Ｉ. ＩＤＦ団体会員「製品・サービス区分リスト」
（掲載５７社、会社名・ＵＲＬ掲載７社）
このリストは、ＩＤＦ団体会員企業でリスト掲載（公開）を希望された企業からの提供情報を
ＩＤＦへの入会順で掲載しています。このため全ての団体会員企業を掲載してはおりません。
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ファスト・フォレンジック
⑥トレーニング・人材育成
⑨情報漏洩調査・脆弱性調査

④訴訟支援・コンサルティング
⑦ネットワーク監視・記録

⑤ｅディスカバリ

⑧データリカバリー、

⑩サイバー・インシデント演習（フォレンジックを含む）支援

⑪ポリシー・組織構築支援（ＣＳＩＲＴその他）

⑫予兆把握・自動調査処理ツール等

⑬その他

注：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

・各種フォレンジックツール
EnCase/FTK/IEF・AXIOM 等
・Mac/iPhone﴾HFS+/APFS﴿解析・保全ツール
BlackLight/MacQuisition
・HDD/SSD 保全・書込防止装置
Falcon-NEO/ Tableau/WriteProtectPortable
株式会社フォーカスシステムズ
https://cyberforensic.focuss.com

①、②-a,c,d、
③、④、⑤、⑥、
⑧、⑪

・携帯端末保全・解析ツール
UFED シリーズ
・マルウェア解析
Responder Pro/IDA Pro/Shadow3
・各種トリアージツール
EnCase Portable/AD Triage
・公式トレーニング
DF120/210/320/FTK/AXIOM
・フォレンジック調査・緊急対応サービス 他
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ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

主要製品等

①、②、③、④、
株式会社 FRONTEO
⑤、⑥、⑦、⑧、
http://www.fronteo-legal.com
⑨、⑪、⑫

・各種フォレンジックツール
-Lit i View XAMINER
人工知能搭載レビューツール
-MSAB Office﴾XRY/XAMN﴿
モバイル端末データ抽出・解析ツール
-UltraBlock
書き込み防止装置﴿ 他
-RECON IMAGER
MacOS 端末データ抽出・解析ツール
・フォレンジック調査トレーニング﴾9 コース﴿
・KIBIT Email Auditor
人工知能搭載 Email 監査ツール
・KIBIT Knowledge Probe
人工知能搭載データ分析支援システム﴿ 他
・フォレンジック調査サービス
・eDiscovery サービス

株式会社 NTT データ
https://www.nttdata.com/jp/ja

・サイバーセキュリティ強化コンサルティング
・ログ取得状況アセスメント

株式会社ラック
https://www.lac.co.jp

④

②、③、⑥、⑦、
⑨、⑩、⑪

・緊急対応サービス「サイバー119」
・マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス
﴾MDR﴿
・ラックセキュリティアカデミー
フォレンジック・ ハンズオン トレーニング
・JSOC マネージド・セキュリティ・サービス﴾MSS﴿
・情報漏えいチェックサービス
・APT 攻撃耐性診断サービス「APT 先制攻撃」
・セキュリティ診断
・セキュリティコンサルティングサービス

デロイト トーマツ リスクサービスは、サイバー
セキュリティ、ＩＴガバナンス、事業継続管理﴾BCM﴿等
に関する多くの知見やノウハウ・実績に基づき、
デロイト トーマツ リスク
サービス株式会社
https://www2.deloitte.com/jp
/ja/pages/aboutdeloitte/articles/dtrs/dtrscompany-profile.html

デロイト トーマツ グループと有機的に連携を図り
②-a,b,c,d、③、
⑥、⑦、⑧、⑨、
⑩、⑪、⑫

ながら、総合的に企業の IT 領域のリスク管理活動を
支援します。また、サイバー領域においては、デロ
イトメンバーファームとの連携により、世界 20 か所
以上に拠点を構えるサイバーインテリジェンスセン
ター﴾CIC﴿と連携し、各国で収集・分析した高度な
サイバーインテリジェンスの提供によりクライアント
のインシデントレスポンスに係る工数を低減します。
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ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

