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フォーサムアクティブ 法人向けマイナンバーソリューションの提供開始 

 

 

 株式会社フォーサムアクティブ（本社：東京都新宿区、代表取締役：遠山 雅昭）は、株

式会社 Jiransoft Japan (ジランソフト ジャパン)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：

吳 治泳）とオンラインストレージサービス「DirectCloud-BOX」を販売する代理店契約を

締結し、法人ユーザ様向けにワンストップで行えるマイナンバー一括ソリューションサー

ビス「フォーサムUP」を本日 2015年 10月 19日より提供開始致します。 

2016年 1月からのマイナンバー制度の運用開始に伴い、全ての企業においてガイドライ

ンに沿った厳格な対応が求められます。フォーサムアクティブでは、主に中小企業のご担

当者様や経営者様より、安価に対策が出来ないかとのお声を受け、初期費用ゼロ、月額 1

万円からの「フォーサムUP」を提供するに至りました。 

「フォーサムUP」では、アクセスログ管理、アクセス権限機能等の強固なセキュリティ

を有する「DirectCloud-BOX」を使用することで、物理的・技術的管理措置への対応が出

来ます。また、マイナンバーに関する取扱規程、社内規定等の策定のサポート、人的・組

織的安全管理措置へのコンサルティングの実施、特定個人情報取扱責任者・担当者様への

教育を行うことで、ガイドラインに明記されている全ての安全管理措置に対応する安価な

一括ソリューションを提供します。 

さらに DirectCloud-BOXの多彩な機能により、マイナンバー対策のみならず、お客様の

業務の効率化を実現することが出来ます。必ず対策をしなければならないという受動的な

システムの導入から、マイナンバー対策だけでなく業務効率化をも実現できる積極的なシ

ステム導入へと変えるマイナンバー一括ソリューション「フォーサムUP」は中小企業様の

お悩みを一括で解決いたします。 

 

＜上記サービス内容に関するホームページ＞ 

http://www.active-grp.co.jp/mynumber/index.html 

 

https://www.value-press.com/bin/tools/link_counter?l=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1aFkzUnBkbVV0WjNKd0xtTnZMbXB3TDIxNWJuVnRZbVZ5TDJsdVpHVjRMbWgwYld3PQ%3D%3D&a=jqinrbppnnx
http://www.active-grp.co.jp/


＜会社概要＞ 

会社名   ：株式会社フォーサムアクティブ 

設立    ：1997年 9月 

代表者   ：代表取締役 遠山 雅昭 

本社所在地 ：東京都新宿区新宿 1-26-9 ビリーウ゛新宿 2F 

資本金   ：40,000,000円 

URL    ：http://www.active-grp.co.jp/ 

 

＜会社概要＞ 

会社名   ：株式会社 Jiransoft Japan (ジランソフト ジャパン) 

設立    ：2011年 7月 

代表者   ：代表取締役社長 吳 治泳 (Oh, Chiyoung) 

本社所在地 ：東京都新宿区新宿 6-29-20 MATSUDA BLD. 7F 

資本金   ：70,000,000円 

URL    ：http://www.jiransoft.jp/ 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社フォーサムアクティブ 

ソリューション事業 担当：野﨑・遠藤 

〒160-0022 

東京都新宿区新宿 1-26-9 ビリーウ゛新宿 2F 

電話：03-5363-6917 メール：dcb@active-grp.co.jp 

 

http://www.active-grp.co.jp/
http://www.jiransoft.jp/
mailto:dcb@active-grp.co.jp


お客様に代わり、マイナンバー制度への対応を洗い出し、具体的な対策を提案し、導入致します。 

現状 1月から運用が開始され、全ての企業においてマイナンバー制度への対応が必要となるが、多くのご担当者様が何を対
策すればよいのか、セキュリティ対策に費用や労力を割かなければならないと感じています。 

お客様の問題 

マイナンバー制度への対応に高額なシステムを検討していませんか？ 

マイナンバー制度には罰則規定があり、法人と個人の両方に罰則規定が設けられています。会社はもちろんのこと、
大事な従業員を守るために何か対策をされていますか？あるいは高額なシステムをご検討されていませんか？ 

マイナンバー制度対策のお悩み 

・そもそも何を対策すればいいの？ 
・いつまでに対策が必要？ 
・マイナンバー対策のリスクは？ 
・見積もりを取ったら初期費用が高かった。 

個人番号の運用は2016年1月から始まっています 

マイナンバー制度を理解し、リスクを最小限に抑え、備えることが重要です。 

当社がお客様のマイナンバー対策をトータルサポート致します。 

http://www.photo-
ac.com/main/searc
h?q=%E6%82%A9
%E3%81%BF&srt=

dlrank 
 

Photo ACのフリー

素材、商用使用可
能 

サービスステップと概要 

STEP1 ヒアリング 

STEP2 対応内容の洗い出し 

STEP3 導入 

・初期費用ゼロから 
・低ランニングコスト 

・高いセキュリティの実現 
・業務の効率化 

マイナンバー制度の安全安心な運用の開始！ 

マイナンバー制度に伴う対策をご担当者様に任せきりではないですか？ 
対応すべきなのかすべきでないのかを精査できていますか？ 

物理的安全管理措置 

組織的安全管理措置 人的安全管理措置 

技術的安全管理措置 

マイナンバー対策の4つの柱 

http://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%82%A9%E3%81%BF&srt=dlrank
http://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%82%A9%E3%81%BF&srt=dlrank
http://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%82%A9%E3%81%BF&srt=dlrank
http://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%82%A9%E3%81%BF&srt=dlrank
http://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%82%A9%E3%81%BF&srt=dlrank
http://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%82%A9%E3%81%BF&srt=dlrank
http://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%82%A9%E3%81%BF&srt=dlrank


