
ＩＤＦ団体会員「製品・サービス区分リスト」（全52社） 
 区分︓① 製品（ハード、ソフト）販売（フォレンジックに関連する製品） 

② フォレンジック調査
ａ ＰＣ・サーバ等、ｂ ネットワーク機器等、ｃ 携帯電話・スマートフォン
ｄ 記録デバイス等、ｅ その他
③ 訴訟支援・コンサルティング、④ ｅ-Discovery、⑤ トレーニング・人材育成、
⑥ ネットワーク監視・記録、⑦ データリカバリー、⑧ 情報漏洩調査・脆弱性調査、 
⑨ サイバー・インシデント演習（フォレンジックを含む）支援、
⑩ ポリシー・組織構築支援（CSIRT その他）、⑪ 予兆把握、自動調査処理ツール等、
⑫ その他

※ 製品・サービス区分リストの内容は各社の責任においてご提供頂いた内容となります。

ＩＤＦ団体企業名 サービス区分 主要製品等 

株式会社フォーカスシステムズ 
http://cyberforensic.focus-s.com/ 

①、②-a・c・d、
③、④、⑤、⑥、
⑧、⑨、⑩、⑪

各種ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾂｰﾙ全般 
解析ｿﾌﾄｳｪｱ(EnCase/FTK/IEF・AXIOM/BlackLight)
HDD 保全ツール(Falcon/MacQuisition) 
書込防止装置(Tableau/Shadow3 等) 
ﾏﾙｳｪｱ解析ﾂｰﾙ(Responder Pro/IDA Pro 等)
標的型攻撃対応ｿﾌﾄｳｪｱ(EnCase EndpointSecurity)
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(公式トレーニング(EnCase/FTK)等)
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査・脆弱性診断
ｾｷｭﾘﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 他

株式会社 FRONTEO 
http://www.fronteo.com/ 

①、②、③、④、
⑤、⑥、⑦、⑧、
⑪

各種ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾂｰﾙ 
〈Lit i View XAMINER(人工知能搭載ﾚﾋﾞｭｰﾂｰﾙ)/MSAB 
Office (XRY、ﾓﾊﾞｲﾙ端末ﾃﾞｰﾀ解析ﾂｰﾙ)／Solo-4 
(HDD複製装置)／UltraBlock (書込み防止装置) 他 〉
Lit i View SNS MONITORING (SNS 監視ﾂｰﾙ) 
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
eDiscovery ｻｰﾋﾞｽ
Lit i View EMAIL AUDITOR
(人工知能搭載 EMAIL 監査ﾂｰﾙ) 他

株式会社NTTデータ 
http://www.nttdata.com/ ②-ａ、③、⑥

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾗﾎﾞ
標的型攻撃検知ｻｰﾋﾞｽ「patologphin」
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ強化ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

株式会社ラック 
http://www.lac.co.jp/ 

②、⑤、⑥、⑧、
⑨、⑩、⑪

緊急対応ｻｰﾋﾞｽ「ｻｲﾊﾞｰ 119」 
情報漏えい調査 
ｾｷｭﾘﾃｨ診断
APT 攻撃耐性診断ｻｰﾋﾞｽ「APT 先制攻撃」
JSOC ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ
ﾗｯｸｾｷｭﾘﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰ（ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ･ﾊﾝｽﾞｵﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）



有限責任監査法人トーマツ 
http://www.deloitte.com/jp/dtrs 

②-ａ・ｂ・ｃ・
ｄ・ｅ(ﾈｯﾄﾜー ｸﾌｫﾚﾝｼ゙
ｯｸ)、⑤、⑥、⑧、
⑨、⑩ 

ｻｲﾊﾞｰｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚｽﾎﾟﾝｽｻｰﾋﾞｽ 
ｻｲﾊﾞｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾚﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸｻｰﾋﾞｽ 
ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸｻｰﾋﾞｽ 
技術的ｾｷｭﾘﾃｨ評価ｻｰﾋﾞｽ（脆弱性診断） 
ﾃﾞﾛｲﾄ ｻｲﾊﾞｰ ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ ｻｰﾋﾞｽ 

