
安全に関するご注意 ご使用の前に、各種マニュアル（「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等）に記載されております注意事項や
禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

Cat.No. E03-16071415J
EX-301829

2016年7月現在日本電気株式会社 〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

■注意事項　●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。 ●DeviceLock DLP Suiteは、株式会社ラネクシーの商品です。サポートは（株）ラネクシーとなります。
■商標　NeoFaceは日本電気株式会社の登録商標です。ALog ConVerterは株式会社網屋の登録商標です。その他、本カタログに登場する製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

●「顔認証ログオンセット」に関するお問い合わせ
http://jpn.nec.com/bpc/sol
上記ホームページよりお問い合わせいただけます。

●「アクセスログ監視セット」、「機密ファイル保管サーバセット」に関するお問い合わせ
ファーストコンタクトセンター    TEL 03-3455-5800
月曜日～金曜日（除祝日、弊社休日） 9:00～12:00 / 13:00～17:00

●「データ暗号化セット」に関するお問い合わせ
NEC パートナーズプラットフォーム事業部    TEL 03-3798-9740
月曜日～金曜日（除祝日、弊社休日） 9:00～12:00 / 13:00～17:00

（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC マイナンバー（社会保障・税番号制度）インフォメーション

http://jpn.nec.com/mynumber/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

2016年 7月

マイナンバー安心セット

マイナンバー安心セット

マイナンバー・セキュリティソリューション

データ暗号化セット

暗号化HDD
ハードディスク全体を暗号化することで、ストレージ内の
ディスクを取り出し直接データ解析される場合のリスクを
低減します。

データ消去ソフトウェア「iStorage SecureEraser」
ハードディスク内の不要なデータを完全に消去する
ことで、悪意のあるユーザーによるデータ復元など
ができない安全な状態を確保します。

HDDの暗号化&データ完全消去で
ディスク盗難/抜き取りによる情報漏えいを防止。

希望小売価格： 998,000円（税別）

※マルウェアやパスワード盗難などの権限奪取によるデータ抜き取りに対しては別途対策が必要です。

データ暗号化セット

M110

Data1,Data2,Data3,
Data4,Data5,Data6

000000000000000
000000000000000

消 去

機密ファイル保管サーバセット

ファイル暗号化ソフトウェア「InfoCage ファイル暗号」
iStorage NS上の機密ファイルを手動および自動で暗号化。万が一、ファ
イルが流出した場合においても、情報漏えいリスクを低減できます。

アクセスログ管理「ALog ConVerter for iStorage NS」
サーバのアクセスログを解析・変換して、ユーザーごとの行動履歴を
分かりやすく「見える化」することが可能。独立したログサーバを立てず
に安価にすぐ導入可能なiStorage NSシリーズ専用ライセンスです。

アクセス権管理「NIAS（NEC Information Assessment System）」
ポリシーに反する様々なアクセス権を検出。従来ではフォルダ単位で確認が必要だった
問題のあるアクセス権設定の有無について、シングルウインドウで 確認及び修正を素
早く確実に実施することが可能です。

ファイルサーバの暗号化、アクセス監視で
強固な番号管理システムを構築。

希望小売価格： 1,084,280円（税別）～機密ファイル保管サーバセット

NS100Tg

NIAS 個人情報検出オプション【希望小売価格 428,000 円 ( 税別 )～】

個人情報が含まれるファイルの検出や隔離・削除等の是正処理を実現。 

自由に選べる「マイナンバー安心セット」各セットのご紹介

検出 確認 隔離個人情報

※マイナンバー、住所、氏名、メールアドレス、電話番号、クレジットカード番号、指定した文字列を検出可能です。



2016年1月より開始されたマイナンバー制度。本制度により、 
すべての事業者は様々な手続きを行う上で社員やその家族の 
マイナンバーを利用することになります。今後、年末調整時に 
本格的な利用が開始されるため、その管理業務においては、民間
企業向けガイドラインの「特定個人情報に関する安全管理措置」
の主要項目に応じたセキュリティ対策を講じる必要があります。

2016年
1月

制度開始

アドオンだからスピーディ&低コスト！

4つのセットから自由に選択可能！

幅広い人事給与システムに対応

スピーディな導入と“安心”“安全”な運用を支援する「マイナンバー安心セット」
NECでは、アドオンならではの迅速かつ低コストな導入と柔軟な構成選択で幅広いビジネスニーズに
応える「マイナンバー安心セット」をご用意。人事給与システムに対するセキュリティを高める「顔認証
ログオンセット」、「アクセスログ監視セット」、「データ暗号化セット」、人事給与システムから出力される
マイナンバーを含む帳票等の重要なファイルを保管する「機密ファイル保管サーバセット」をご提供
することで、企業のさらなる信頼性向上、そしてセキュリティ意識向上に貢献します。