DirectCloud-BOXを利用した、 
マイナンバー情報のセキュアな保管の一例 

従業員から集めた
マイナンバーを 

セキュアな
DirectCloud-BOXへ

格納 

ウィルスや攻撃者
による 

データの漏えいを
ブロック 

きめ細かなユーザー 
設定により、特定の 
ユーザーのみに 

ファイルへのアクセス
権限を付与 

第三者認証取得に裏付け
された、国内の高品質な
データセンターを利用 

無料相談実施中！ 
マイナンバーに関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。 

問い合わせ先：株式会社フォーサムアクティブ  担当: 野崎  遠藤 
                  〒160-0022 
                             東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿2F   
                             Tel:03-5366-8571           Mail: dcb@active-grp.co.jp 

         

お客様のシステム状況等
をヒアリングし、マイナン
バー制度の運用に向けて
対策が必要な事柄を洗い

出します。 

ヒアリング内容をもとに、対
策プラン、チェックシートを
作成し、マイナンバー制度
の運用に向けたスケジュー

ルを組み立て 

スケジュールをもとに、
2016年1月の運用開始に

向けて体制の整備、規定
の策定、システムの導入を

実施 

マイナンバー
運用開始 

初期費用ゼロ、月額10,000円 
システムの変更の必要無し 

マイナンバー対策に対する、お客様の懸念事項を払拭し、政府広報のガイドラインに沿った 
安心安全なマイナンバー対策ソリューションをトータルで提供いたします。 

STEP.1 

STEP.2 

STEP.3 

内容 対策

取扱規定等の策定
マイナンバーの取得、利用保
存、提供、削除・廃棄ごとの
取扱方法の決定

取り扱い方法に関するルール
のサンプルを作成し、提供

基本方針の策定
マイナンバーの取得、利用保
存、提供、削除・廃棄ごとの
取扱方法の決定

マイナンバーの運用ルールの
サンプルを作成し、提供

関係法令、ガイドライン等の遵守
関連法令、ガイドラインに
沿った体制、ルール作り

提案する対策にて対応可能

安全管理措置に関する事項
安全管理措置項目に沿った
体制作り

提案する対策にて対応可能

質問及び苦情処理の窓口等
個人番号に関する問い合わせ
先の策定

お客様にて問い合わせ担当
者を決めて頂く

組織的安全管理措置

体制構築
取扱担当者及び取扱担当責任
者の決定

お客様にて担当者を決めて
頂く

運用記録の保全
マイナンバーに関する、取り扱
い記録の保全

運用ルールのサンプルを
提供

監査
マイナンバーの運用体制の
監査

運用ルールのチェックリストを
提供

危機管理体制の整備
情報漏洩事案に対する体制の
整備

体制のモデルを提供

人的安全管理措置

事務取扱担当者の監督 担当者の策定
お客様にて担当者を
決めて頂く

事務取扱担当者の教育 担当者の策定
お客様にて担当者を決めて
頂く

物理的安全管理措置

特定個人情報を取り扱う区域の管理 セキュリティエリア等の設置

DirectCloud-BOXにて
対応可能
あるいは防犯カメラ、
パーティション
工事事業者を紹介

機器及び電子媒体等の盗難の防止
セキュリティワイヤー等による
盗難防止措置

DirectCloud-BOXにて
対応可能
あるいはセキュリティワイヤー
等の防犯対策事業者を紹介

電子媒体を持ち出す場合の漏洩の防止
電子媒体に格納されている
データの暗号化、及びアクセス
制御等の措置

DirectCloud-BOXにて
対応可能
あるいは暗号化ソフト等の
ご提案

マイナンバーの削除及び、機
器電子媒体の廃棄証明等

DirectCloud-BOXにて一部
対応可能
あるいは廃棄業者を紹介

技術的安全管理措置

アクセス制御

アクセス権の設定により、特定
のユーザーのみがマイナン
バー情報ファイルへアクセス出
来る様にする

DirectCloud-BOXにて
対応可能

アクセス者の識別と認証

アクセス権の設定により、どの
ユーザーがマイナンバー情報
を閲覧、編集したかを明確にす
る

DirectCloud-BOXにて
対応可能

外部からの不正アクセス等の防止
ファイヤーウォール等の設置に
より外部からの不正なアクセス
を遮断する

DirectCloud-BOXにて
対応可能

情報漏洩等の防止
ウィルス対策ソフト等の導入に
より、情報漏洩を防止する

DirectCloud-BOXにて
対応可能

〇

△

△

〇

対応事項 対応可否

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

△

△

〇

〇

個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄

〇

△

〇

〇

※本チラシの情報は、2017年10月現在の情報です。 

※DirectCloud-BOXは株式会社ダイレクトクラウドが提供するサービスです。 
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