主要製品等

・フォレンジックツール
X-Ways Forensics
・ネットワーク解析ソフトウェア
Savvius Omnipeek
・暗号化データ通信ソフトウェア
Tectia SSH Client/Server
・サイバー情報パトロールサービス・脆弱性診断
・トレーニング
フォレンジック基礎、X- Ways ハンズオン
・インシデント対応
フォレンジック調査・ログ解析

株式会社ディアイティ
https://www.dit.co.jp

①、②-a,b,d、
⑥、⑦、⑧、⑨、
⑩、⑪

株式会社オーク情報システム
https://www.oakis.co.jp

①、⑦

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

②-a,b,c,d,e﴾IoT
機器﴿、③、⑧、
⑨、⑩、⑪、⑫、
⑬﴾IoT 機器、セ
キュリティ診断
﴾自動車セキュリ
ティ検査等﴿、
ゲームセキュリ
ティ診断﴾チート
対策等﴿﴿

・フォレンジック調査
・ゲームセキュリティ﴾チート対策など﴿
・IoT 機器セキュリティ診断﴾自動車セキュリティ検査
など﴿
・P2P 調査サービス
・脆弱性診断サービス
・WAF
・ホワイトハッカーコンサルティング

①、②-a,d、⑦、
⑧、⑨

・コンピュータ・フォレンジック調査
・ネットワーク・フォレンジック製品販売
・データリカバリサービス
・ペネトレーションテスト
・その他デジタルデータに関するサービス

①、②-a,b,c,d,e
﴾カーナビ、 ド
ライブレコー
ダー、防犯カメ
ラ、EDR、ドロー
ン等﴿、③、④、
⑤、⑥、⑦、⑧、
⑨

・サービス
フォレンジック調査サービス
データ復旧サービス
e ディスカバリーサービス
・フォレンジックツール販売/トレーニング/サポート
Final Forensics﴾PC フォレンジック﴿
AndrEx3﴾Android スマホデータ抽出﴿
AOS Fast Forensics﴾PC ファストフォレンジック﴿
AOS Professional﴾動画復元﴿
AOS Enhancement﴾画像鮮明化﴿
Nuix Investigation and Response﴾不正調査 支援
解析﴿

株式会社ピーシーキッド
https://www.pckids.co.jp

AOS データ株式会社
https://www.aosdata.co.jp/
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・ネットワークフォレンジックサーバ
『NetEvidence Ax』の販売・開発

ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

主要製品等

①

エンドポイントセキュリティ「セキュリティプラット
フォーム﴾SeP﴿」、アンチウィルスソフト「ディフェンス
プラットフォーム﴾DeP﴿」、ソフトウェアロボット「AI
Humming Heads ﴾AIHH﴿」の販売など

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

・Oxygen Forensic Detective﴾スマートフォン解析
ツール﴿
・フォレンジック調査
株式会社サイバーディフェンス
①、②、③、⑥、
研究所
⑨、⑩
https://www.cyberdefense.jp

・マルウェア解析
・ペネトレーションテスト
・サイバー演習の実施及びシナリオ作成
・サイバーインテリジェンス
・各種ハンズオントレーニング
・コンサルティング、開発、調査研究 等

エンカレッジ・テクノロジ株式
会社
https://www.et-x.jp

アイフォレンセ日本データ復旧
研究所株式会社
https://www.daillo.com

サン電子株式会社
https://www.sun-denshi.co.jp

①

製品名：システム証跡監査ツール ESS REC
特徴：コンピューターのシステム操作を動画とテキ
ストで記録し証拠として保全する監査ツール。
不正防止・インシデント発生時の原因究明及び
証拠保全として利用可能。導入実績 460 社以上

