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HID Global® は、セキュアな認証の作成、管理、使用に関連した製品、サービスおよびノウハウを世界中の数

百万の顧客に提供する、信頼ある企業です。

HID Global は顧客価値の創造に取り組み、物理アクセス管理、論理アクセス管理、カードのパーソナライズ、

訪問者管理、政府機関向けID、動物識別技術、産業および物流アプリケーションなどのソリューションにおい

て選ばれているサプライヤーです。 

HID Global のソリューションは最高の品質と価値をお届けします。 弊社製品はISO9001認証施設におい

て設計、製造が行われ、世界中の機関の認定を受け、製品にはグローバル製品保証が含まれています。 HID 

Globalのソリューションは、数十年にわたって蓄積された業界をリードする専門知識、利用可能な最強の配

信および応答プラットフォームにより支えられています。HID Globalのソリューションは、弊社製品の購入時

に、IDのニーズを満たすソリューションへの絶対の信頼をもってお客様が投資する、その長期的な信頼を確か

なものとします。

HID Global のアクセス管理ソリューション

およびセキュアなIDソリューションに関心をお

寄せいただき、ありがとうございます。 このガ

イドには、意思決定プロセスに役立つ、弊社

製品に関するさまざまな情報が掲載されてい

ます。 ご質問がございましたら、 

insidesales@hidglobal.com 

までお気軽にお問合せください。 

よろしくお願いいたし

ます。

HID Globalについて
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iCLASS SE リーダーおよび 
multiCLASS SE リーダー
アクセス管理に最高レベルのセキュリティと利便性を提供

アクセス管理とセキュリティの要件は進化し続けており、これは、時代遅れの技術がセキュリティの脆弱性や管

理上の問題の原因となることを意味します。 実際にほとんどの企業が、新しいオフィスの開設、吸収合併、ユ

ーザーの利便性向上、セキュリティ侵害などの理由から、近い将来アクセス管理システムのアップグレードを行

う必要に迫られています。 

iCLASS SE® リーダーおよび multiCLASS SE® リーダーは、広範なクレデンシャル テクノロジーをサポート

し、将来のセキュリティのニーズに備えて後方互換性と規模を維持するため、既存のアクセス管理システムをア

ップグレードする場合、または初めてインストールする場合に最適です。

iCLASS SE リーダーとmultiCLASS SE リーダーには次のような利点があります:

¡強力なセキュリティ: これらのリーダーでは、より高度な信頼性のために Secure Identity Object (SIO)

データモデルを活用する多層セキュリティ アプローチを使用し、スマートカードによる相互認証を向上させてい

ます。 さらに、iCLASS SE リーダーおよび multiCLASS SE リーダーは、コントローラとの暗号化通信を可

能にするOpen Supervised Device Protocol (OSDP) 基準に対応しています。 これらのリーダーはまた、

総当たり攻撃から保護する特許取得済みの速度チェック機能を特徴としています。

¡相互運用性: iCLASS SE リーダーおよび multiCLASS SE リーダーは、Seos®、iCLASS、MIFARE、125kHz 

Prox など、広範なクレデンシャル テクノロジーをサポートしています。 クレデンシャル以外にも、これらのリー

ダーでは、業界で最も幅広い物理アクセス管理パネルとの完全な相互運用性や、NFC および Bluetooth 通

信規格への対応も可能となっています。 

¡立証済みの持続可能性: iCLASS SE リーダーおよび multiCLASS SE リーダーには独自のインテリジェン

ト パワーモード機能があり、少なくとも59%のエネルギー消費削減で GreenCircle の認証を取得していま

す。 HID Globalは、これらのリーダーの環境製品宣言を開示しており、物理アクセス管理に与える持続可能

な製造の効果がさらに透明性を増しています。 

また、iCLASS SE リーダーおよび multiCLASS SE リーダーは HID Mobile Access® をサポートし、 モ

バイル端末へのセキュアなプロビジョニングが可能な、新しいクラスのポータブルIDクレデンシャルを許可してい

ます。

iCLASS SE® R10 iCLASS SE® R15 iCLASS SE® R40 iCLASS SE® RK40 iCLASS SE® RMP40 iCLASS SE® R95
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Seos クレデンシャル テクノロジー
より広い選択肢、より多くのアプリケーション、より確かな信頼