株式会社ディアイティ 
http://www.dit.co.jp/ 

①、②-ａ・ｂ・ｄ、
⑤、⑥、⑦、⑧、
⑨、⑩ 

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸｿﾌﾄｳｴｱ（X-WaysForensics） 
ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ機器（Omnipliance) 
情報漏えいﾈｯﾄ調査（ｻｲﾊﾞｰ情報ﾊﾟﾄﾛｰﾙ） 
教育（ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ、ｻｲﾊﾞｰﾃﾛ、初心者用） 
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応（ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ、ﾛｸﾞ解析） 
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ支援ﾂｰﾙ（CAPLogger、SFChecker） 
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ解析ｻｰﾋﾞｽ 他 

株式会社オーク情報システム 
http://www.oakis.co.jp ①、⑥ ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸｻｰﾊﾞ『NetEvidence』の 

開発・販売 

ネットエージェント株式会社 
http://www.netagent.co.jp 

①、②-a・c、③、
⑥、⑧ 

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査ｻｰﾋﾞｽ  
P2P 調査ｻｰﾋﾞｽ  
脆弱性診断ｻｰﾋﾞｽ  
WAF  
ﾎﾜｲﾄﾊｯｶｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ  
ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ製品開発販売 (PacketBlackHole) 
ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ製品開発販売(One Point Wall)  
HTTPS可視化製品開発販売(Counter SSL Proxy) 

株式会社ピーシーキッド 
http://www.pckids.co.jp/ 

①、②-a・d、④、
⑦、⑧ 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ製品販売 
ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ 
その他ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀに関するｻｰﾋﾞｽ 

AOS リーガルテック株式会社 
http://www.aos.com/ 

①、②-ａ・ｂ・
ｃ・ｄ、③、④、
⑤、⑥、⑦ 

ﾃﾞｰﾀ復旧ｻｰﾋﾞｽ 
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査ｻｰﾋﾞｽ、ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
各種ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾂｰﾙ (ﾌｧｲﾅﾙﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ、Oxygen、 
AndrEx、AOS PRO/3(動画復元) 
AOS E/3(画像鮮明化) 等) 
不正調査支援・解析ｿﾌﾄｳｪｱ (Nuix Investigation and 
Response 等) 
ｅ-Discovery ｻｰﾋﾞｽ 

ハミングヘッズ株式会社 
http://www.hummingheads.co.jp ① 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄｾｷｭﾘﾃｨ（ｾｷｭﾘﾃｨﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ︓SeP） 
ｱﾝﾁｳｲﾙｽ（ﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ︓DeP） 
完全自動化ﾂｰﾙ（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ︓InP）等



FTI コンサルティング 
http://www.fticonsulting.com/ 

②-a・c・d、③、
④ 

Ringtail、Radiance、Acuity、FTI Investigate 等
のﾚﾋﾞｭｰﾂｰﾙを活用した e-Discovery 対応 
訴訟ｻﾎﾟｰﾄ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ･業務･IPO ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ 
政治ﾘｽｸ･競合他社評価 
反社会的勢力調査 
投資･出資後のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾚﾋﾞｭｰ 
不正調査･贈収賄･汚職関連調査 
保険請求関連調査 等 

株式会社サイバーディフェンス研究所 
https://www.cyberdefense.jp 

①、②、⑤、⑧、
⑨ 

Oxygen Forensic Analyst(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ解析ﾂｰﾙ) 
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
ﾏﾙｳｪｱ解析 
ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝﾃｽﾄ 
ｻｲﾊﾞｰ演習の実施及び、ｼﾅﾘｵ作成 
ｻｲﾊﾞｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 
各種ﾊﾝｽﾞｵﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

エンカレッジ・テクノロジ株式会社 
http://www.et-x.jp ① ｼｽﾃﾑ証跡監査ﾂｰﾙ ESS REC 

ベライゾンジャパン合同会社 
http://www.verizonenterprise.com/jp/ 

②-a・b・c・d・
e（Net Flow）、
④、⑤、⑥、⑦、
⑧、⑨、⑩、⑪、
⑫（海外拠点に 
おけるｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ 
対応及びﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ
調査、訴訟支援に
関わる紹介） 

ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応及びﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査(海外拠点含む) 
 ･108 ヵ国におけるﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ対応 
 ･OT/ICS ｱｾｽﾒﾝﾄ 
 ･PCIDSS 対応 - QSA、PFI 機関 
 ･内部不正調査 
 ･脆弱性検査 
 ･ﾏﾙｳｪｱﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ 
 ･RED Teamによるｾｷｭﾘﾃｨ対策診断 
 ･DarkNet 調査 

大阪データ復旧株式会社 
http://www.daillo.com/ 

①、②-a・c・d・
e（意図的に破壊
されたり、故障
して動作しない
HDD も調査
対象）、③、⑤、
⑦、⑧、⑨ 

1.破壊や故障した HDD からのﾃﾞｰﾀ復旧ｻｰﾋﾞｽ 
  ﾃﾞｰﾀ(証拠)保全及び工程ﾚﾎﾟｰﾄ化､ 
  高保全性ﾃﾞｰﾀ復旧技術(HiDR)開発､ 
  ﾃﾞｰﾀ復旧用装置(磁気ﾃﾞｨｽｸ表層部再生)開発販売
2.消失したﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀの解析調査ｻｰﾋﾞｽ 
  事件捜査や不正調査でのﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
  ｶﾒﾗやﾋﾞﾃﾞｵの写真画像や映像動画の復元 
  削除済みﾌｧｲﾙの復旧及び削除経緯の調査 
3.現存するｿﾌﾄｳｪｱでの上書き消去が不可能な 
  ﾃﾞｰﾀｴﾘｱとその部分の消去方法の研究調査 他



サン電子株式会社 
http://www.sun-denshi.co.jp ①、②-c 

Cellebrite 社（ｲｽﾗｴﾙ)が開発するﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾃﾘ 
ｼﾞｪﾝｽ機器及びｻｰﾋﾞｽ。 
・UFED Touch2 
・UFED 4PC 
・UFED inField KIOSK 
・UFED Analytics 
・UFED Cloud Analyzer 
・Cellebrite Special Investigative Service 

株式会社くまなんピーシーネット 
https://www.kumanan-pcnet.co.jp 

①、②-a・ｃ・
ｄ、④、⑤、⑦ 

･WDR Forensic (ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸｻｰﾋﾞｽ、ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾂｰﾙ)
Simple SEIZURE TOOL for Forensic  
(ﾊﾟｿｺﾝ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ証拠保全ﾂｰﾙ) 
Simple SEIZURE TOOL for Android  
(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ証拠保全ﾂｰﾙ) 
Intella (ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ、ﾚﾋﾞｭ-、e ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘﾂｰﾙ) 
Belkasoft (ﾊﾟｿｺﾝ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ対応ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾂｰﾙ) 
SecureView (ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、携帯端末証拠保全ｷｯﾄ)
SecureAge (PKI 暗号、監視、APT 対策、情報
漏えい対策ｿﾌﾄｳｪｱ) 
･PC-3000 JAPAN (HDD、SSD、NAND ﾒﾓﾘﾃﾞｰﾀ
復旧ﾂｰﾙ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ) 
･WinDiskRescue (ﾃﾞｰﾀ復旧ｻｰﾋﾞｽ、WesternDigital
公認) 

三井物産セキュアディレクション株式会社 
http://www.mbsd.jp/ ②、⑧、⑩ 

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
ﾏﾙｳｪｱ解析 
感染調査 
情報漏えい調査ｻｰﾋﾞｽ 
CSIRT 構築支援 

NTT データ先端技術株式会社 
http://www.intellilink.co.jp/ 

①、②、③、⑥、
⑩ 

情報漏えい対策ｿﾌﾄ「TotalSecurityFort」 
改ざん検知ｿﾌﾄ「Tripwire Enterprise」 
統合型PC暗号化ｿﾌﾄ「Sophos SafeGuard Enterprise」
標的型攻撃検知・解析ｻｰﾋﾞｽ「Lastline」 
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾛｸﾞ管理「Splunk」 
ｾｷｭﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ管理(SIEM)「McAfee SIEM」、 
「IBM QRadar」、ｾｷｭﾘﾃｨﾛｸﾞ評価ｻｰﾋﾞｽ「LogDiver」
CSIRT/SOC 構築支援/運用支援ｻｰﾋﾞｽ 
脆弱性情報配信ｻｰﾋﾞｽ 
ｾｷｭﾘﾃｨ･ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ救急ｻｰﾋﾞｽ 
ｻｲﾊﾞｰ演習ｼｽﾃﾑ「SyprisCyberRange」 
不正ｱｸｾｽ監視ｻｰﾋﾞｽ 他 