1. 破壊や故障した情報記憶媒体のデータ復旧
2. 消失したデジタルデータの解析調査及び復元
3. 事件捜査や内部不正調査でのフォレンジック調査
①、②-a,c,d,e﴾ド
4. カメラやビデオの写真画像や映像動画の復元
ライブレコー
ダーや防犯カメ 5. 削除済みファイルの復旧及び削除経緯の調査
ラの他、意図的 6. 他社対応不可案件のリトライ
に 破壊された 7. データ保全複製ソフト及び機器の動作検証サービス
り、故障した機 8. データ消去ソフト及び機器の消去性能検証サービス
器も調査可﴿、 9. HDD・SSD の構造及び動作仕様に関する技術
③、④、⑥、⑧、
講義･ トレーニング･講演
⑨
10. 現存するソフトウェアでの上書き消去が不可能な
データエリアとその部分の消去方法の研究調査
他

①、②-c,d、⑥
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・Cellebrite UFED シリーズ﴾UFED Touch2、
UFED4PC、UFED KIOSK、UFED Analytics﴿
・Cellebrite 公式トレーニング
・SASA Software 社 ファイル無害化システム『Gate
Scanner』

ＩＤＦ団体企業名

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

三井物産セキュアディレクション
株式会社
https://www.mbsd.jp

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

サービス区分

主要製品等

①、②-a,c,d、
③、④、⑤、⑥、
⑧

・WDR Forensic Solution
フォレンジックサービス、ツール開発
Simple SEIZURE TOOL for Forensic
﴾パソコン、タブ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
﴾フォレンジック、レビュ－、eディスカバリ、日本語解析ツール﴿
Belkasoft
﴾パソコン,スマートフォン対応フォレンジックツール﴿
HX-Recovery
﴾監視カメラ／防犯カメラ解析、再生ツール﴿
VFC5
﴾証拠イメージ／証拠ディスク仮想起動ツール﴿
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メモリデータ復旧ツール、トレーニング﴿
・WinDiskRescue
﴾WD 公認データ復旧サービス、証拠品鑑定﴿

②、⑨、⑪

①、②、③、④、
⑦、⑨、⑩、⑪
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・フォレンジック調査
・マルウェア解析
・感染調査
・情報漏洩調査サービス
・CSIRT 構築支援
・セキュリティ･インシデント救急サービス
・CSIRT/SOC 構築支援/運用支援サービス
・脆弱性情報配信サービス
・サイバー攻撃対応演習﴾机上演習・技術演習﴿サービス
・セキュリティコンサルティングサービス、セキュリティ
監査サービス
・不正アクセス監視サービス、標的型攻撃検知･解析
サービス、セキュリティログ評価サービス
・セキュリティ診断サービス、脆弱性診断･管理サービス
・インテリジェントログ管理製品、セキュリティイベント管理
﴾SIEM﴿製品、EDR 製品
・情報漏えい対策ソフト、改ざん検知ソフト、統合型
・PC 暗号化ソフト 他

ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

②-a,b,c,d、③、
株式会社 KPMG FAS
④、⑤、⑥、⑦、
https://home.kpmg.com/jp/ja
⑧、⑨、⑩、⑪、
/home/about/fas.html
⑫

主要製品等

フォレンジック調査
情報セキュリティ脆弱性調査
e-Discovery﴾Relativity､Nuix﴿ 他
・PCI Forensic Investigators ﴾PFIs﴿認定調査
・クレジットカード他ペイメントカード情報漏えい調査

P.C.F. FRONTEO 株式会社
https://www.pcf.co.jp

②、③、④、⑨、
⑪

サービス
・PCIDSS 準拠業務支援サービス
・WEB アプリケーション診断サービス
・プラットフォーム診断サービス
・情報セキュリティ診断サービス

DATA HOPE 東北データ復旧
﴾有限会社コミュニティアイ﴿
https://www.datahope.jp

②-a、⑧、⑨

・データ復旧
・デジタル・フォレンジックサービス
･捜査支援/証拠保全ツール
-DemiYG シリーズ﴾HDD コピー機﴿
-PCAIDⅣ﴾HDD 書込防止装置﴿
-USB3.0WriteProtector﴾USB 書込防止装置﴿
-Mobiledemi﴾スマートフォン初動捜査支援ツール﴿