よりダイナミックな環境への需要が高まっていますが、Seos® アクセス管理ソリューションは、この需要を満たす

よう設計されています。 スマートカードやモバイル端末でセキュアなIDを可能にした、この画期的なクレデンシャ

ル テクノロジーが、利便性と性能の間の溝を埋めます。 

¡より広い選択肢:Seosを使用したソリューションは、アクセス管理デバイス、コミュニケーション基準、オペレー

ティングシステムの最適な組み合わせを選択する自由を提供し、どのような組織のニーズをも満たすケースを使

用します。

¡より多くのアプリケーション: アクセス構築やコンピュータのログインから、セキュアなプリントリリース、キャッシ

ュレスの支払いまで、この突破口となる技術は今までにない方法でIDをつなげます。

¡より確かな信頼: 受賞歴を持つ、Seosを使用したアクセス管理ソリューションは、業界で最高のセキュリティ

およびプライバシーの保護、リスク軽減、重要なIDデータの保護を実現させます。

従来のスマートカード技術同様、Seosでは伝統的な ISO プリンタブルカードを使用しながら、限りなく多種類

の物理アクセス クレデンシャル方式に対応することが可能です。 従来のクレデンシャル テクノロジーと異な

るのは、Seosが、物理アクセス管理をモバイル優先の環境に拡張し、かつてなかったキャッシュレスの支払いや、

セキュアな印刷、PCログインを可能にする点です。 また、最先端のiCLASS SEOSクレデンシャルは、多層セキュ

リティアプローチのための Secure Identity Object (SIO) とともにID情報保管および移動のための最新

暗号化基準を活用し、卓越したデータ保全性と強化されたプライバシー保護を実現させます。

Seosを使用したアクセス管理ソリューションは、進化を続ける今日の世界に、まったく新しいレベルの利便性と

選択肢、第一級のセキュリティ保護への信頼を組織にもたらします。

「Seosは単にドアを開け

るだけではないと思いま

す。Seosのおかげで、よ

り適切なクレデンシャル

管理ができ、部門の運命

を自らの手で決めること

ができます。」

Danny Anthes、

ジョージ メイソン大学IT部門  
シニアマネージャー
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HID Globalがサポートする 
クレデンシャル ポートフォリオ
最も広範なクレデンシャル テクノロジーをサポート

HID Global®により、御社は、 業界で最も広範なクレデンシャル テクノロジーのポートフォリオと複数のテ

クノロジーの構成をサポートする、柔軟なクレデンシャル ソリューションのプロバイダを活用することができま

す。 対応テクノロジーは以下のとおりです：Seos®、iCLASS SE®、iCLASS®、MIFARE DESFire EV1、MIFARE 

Classic、HID® Prox、Indala® Prox、UHF、Magnetic Stripe、Crescendo® 等。

HID Global の高度な設計 製造技術により、 複数のテクノロジーによるクレデンシャルを活用して移行を

容易にし、幅広いアプリケーションに対応するための機能を提供します。

MICROPROX
粘着型タグ

PROXCARD II
クラムシェル カード

iCLASS KEY II
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HID Mobile Access®
モバイル端末を使用した、セキュアで利便性の高いアクセス管理

モバイル端末は私たちの生活のすべての面を変えました。アクセス管理も例外ではありません。 HID Mobile 

Access® により、従業員がドア、ゲート、ネットワーク等にアクセスするため、スマートフォン、タブレット、ウェアラ

ブルを使用することができるようになりました。 アクセス管理のこの新しい選択肢は、今日のモバイル優先の社

会でユーザーの利便性を大幅に向上させ、よりモダンでプロフェッショナルな外観の組織を実現させます。

基になるクレデンシャル テクノロジーとして Seos® を活用した HID Mobile Access®が提供する主な利点

は次のとおりです:

¡ユーザーの利便性: エンドユーザーは、施設へのアクセスのためカードを携行する必要がなくなり、代わりに

適切なモバイル端末を使用できるようになりました。 高度に直観的な「タップ」および「ツイスト アンド ゴー」

といった操作のおかげで、従業員はより便利で効率的なアクセスを得られるようになりました。

¡運用の効率性:管理者は、HID Globalの Secure Identity Services のオンラインポータルを使用して、

無線ネットワークによるクレデンシャルの作成、管理、発行、撤回を個別に、または数回に分けて行うことがで

き、アクセス管理クレデンシャルを管理する際の時間や手間を省くことができます。 

¡より高度なセキュリティ: HID Mobile Access® は、クラウドベースの Trusted Service 

Manager、Seos クレデンシャル テクノロジー、Secure Identity Object データモデル、またデータ保全性

におけるベストプラクティスを使用してそれぞれのモバイルIDを端末に結び付け、静止時も移動中もデータを保

護します。 技術上のセキュリティ保護の域を超え、一般にユーザーがアクセスカードよりも携帯電話の保護を

より厳密に行う、という観念により、施設全体のセキュリティが引き上げられています。 

HID Mobile Access® のアプリは、Google Play および Apple App Store で簡単にダウンロードでき、

世界中のアクセス管理のエコシステムをサポートするため、最も人気の高い機種の携帯電話、タブレット、ウ

ェアラブルで使用できることが証明されています。 柔軟性を意図して設計されたモバイルアプリとリーダー

は、Bluetooth Smart および/または NFC （近距離無線通信）規格に対応しています。 

HID Mobile Access®ソリューションは、 

どのような組織のニーズにも応えるため、統合とカスタム化を可能にする、オプションとしてのポータルのAPIと

モバイルアプリのSDKを提供しています。 

「このソリューション

は、まさしく最高のテク

ノロジーとセキュリティ

の次のステップ、そして

アクセス管理の利便性を

具現化したものです。」

Adrian Noriega、

RFI Enterprises, Inc. 

フィールド プロジェクト マネー
ジャー
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VertX EVO コントローラおよび 
EDGE EVO コントローラ
伝統的なネットワークアクセス または 入口のインテリジェンス

HID Global のネットワークアクセス ソリューションは、オープンアーキテクチャ、 

広範なアクセス管理のソリューションと機能性を展開するためのIPベースのプラットフォームを提供します。こう

したソリューション/機能性には、リアルタイムのモニタリング、完全に機能的なオフラインのオペレーション、IP

リモート管理が含まれます。 

管理の対象となるドアが2か所であれ、数千か所であれ、HID Global の VertX EVO® および EDGE 

EVO® は、拡張とカスタム化を容易にするためのオープンアーキテクチャを提供します。 自社所有のアクセスソ

リューションとは異なり、VertX EVO および EDGE EVO は OPIN™ 開発プラットフォームを特徴としています。

これは HID Global のハードウェアおよび埋め込みソフトウェアへのアクセスを多くのOEMの開発者に提供する

ものです。 埋め込みソフトウェアはコントローラのアクセス管理の機能性を駆動するもので、インターフェースで

接続されてOPIN APIが使用できるようになっています。 これらが合わさり、業界で最も広範なオープンアーキ

テクチャのアクセス管理ソリューションとなります。

御社のニーズに最適なアプリケーションをお選びください:

¡VertX EVOはダウンストリーム インターフェース モジュールを持つ伝統的なトポロジーのマルチドア コント

ローラで、既存の伝統的なアクセス管理インフラストラクチャを活用したい組織に最適です。 VertX EVO は、

企業ネットワークの負担を軽減するマルチドアアクセス コントロールパネルを特徴としています。

¡EDGE EVO は、エンドポイント接続のためのすべてのドアをサポートするITインフラストラクチャを持つ組織に最

適なソリューションです。 EDGE EVO は、ネットワークケーブルやPoE (Power over Ethernet)などの標準的

なITインフラストラクチャを活用し、初期インストール費用および所有にかかる全費用を削減します。

どちらを選択される場合も、VertX EVO および EDGE EVO はいずれもオープンソースコードを特徴としてお

り、調整やカスタム化が可能です。 HID Global では、どのような組織にも最適なソリューション作成のお手

伝いをするため、幅広いOEMパートナーサポートを自信をもって提供しています。

VertX® EVO EDGE® EVO EH400-K
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EasyLobby  
訪問者管理
組織内で訪問者を確認、管理する、安全でプロフェッショナルなアプローチ

