初！中小企業の情報漏洩を防ぐ、サイバー保険付き出口対策」

(08) スマート・ツー株式会社…G
「小中規模システム向けPCI DSS構築支援と診断ワンストップサービス」

(09) 本部企画のモニター会場…G
「PCI DSS最新情報」

③三菱スペース・ソフトウエア株式会社
13:00～ 「「すみずみ君」によるクレジット

カード番号の管理」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④株式会社ブロードバンドセキュリティ
13:20～ 「3DセキュアやSWIFTの

不正決済対策・不正送金対策」

⑫㈱ネットワークバリューコンポネンツ
13:00～「PCI DSSの監査に効率的で

継続的な管理可能なソリューションRedSeal」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑬ Ivanti Software株式会社13:20～
「Ivantiのセキュリティパッチ管理

ソリューションのご紹介」

14：00～
14：40

(10) S&J株式会社

「次世代Webセキュリティ：API監視」

(11) ｆｊコンサルティング株式会社…G
「ポスト2020のキャッシュレスセキュリティ-新しい脅威とPCI DSS4.0」
(12) 株式会社リンク…G
「サブスク決済で売上を伸ばす-対面加盟店の活用シーンをご紹介-」
(13) 株式会社GRCS…G
「非保持化だけで大丈夫？～SAQを用いたカード情報漏えい対策～」

⑤株式会社ディーエスエス 14:00～
「AWS環境でCAFIS接続を行い
イシュアシステムを実現した事例紹介」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑥株式会社アイディテックジャパン
14:20～「PCI-PTS製品とPCI-P2PE

サービスのご紹介」

⑭株式会社スプライン・ネットワーク
14:00～ 「要件11.1対応をフルオートメー

ション化、手軽さと安全性の両立！」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑮国際マネジメントシステム認証機構㈱

14:20～ 「QSAによるPCI DSS準拠・

運用相談コーナー」

15：00～
15：40

(14) インフォサイエンス株式会社

「PCI DSSに準拠するための、
ログ管理・分析方法について」

(15) 国際マネジメントシステム認証機構株式会社…G
「監査現場から考えるPCI DSSの正しい活用法～QSAがみた成功と失敗例～」

(16) 富士通エフ・アイ・ピー株式会社…G
「PCI DSS準拠後のお悩み解決」

(17) Ivanti Software株式会社…G
「Ivantiのセキュリティパッチ管理ソリューションのご紹介」

⑦三和コムテック株式会社 15:00～
「PCIと非保持を「進化」させるSOL事例」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧BSI Professional Services Japan ㈱

15:20～ 「PCI DSSセキュリティ診断関連

サービスとQSAによる無料相談会」

⑯ Appgate, Inc 15:00～
「PCI DSS対応における

ゼロ・トラストの活用」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)特別講演
「キャッシュレスの推進」

経済産業省商務・サービスグループ
キャッシュレス推進室

小暮千賀明氏

(19) 株式会社スプライン・ネットワーク…G
「要件11.1対応をフルオートメーション化、手軽さと安全性の両立！」

(20) 株式会社Blue Planet-works…G

「サイバー攻撃に対抗する新しいアプローチ」
(21) TIS株式会社…G
「クラウド＆セキュリティサービス活用事例」

⑨ 共同印刷株式会社16:00～
「クレジットカード情報の非保持化支援

ＢＰＯサービス 」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JCDSC 20200305版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