株式会社 KPMG FAS 
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/about/fas.html 

②-a・b・c・d、
③、④、⑤、⑥、
⑦、⑧、⑩、⑪ 

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
情報ｾｷｭﾘﾃｨ脆弱性調査 
e-Discovery(Relativity､Nuix)他 



Payment Card Forensics 株式会社 
http://www.pcf.co.jp/ 

②-ａ・ｂ・ｃ・
ｄ、③、⑧、⑩ 

PCI Forensic Investigator (PFIs)ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査
ｻｰﾋﾞｽ 
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ他ﾍﾟｲﾒﾝﾄｶｰﾄﾞ情報漏えい調査ｻｰﾋﾞｽ 
PCIDSS 準拠支援ｻｰﾋﾞｽ 
WEB ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ診断 
ﾈｯﾄﾜｰｸﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ診断 
情報ｾｷｭﾘﾃｨ診断ｻｰﾋﾞｽ 

DATA HOPE 東北データ復旧 
http://www.datahope.jp/ 

②-a・b・c・d、
③、⑦、⑧ 

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
･ﾊﾟｿｺﾝ･ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ･ｻｰﾊﾞｰ等 
･ﾈｯﾄﾜｰｸ機器等 
･携帯電話･ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等 
･USB ﾒﾓﾘｰ等 
ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘｰ 
訴訟支援 
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

株式会社データサルベージ 
https://www.data-salvage.co.jp/ ⑦ ― 

 
株式会社ワイ・イー・シー 
http://www.kk-yec.co.jp/ 
 

①、②-a、⑤、
⑦ 

各種ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾂｰﾙ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘ
HDD保全装置（DemiYG1040/ForensicDemi 等）
書込み防止装置（PCAIDⅢ/USB3.0WriteProtector）
解析ｿﾌﾄｳｪｱ 
（DfasPortable/DfasPro/DfasEnterprise/ 
EvidenceTracer/Mobiledemi) 
電波遮断装置（ｼｰﾙﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、ｼｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ） 
ﾄﾚｰﾆﾝｸ （゙ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ導入支援、ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘ、各種初級）
ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘ（論理障害/物理障害） 
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査ｻｰﾋﾞｽ 

PwC コンサルティング合同会社
https://www.pwc.com/jp/ja/consulting.html 

②、③、④、⑤、
⑧、⑨、⑩ 

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸｻｰﾋﾞｽ（不正調査、贈収賄、汚職及び
競争法、e ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘ/ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ、ﾃﾞｰﾀ分析、
ﾛｲﾔﾘﾃｨ監査、契約ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ監査、係争分析・
係争支援ｻｰﾋﾞｽ） 
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ（゙ｾｷｭﾘﾃｨｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ検知機能の
高度化・SOC 構築支援、ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚｽﾎﾟﾝｽ態勢の
高度化・CSIRT 構築支援） 
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ（ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚｽﾎﾟﾝｽ、ﾏﾙｳｪｱ解析、
ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ脆弱性診断、標的型攻撃対応訓練・
研修、SOC運用、Redteam演習） 



Dell SecureWorks 
https://www.secureworks.jp 

②-a・b・d、⑥、
⑧、⑨、⑩、⑪

SecureWorks のｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ･ﾚｽﾎﾟﾝｽｻｰﾋﾞｽでは､
攻撃者の手段･手法に関して SecureWorks が
持つ高度なｻｲﾊﾞｰ･ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽを駆使してお客様
への対応に当たります｡このｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽには､攻撃･
脅威の目的､脅威の背後に潜む集団や人物像､
およびお客様環境から脅威の元凶を根絶する
方法といった有用なｺﾝﾃｷｽﾄが含まれています｡ 
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応を迅速に行う為の事前契約を当社
と行って頂くと､事故発生時の初期対応を迅速
に行うことが可能です｡ 