現在、訪問者の受付に手書きのゲストブックを使用しているか、ロビーの担当者が来客を迎えて受け付けてい

る、あるいはロビーが無人であるかに関わらず、HID Global の EasyLobby® 訪問者管理ソリューションは、

能率化されたシングルロビー、または複数の事業所を持つ組織用に全機能を備えたソリューションをサポート

します。 

弊社の訪問者管理ソリューションのポートフォリオは、御社のニーズに合わせた規模の拡大 縮小を行い、物理

アクセス管理システムの主なコンポーネントに簡単に統合できるよう設計されています。 ポートフォリオには、従

来のゲストブックに代わる直観的で費用対効果の高いソリューション、EasyLobby Soloや、訪問者の登録、追

跡、レポーティング、バッジ印刷、資産管理を行う包括的なエンタープライズ用ソリューション、EasyLobby SVM 

などがあります。

御社のニーズに最も適したEasyLobby 訪問者管理ソリューションをお選びください:

¡EasyLobby Solo:EasyLobby Solo は手書きのゲストブックからの移行を考えている中小企業向けに設計さ

れています。 ソリューションはインストールが簡単で使いやすく、訪問者登録プロセスの自動化に必要な主な

ツールを提供します。 また EasyLobby Solo により、組織には、タブレットを通じて来客自身が登録を行う

機能を提供し、カスタマイズした訪問者バッジの印刷や、名刺または政府機関が発行したIDのスキャンを行い、

訪問者の詳細情報を保存して、監査目的のレポートと訪問者データを引き出すことが可能となります。 

¡EasyLobby SVM: EasyLobby SVM は、より複雑な訪問者管理のニーズを抱える大企業向けに設計されて

います。 このソリューションには、EasyLobby Soloの全機能に複数のワークステーション用の追加機能が備

わり、共通の訪問者データべースや、許可された従業員によるインターネット上の訪問者事前登録、第三者機

関の重罪データベースによる来訪者スクリーニング機能、50を超える業界トップのアクセス管理ソリューションと

の統合、そしてより強固なカスタム化機能を共有することができます。

組織は、EasyLobbyにより、よりセキュアかつプロフェッショナルで、コンプライアンスが強化された、訪問者管理

のアプローチを確立することができます。

EasyLobby Solo または SVMの詳細および無料 

トライアルについては、 

hidglobal.com/visitor-management をご覧く

ださい。
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SAFE 物理IDおよびアクセス管
理 (PIAM)
組織全体にわたり、すべての物理IDの管理を簡素化

物理アクセス管理システム(PACS)内で直接物理アクセスを管理する従来の方法にはかなりの難点があります。 

こうした問題は、複数の異なるPACSシステムを持つ組織から、論理セキュリティシステムとの統合が行われていな

いことまで様々で、IDおよび関連の物理アクセスの管理につき、かなりの手作業が生じています。 セキュリティ

ポリシーの施行も同じく手作業で行われるため、このプロセスは一貫性のない、エラーの生じやすいものとなり、

複雑性が増しています。

HID Global の一部門である Quantum Secureによって開発された SAFE 物理IDおよびアクセス管理

(PIAM) はインターネット上のソリューションで、物理アクセスと関連づけられたIDのライフサイクルを組織が管理

できるようにするものです。 このソリューションは、HRや論理セキュリティシステムなどの他のセキュリティ イン

フラストラクチャと統合し、同期またはポリシーに基づくIDのオンボーディング/オフボーディングと、複数の異な

るセキュリティシステムにわたる、IDの物理アクセスを確実にします。

SAFE 物理IDおよびアクセス管理は総合的な機能を提供して、物理的なセキュリティにとって重要なすべてのタ

イプのIDを一元管理し、次のような主な利点をもたらします:

¡IDの自動化とアクセス管理のプロセスを通して運用コストを削減

¡異種のセキュリティ インフラストラクチャにわたる、すべてのタイプのID とその物理アクセスを一元管理して

完全に管理

¡アクセスのプロビジョニングおよび削除関連のポリシーの、手作業による施行にまつわるリスクを最小化

¡PACSでのオンボーディング/オフボーディング用IDとその物理アクセスにおける遅延の最小化

SAFE 物理IDおよびアクセス管理が、業界のベストプラクティスであるプロセスを取り入れてアクセス要求と承認

プロセスを能率化し、プログラミングの知識がなくともグラフィカルな「ドラッグ アンド ドロップ」機能を使用し

てビジネスポリシー/ルールおよびワークフローを作成できるようにします。 

SAFEは、HRセキュリティシステムまたは論理セ

キュリティシステムを含む他のセキュリティ イ

ンフラストラクチャと統合し、複数の、また様

に々異なるセキュリティシステムにわたり、ID

の同時およびポリシーベースのオンボーディ

ング/オフボーディングや物理アクセスを確実

にします。
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HID FARGO カード 
プリンタおよびエンコーダ
世界で最も幅広い、後期世代IDカードプリンタ 