株式会社ワイ・イー・シー
https://www.kk-yec.co.jp

①、②-a,c,d、
③、⑤、⑥、⑦、
⑧、⑨

-Evidencetracer﴾フォレンジック初動捜査ソフトウェア﴿
-Evidencetracer EX﴾マルウェア等調査支援用ソフト
ウェア
-データ復旧サービス﴾物理/論理/オンサイト﴿
-フォレンジック調査サービス
-電波遮断シールド BOX/バッグ
-データ消去サービス﴾センドバック/オンサイト﴿
デジタル･フォレンジック
脆弱性診断

PwC サイバーサービス（同）
https://www.pwc.com/
jp/cybersecurity

②、⑥、⑨、⑩、
⑪、⑫

ペネトレーションテスト
レッドチーム演習
インシデントレスポンスアドバイザリー
インシデントディテクション＆リカバリー
CSIRT/SOC 構築支援
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ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

主要製品等

マネージド･セキュリティサービス﴾セキュリティ監視
による検知機能の強化、インシデント対応との連携
等﴿セキュリティコンサルティング﴾CSIRT 構築支援、
CSIRT の有効性を実証するレッド･チームテスト等﴿
SecureWorks Japan 株式会社
https://www.secureworks.jp

②-a・b・d、⑦、
⑨、⑩、⑪、⑫

インシデント管理&レスポンスサービス﴾インシデント
レスポンス、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、標的型攻撃ハン
ティング﴿インシデント対応を迅速に行う為の事前
契約を頂くことで事故発生時の初期対応をより
迅速に行うことが可能です｡
デジタル・フォレンジックを用いた電子データの証拠
保全およびドキュメントレビューをはじめとする
調査・分析、信頼性の高い国内のデータセンターを
活用した、安全なクラウド型データマネジメントに
より、クライシスの予防から対処までを支援する

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
②、③、④、⑤、
https://www2.deloitte.com/jp
⑥、⑨
/ja/pages/risk/solutions/
frs/forensic.html

ことで、企業をリスクから守ります。
・コンピュータ・フォレンジック：
不正・不祥事調査/情報漏洩調査/情報セキュリティ
監査支援/PC 等の業務外利用調査/退職者 PC 調査
・データマネジメント：
-企業データ管理アドバイザリーサービス
-国内で安全に電子データを管理するクラウドサー
ビス「LD3」
-不正の早期発見に役立つメールモニタリング
-上文書の適切な管理を可能にするペーパースキャン
・スレットハンティング&IR ツール
﴾TeamT5 ThreatSonar﴿
・ネットワーク・フォレンジック装置
﴾Symantec Security Analytics﴿

マクニカネットワークス株式会社
https://www.macnica.net

・リアルタイムレスポンスプラットフォーム﴾Tanium﴿
①、③、⑦、⑫

・EDR＋NGAV＋Hunting﴾CrowdStrike Falcon﴿
・標的型攻撃対策﴾FireEye﴿
・ログ相関分析基盤﴾Splunk﴿
・セキュリティイベント管理﴾McAfee SIEM﴿
・スレットハンティングサービス
・インシデント対応サービス

© 2019 NPO Institute of Digital Forensics.

ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

EY 新日本有限責任監査法人
②-a,b,c,d、④、
https://www.eyjapan.jp/servic
⑤、⑧、⑨、⑩
es/assurance/forensics

株式会社アクアシステムズ
https://www.aquasystems.co.jp

株式会社 DD-RESCUE
http://www.dd-rescue.jp

・フォレンジックトレーニング
-Windows 8 / 8.1 / 10
-Macintosh
-モバイルデバイス
-ファイルシステム
・フォレンジック調査/インシデント対応支援
・CSIRT 態勢評価・整備・運営支援サービス
・サイバー犯罪診断
・eDiscovery 支援サービス
・Forensic Data Analytics

・データベース監査ツール﴾AUDIT MASTER﴿
①、②-e
・データベースセキュリティコンサルティング
﴾データベース﴿、
・データベース監査コンサルティング
⑨
・データベース監査ログフォレンジック調査

②-a、⑧

・データ復旧サービス全般
・簡易フォレンジックサービス
・フォレンジックツール﴾X-Ways Forensics﴿

⑧

・データリカバリー﴾重度物理障害・高難度データ復旧﴿
-パソコン内蔵 HDD/外付け HDD データ復旧
-Mac 内蔵 HDD/SSD/外付け HDD データ復旧
-NAS﴾各種 RAID﴿ データ復旧
-サーバー﴾各種 RAID﴿ 修理＆データ復旧
-USB メモリー 修理＆データ復旧
-SD/microSD カード等、各種メモリーカード データ
復旧
-デジタルビデオカメラ データ復旧
-SSD データ復旧

① 、 ② -a ･ b ･
e﴾ 画 像 ﴾ 動 画 、
静止画﴿解析
調査﴿、④、⑥、
⑦、⑨、⑪、⑫、
⑬﴾画像解析
調査、ビデオ
画像認識解析･
保管システム
開発販売﴿

・パケット･ログを漏れなく収集し安心･安全に保管
する装置「NetGuardian Packet」
・パケット･ログを分析する装置「PacketAnalyst」
・パケット･ログやアクセス･ログを安心･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・安全に大切なデータを護る「SecureNAS」
・安心･安全を実現する統合多層防御ゲートウェイ
/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ピュータによるセキュリ
ティ･フォレンジック関連サービス
「SmartSecurityResearch」

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

松久産業株式会社
http://www.matsuhisakk.com

主要製品等
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ＩＤＦ団体企業名

株式会社テリロジーワークス
http://www.terilogyworx.com

株式会社ベルウクリエイティブ
https://belue-c.jp

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

サービス区分

①、②-a、⑦、
⑨、⑫

主要製品等
・ネットワーク・フォレンジック﴾momentum
Forensics﴿
・コンピュータ・フォレンジック﴾CyberTriage﴿
・パケットキャプチャ/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﴿
・Spirent 脆弱性調査サービス﴾Spirent﴿

①、⑦、⑨

顧客要望に合わせて、診断から運用まで一気通貫
の支援ができることを強みとし、 自社セキュリティ
ソフトウェア『ParnaWall﴾パルナウォール﴿』は導入や
運用が手軽な上、WEB アプリケーションへの攻撃によ
る情報漏えいで最も多い SQL インジェクション攻撃を
防御、検知する最新の技術を実装しております。
・セキュリティサービス『SPM﴾セキュア・パッケージ・
マネージメントサービス﴿ 』は、各企業で運用されて
いるサーバにインストールされているパッケージ
ソフト、コンポーネントのセキュリティ情報﴾脆弱性
情報、影響度、リスク﴿を手軽に把握する事が可能と
なる脆弱性管理サービスです。
今後の IoT ビジネスに欠かせない、質の高いソ
リューションやサービスを生み出す事を使命と考え
ております。

②-a,b,d、③、
⑤、⑥、⑦、⑧、
⑨、⑩、⑪

【教育トレーニング】
セキュリティ基礎、サイバー演習、Hacking Expert、
Incident Response、デジタル・フォレンジック、メモ
リフォレンジック、マルウェア解析、標的型メール訓
練、CSIRT 対応演習、など
【対策支援】
脆弱性診断、セキュリティ健康診断、セキュリティコン
サルティング、インシデント対応、セキュリティ監査、
フォレンジック、マルウェア解析、など
【案件支援】
セキュリティシステムの構築支援・運用支援、CSIRT
の構築支援・運用支援、など