マクニカネットワークス株式会社 
http://www.macnica.net/ ①、⑥、⑪ 

ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ装置(Blue Coat) 
ﾘｱﾙﾀｲﾑ脅威検索ﾂｰﾙ(Tanium) 
EDR+NGAV｢CrowdStrike｣ 
標的型攻撃対策&ﾚｽﾎﾟﾝｽﾂｰﾙ｢FireEye｣ 
ﾛｸﾞ相関分析基盤(Splunk) 
ｾｷｭﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ管理｢McAfee SIEM｣ 

株式会社英揮情報システム 
http://www.eiki-infosys.co.jp 

③、⑤、⑥、⑧、
⑩ 

ＣＳＩＲＴ構築 
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・人材育成 
脆弱性診断 
ｾｷｭﾘﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 

新日本有限責任監査法人 
https://www.eyjapan.jp/services/assurance/fids/index.html 

②-a・c・d、④、
⑤、⑧、➈、⑩

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
 ･Windows 8 /8.1 / 10 
 ･Macintosh 
 ･ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 
 ･ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ & RAID 
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応管理ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応支援 
ｻｲﾊﾞｰ犯罪診断 
eDiscovery 支援ｻｰﾋﾞｽ 
Forensic Data Analytics 

株式会社アクアシステムズ 
http://www.aqua-systems.co.jp/ 

①、②-e 
(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)、⑧

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ監査ﾂｰﾙ AUDIT MASTER 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ監査ﾛｸﾞﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ監査ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

株式会社DD-RESCUE 
http://www.dd-rescue.jp/ ②-a、⑦ 

ﾃﾞｰﾀ復旧ｻｰﾋﾞｽ全般 
簡易ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ調査 
ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸﾂｰﾙ(X-Ways forensics) 

データテック株式会社 
http://www.data-tech.co.jp ⑦ 

ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘｰ/ﾃﾞｰﾀ復旧ｻｰﾋﾞｽ 全般 
故障して全く動作しないHDD等､高難度･重度物理
障害を含む全てのﾃﾞｰﾀ救出･復旧 
(全国宅配受付･持込受付･訪問出張 緊急対応) 
PC内蔵･外付HDD/各種Server/NAS - 全RAID可
USB ﾒﾓﾘｰ/SD/microSD/CF/ 等､重度物理障害 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗやﾋﾞﾃﾞｵの写真画像や動画の救出･復旧 



松久産業株式会社 
http://www.matsuhisa-kk.com/ 

①、②-ａ・ｂ・
ｅ(画像(動画、静止
画）解析調査)、
③、⑤、⑥、⑧、
⑩、⑪、⑫(画像
解析調査、ﾋﾞﾃﾞｵ
画像認識解析･
保管ｼｽﾃﾑ開発
販売) 

ﾊﾟｹｯﾄ･ﾛｸﾞを漏れなく収集し安心･安全に保管
する装置「NetGuardian Packet」 
ﾊﾟｹｯﾄ･ﾛｸﾞを分析する装置「PacketAnalyst」、
ﾊﾟｹｯﾄ･ﾛｸﾞやｱｸｾｽ･ﾛｸﾞを安心･安全に長期保存
する大容量一括保管管理ｼｽﾃﾑ「StorageGuardian」、
安心・安全に大切なﾃﾞｰﾀを護る「SecureNAS」、
安心･安全を実現する統合多層防御ｹﾞｰﾄｳｪｲ/UTM
「NetGuardian  Gate」、 
安心安全なIoT環境を実現する「SecureIoTAP」、
熟練した人の技とｺﾝﾋﾟｭｰﾀによるｾｷｭﾘﾃｨ･ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ
関連ｻｰﾋﾞｽ「SmartSecurityResearch」 

株式会社テリロジー 
http://www.terilogy.com/ 

①、②、⑥、⑧、
⑪ 

ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ(momentum Forensics) 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ(CyberTriage) 
ﾊ ﾟ ｹ ｯ ﾄ ｷ ｬ ﾌ ﾟ ﾁ ｬ / 長 期 保 存 (momentum 
Probe/Storage) 
ﾈｯﾄﾜｰｸ監視･記録(SevOne) 
ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ監査(RedSeal) 
Threat Intelligence Service(KELA) 