およびエンコーダのポートフォリオ

HID Globalの広範なセキュアID発行ソリューションには、プラグアンドプレイ方式のエントリーレベル プリン

タから最も高度な印刷およびエンコーディング ソリューションまであり、最高レベルのIDセキュリティを可能

にしています。 弊社の Direct-to-Card® (DTC®) カードプリンタおよび High Definition Printing® 

(HDP®) カードプリンタは、フルカラーのロイヤルティカードやメンバーシップカード、訪問者バッジ、セキュアID

カード、企業IDカード、政府機関発行クレデンシャル等を、HID Global®に期待される高い確実性をもって印

刷することができます。

Direct-to-Card (DTC) プリンタは使いやすく信頼性が高いうえに、入手しやすい価格になっています。

Direct-to-Card プリンタは、カードの迅速な発行のために、グラフィックスやテキストをコスト効率の高い端か

ら端までの印刷でカード表面に直接印刷します。 

High Definition Printing (HDP、高解像度印刷) は、最高の機能を持つカードに最高の画質で印刷しま

す。

High Definition Printing で作成されるカードは、他のタイプのカードに比べ、耐久性、セキュリティともに

高くなっています。 カード画像と外界との間に耐久性のあるHDPフィルムの層を加え、摩耗を防いでいます。

HID® FARGO® プリンタに、HID Globalの

埋め込みエンコーダおよびラミネーション モ

ジュールを加えることにより、IDカードのパー

ソナライズ、エンコーディング、ラミネートが一

台のデバイス、印刷一回分の時間で可能と

なります。

DTC1250e IDカード 

プリンタ/エンコーダ

C50 IDカードプリンタ DTC5500LMX

プリンタ/エンコーダ/ラミネータ

DTC4250e IDカードプリ

ンタ/エンコーダ

DTC4500e IDカードプリン

タ/エンコーダ

HDP5000 IDカードプリン

タ/エンコーダ

HDP8500LE 産業用

カード レーザーエングレーバ

HDP5600 IDカードプリン

タ/エンコーダ

HDPii Plus IDカードプ

リンタ/エンコーダ

HDP8500 産業用および政府機

関用 IDプリンタ/エンコーダ
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HID Globalのカード 
パーソナライズサービス
IDバッジプロジェクトのためのカスタムカード プリンティングサービス

HID Global® は、便利なクラウド管理サービスを含め、非常にセキュアなバッジ保護を提供します。 プリパー

ソナライズ、または完全パーソナライズによる納品のオプションなど、バッジ印刷のパーソナライズに関する部分

は、すべて弊社のエキスパートチームが担当します。 バッジを初めて印刷される場合も、より大規模な再バッ

ジ印刷プロジェクトを行う場合も、弊社では高度にセキュアでプロフェッショナルなバッジを御社に提供するため

のスピードとノウハウを備えています。

HID Global カードサービスには次の内容が含まれます:

¡オンラインポータル: フォーマットの確認、プロジェクトのステータス追跡、再注文を数回のクリックで行いま

す。

¡設計コンサルティング: 偽造に耐える、効果的かつ魅力的なクレデンシャルを提供し、御社ブランドを強化し

ます。

¡世界中へセキュアで迅速な納品: 大規模な再バッジプロジェクトも含め、セキュアな作成と迅速な納品を、世

界中どこでもご利用ください。 

¡フルフィルメントのカスタマイズ: 配布を容易にする、スマートカード クレデンシャルの納品、分類、グループ

化を行います。

ID カードには、セキュリティのために氏名、写真、デザイン以外にも必要なことがあります。 改ざん、偽造から

保護するため、視覚的なセキュリティの要素が必要です。 そのため、HID Globalでは次のセキュリティ保護の

オプションを提供しています: ホログラム（埋め込みおよびサーフェス）、微細テキスト、光学可変インク (OVI)

（サブサーフェス）、Guilloche 画像、ホログラフィック オーバーラミネート、セキュア オーバーラミネート、ス

キャン防止およびコピー防止技術、紫外線および赤外線蛍光インク。
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非接触型クレデンシャルのための便利で効率的なパーソナライズ ソリューション