“安心”“安全”なマイナンバーへの対応および運用

企業の信用・信頼の向上、社内のセキュリティ意識の向上に貢献

顔認証ログオンセット

顔認証PCセキュリティソフトウェア「NeoFace Monitor」
カメラに顔を向けるだけの簡単ログオン。
常時監視機能で第三者の不正利用をシャットアウト。

パスワードと顔認証による
二要素認証でセキュリティ強化可能。

データ漏えい防止ソフトウェア「DeviceLock DLP Suite」

覗き見防止フィルター「のぞき見防止フィルター」

盗難防止ワイヤー「セキュリティワイヤー」

未許可のデバイス（USBメモリ、スマートフォン等）へのアクセス禁止や、メールへの
ファイル添付禁止による、データ流出の防止。

PC本体の不正な持ち出しや盗難を物理的に防止。

常時監視のカメラに映らない死角からののぞき見を防止。

顔認証ログオン＊とデータ持ち出し制御で
「なりすまし」や「データ流出」などを防止。

アクセスログ監視セット

希望小売価格： 378,260円（税別）～

＊：OSログオン機能。

顔認証ログオンセット

自由に選べる「マイナンバー安心セット」各セットのご紹介

アクセスログ管理「ALog ConVerter DB」
膨大で複雑なデータベースへのアクセスログを解析・変換
して、ユーザーごとの行動履歴を分かりやすく「見える化」
することが可能。「いつ、誰が、どのDBに、何をしたか」が
一目でわかるため、タイムリーなアクセス監視や不正アク
セスが発生した際の原因解析/究明に役立ちます。

希望小売価格： 873,600円（税別）～アクセスログ監視セット

例）内蔵光学ドライブや未許可のUSBメモリへの書き込みを制限

書き込み

読み込み
未許可の
USBメモリ

スマートフォン
（MTP）

DVD/CD
ドライブ

デスクトップ型 / ノート型のいずれかを選択

&
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18:02

2015/7/7
18:02

<Client> Takagi-PC <App> SQLCMD <DB> 顧客DB 
テーブル[会員登録情報]のデータが参照されました

<Client> Takagi-PC <App> SQLCMD <DB> 顧客DB
 SELECT * FROM 会員登録情報

Takagi

Takagi

DB_SELECT

DB_RAWSQL

時刻 ユーザ 対象 操作

α
収集したトレースファイルを

アクセスログに変換

いつ 誰が 何をしたかどのアプリケーションからどのデータに

専用プリンタオプション
【希望小売価格 149,500 円 ( 税別 )】

以下のプリンタ本体およびUSBケーブルを含む。
● MultiWriter 8450N
● USBケーブル(2m)

●データベースへのローカルアクセスも監視可能 ●監視したい操作を事前に定義し、管理者にアラート通報が可能。

PC
サーバルータ

管理者

サーバにアクセス ダイレクトアクセス

監視対象操作の一例
● 非正規ルートからのDBアクセス
● 特権ユーザーの操作
● 業務時間外の操作

ネットワークパケット
からログを取得

サーバからログを取得

不正
ユーザー

DBサーバへのローカル
アクセスログは取得できない

DBサーバへのローカル
アクセスログも収集可能

ネットワークパケット
キャプチャ製品

ログ取得/監視で、不正アクセスを抑止。
問題発生時の原因解析/究明にも貢献。

※さらに別途、MylogStar 3 Desktopを購入すれば印刷ログ取得によるセキュリティ強化が可能です。

顔認証パスワード

法定調書印刷の専用機とすることで印刷セキュリティを向上

企業のマイナンバー制度への
迅速な対応と安全な運用をサポートする
「マイナンバー安心セット」

マイナンバー安心セット

マイナンバー安心セット

1.人事・給与システム対策 2.番号管理対策

個人番号関係
実務実施者

帳票出力
プリンタ 人事・給与システム 番号管理システム

（人事・給与部門ファイルサーバなど）

顔認証ログオンセット 機密ファイル保管サーバセット

DB

データ暗号化セットアクセスログ監視セット
PCへのアクセスを厳格化 DBのアクセス履歴の監視 HDD盗難への備え ファイルの暗号化/

アクセス権管理とアクセスログ監視
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