株式会社ベルウクリエイティブ 
https://belue-c.jp/ 

②、⑥、⑧、⑩、
⑪ 

SQL ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ検知・防御「Parna Wall」 
各種診断サービス 他 

ストーンビートセキュリティ株式会社 
http://www.stonebeat.co.jp 

②-a・b、⑤、⑧、
⑨、⑩ 

ｾｷｭﾘﾃｨﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(基礎･ｻｲﾊﾞｰ演習等) 
ｾｷｭﾘﾃｨ健康診断(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ) 
ｼｪｱｰﾄﾞ CSIRT ｻｰﾋﾞｽ(CSIRT 運用支援) 
脆弱性診断ｻｰﾋﾞｽ･ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝﾃｽﾄ 
端末調査､ﾏﾙｳｪｱ解析､ﾛｸﾞ調査 
ｾｷｭﾘﾃｨ製品評価支援 他 

株式会社シマンテック 
https://www.symantec.com/ja/jp/ 

①、②-a・b・c・
d、⑤、⑥、⑧、
⑨、⑩、⑪ 

ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ製品(Bluecoat Security Analytics 
Appliances) 
ｻｲﾊﾞｰﾃﾞｨﾌｪﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 
脆弱性診断(Web､NW､Mobile､IoT) 
ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 
Advanced Thread Protection (標的型攻撃対策)
Symantec Endpoint Protection (ｾｷｭﾘﾃｨ強化) 
ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ (ﾛｸﾞ監視) 
Cyber Skills Development (ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ) 
Symantec Incident Response (ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応) 



 
その他の IDF団体会員 

株式会社インターネットイニシアティブ http://www.iij.ad.jp/index.html 
LINE 株式会社 http://linecorp.com/ 
公益財団法人金融情報システムセンター  https://www.fisc.or.jp/ 
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 http://www.sjnk.co.jp/ 
岩谷産業株式会社 http://www.iwatani.co.jp/jpn/ 
ヤフー株式会社 http://www.yahoo.co.jp/ 
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-
deloitte/articles/dtfa/deloitte-tohmatsu-financial-
advisory.html 

NRI セキュアテクノロジーズ株式会社 http://www.nri-secure.co.jp/ 
株式会社電通国際情報サービス http://www.isid.co.jp/ 
株式会社DMM.comラボ https://dmm-corp.com/company/labo/ 
株式会社 PFU http://www.pfu.fujitsu.com/ 

 

情報セキュリティ株式会社 
http://isec.ne.jp 

②-a・b、⑤、⑥、
⑧、⑪ 

【ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ開発】 
Firewall/IPS･IDS/ｳｲﾙｽ対策/認証/VDI/暗号化
等のｾｷｭﾘﾃｨ製品の開発 
【ｾｷｭﾘﾃｨ分析】 
ｾｷｭﾘﾃｨ診断/SOC(ﾛｸﾞ解析･ﾏﾙｳｴｱ解析)/ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ等の
ｾｷｭﾘﾃｨ事象の解析 
【ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ】 
ｾｷｭﾘﾃｨ対策ﾎﾟﾘｼｰ策定･運用･監査/各種ｾｷｭﾘﾃｨ 
ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ対応､啓蒙･教育 
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ発生時の対応方法等のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

株式会社サンエイ 
http://www.sanei.company/ 

①、③、⑤、⑥、
⑩ 

CSIRT 構築 
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･人材育成 
各種規程作成 
脆弱性診断 
ｾｷｭﾘﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 

株式会社富士通エフサス 
http://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/ ⑥、⑧、⑩ 

ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ全般 
(ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ策定、ｾｷｭﾘﾃｨ監査、CSIRT構築支援)
ｳｲﾙｽ振る舞い検知ｻｰﾋﾞｽ 
次世代ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ運用ｻｰﾋﾞｽ 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾞｰﾝｽｷｬﾝｻｰﾋﾞｽ 
ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄｿﾞｰﾝｽｷｬﾝｻｰﾋﾞｽ 
標的型ﾒｰﾙ訓練ｻｰﾋﾞｽ 
機密情報保護＆共有ｿﾘｭｰｼｮﾝ 