HID Global® は、パーソナライズされた非接触型カードを現場で印刷できる、非常に多才なパーソナライズ ソ

リューションを提供する一方で、複数のカード技術間で簡単に移行するための経路を許可しています。 高度

なエンコーダ プラットフォームからカードのパーソナライズ用ソフトウェアまで、弊社では、スタンドアローンのエ

ンコーディングまたはインラインのパーソナライズ用カードテンプレート設計の要件をすべて提供しています。

HID® CP1000 iCLASS SE® エンコーダ

弊社の中心的なクレデンシャル プログラミング プラットフォーム、CP1000 iCLASS SE® エンコーダは、単一

のエンコーダからiCLASS SEリーダーとの相互運用が可能な、幅広いクレデンシャル テクノロジーをサポート

するダイナミックなソリューションです。 こうしたテクノロジーには、iCLASS® Seos®、iCLASS SE®、iCLASS®

、HID® Prox、MIFARE Classic および MIFARE DESFire® EV1が含まれます。 

iCLASS SE エンコーダソリューションは、CP1000のようなデスクトップデバイスとして、または、 HID FARGO カ

ードプリンタ内のインラインエンコーダとして利用可能です。 インライン エンコーダにより、コンピュータで図

表を用い、スマートカードを単一のシームレスなプロセスでパーソナライズし、時間を節約して発行者が他の仕事

に集中することができます。また、カードのスループットを向上させ、同期の過程で起こりがちなエラーを効果的

に削減することができます。 

Asure ID カード パーソナライズ ソフトウェア

HID Global の Asure ID® カード パーソナライズ ソフトウェアは、パーソナライズIDを効果的に作成する

ための新しいアプローチです。 ソフトウェアは、カードの設計および事前設定のすべての要件をクリーンな環

境で提供し、ユーザーはデータ入力からカードのデザイン、印刷、レポーティングまでスムーズに移行することが

できます。 Asure ID には4つのエディションがあり、レベルが順に複雑化します。御社がシンプルな写真付き

IDを作成する場合も、高度にセキュアな非接触型スマートカードのクレデンシャルを発行する場合も、 Asure 

ID は最適なソリューションを提供します。

30日間無料トライアルをダウンロードしてご覧ください: hidglobal.com/asureid

Solo Enterprise

Express Exchange

CP1000 iCLASS SE エンコーダ

HID Globalが提供するクレデンシャ
ルのパーソナライズ ソリューション
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ネットワーク セキュリティ
情報詐欺から守る強力な認証

HID Global の ActivID® アイデンティティ―保証製品のポートフォリオは、ネットワークセキュリティ ソリュ

ーションですべての業種に強力な認証を提供します。  これらのソリューションは、アイデンティティを確立し、

ユーザーの日々 の業務を簡素化しながらユーザーアクセスを管理するために必要なリソースを組織に提供する

ものです。

ActivID ポートフォリオは以下を提供します:

¡アイデンティティ保証: ActivID ポートフォリオは、数千におよぶ企業がセキュアなIDの作成、管理、使用にお

いて信頼する、実証済みの技術を提供します。

¡クレデンシャル管理:クレデンシャルの管理や規模の拡大 縮小も、ActivIDならシンプルに行えます。 カード

の紛失や盗難の際、リアルタイムでカードを無効化し、リスクの可能性を即座に除去することができます。

¡強力な認証:多要素認証により、組織は適切なユーザーに適切なレベルのアクセスを許可することができま

す。  クレデンシャルは、ユーザーにとって最も便利で安全なデリバリー方法を使用し、複数の種類の端末に

与えることができます。

¡集中アクセス: 組織は、ネットワーク、アプリケーション、建物へのセキュアなアクセス用ID認証に使用できる、

単一のクレデンシャルを用いてプロセスを簡素化し、書類事務を減らすことができます。

ActivIDにより、シンプルなパスワードや単一の認証規制手段を超えた政府や業界規制へのコンプライアンスを

強化しながら、御社が多層認証でマルウェアの攻撃と戦い、詐欺関連の損失を削減するための強固な備えがで

きます。 さらに、IT および ヘルプデスク関連のコストを抑えることにより、運用効率がすべてのビジネスライン

で向上します。 

ActivIDにより、シンプルなパスワードや単一

の認証規制手段を超えた政府や業界規制

へのコンプライアンスを強化しながら、御社が

多層認証でマルウェアの攻撃と戦い、詐欺関

連の損失を削減するための強固な備えができ

ます。
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