株式会社シマンテック
①、②、⑥、⑦、
https://www.symantec.com/ja
⑨、⑩、⑪
/jp
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・セキュリティ脆弱性診断﴾Web、NW、Mobile、IoT﴿
・セキュリティアドバイザ理サービス
・Advanced Threat Protection﴾標的型攻撃対策﴿
・Symantec Endpoint Protection﴾セキュリティ強化﴿
・マネージドセキュリティサービス﴾ログ監視﴿
・Cyber Skills Development﴾トレーニング﴿
・Symantec Incident Response﴾インシデント対応﴿
・Security Analytics﴾ネットワーク・フォレンジック﴿
・DeepSight Managed Adversary and Threat
Intelligence﴾脅威・攻撃者情報提供﴿
・EDR Cloud

ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

主要製品等

・セキュリティサービス全般﴾セキュリティポリシー
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ビス
株式会社富士通エフサス
https://www.fujitsu.com/jp/gr
oup/fsas

・次世代ファイアウォール運用サービス
⑦、⑨、⑪

・インターネットゾーンスキャンサービス
・イントラネットゾーンスキャンサービス
・標的型メール訓練サービス
・機密情報保護＆共有ソリューション
・次世代エンドポイント運用サービス

株式会社 PFU
http://www.pfu.fujitsu.com

②-a,b、⑥、⑦、
⑨、⑪

・デジタル・フォレンジックサービス
・マルウェア検体解析サービス
・インフラ脆弱性診断・Web アプリ脆弱性診断サービス
・ベンチマーク診断サービス
・インシデントレスポンス支援サービス
・通信ログ分析サービス
・CSIRT 構築・運用支援サービス
・CSIRT 訓練サービス
・標的型サイバー攻撃対策支援サービス
・標的型攻撃・ネットワーク診断サービス

デジタルデータソリューション
株式会社
https://www.digitaldatasolution.co.jp

①、②-a,b,c,d、
③、⑧

・フォレンジック調査
・データ復旧
・不正通信監視・通知・遮断機器﴾DDH BOX﴿

①、②-a,b、⑥、
⑦、⑨、⑩、⑪

・フォレンジック調査﴾ハードウェア、ネットワーク﴿
・セキュリティコンサルティング﴾CSIRT 構築支援、
情報セキュリティポリシー策定 等）
・セキュリティ監視分析サービス﴾ハードウェア、ネット
ワーク、インシデント分析 等﴿
・セキュリティ脆弱性診断サービス﴾プラットフォーム
脆弱性診断、Web アプリケーション脆弱性診断 等﴿
・セキュリティ監査﴾ログ監査、情報セキュリティ 等﴿
・解析サービス﴾ログ解析、マルウェア解析 等﴿
・サイバー攻撃対応ソフトウェア﴾CylancePROTECT 等﴿
・セキュリティ専門技術教育﴾フォレンジック研修 等﴿
・サイバー演習﴾インシデント対応演習 等）
・その他﴾サイバー犯罪捜査協力/演習支援、脆弱性
情報提供サービス 等﴿

NEC ソリューションイノベータ
株式会社
https://www.necsolutioninnovators.co.jp
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ＩＤＦ団体企業名

リーガレックス合同会社
https://legalex.co.jp/

Nuix Japan
https://www.nuix.com/jp

大日本印刷株式会社
https://www.dnp.co.jp

サービス区分

主要製品等

②-a,b,c,d、④、
⑥、⑧、⑨、⑬
﴾DF 専門家と公
認会計士・公認
不正検査士に
よる一体的な
会計不正調査・
支援﴿

＜サービスの特徴＞
・デジタル・フォレンジックス担当官﴾某法執行機関で
犯則調査に従事し、現在も法執行機関にＤＦ技術を
指導﴿、公認会計士、公認不正検査士が連携して
不正調査を実施又は支援すること。
・大手監査法人﴾いわゆる Big4﴿で 5 年以上の実務
経験を有する公認会計士を数十名擁し、数万件
以上の大量のドキュメントレビューを効果的・効率
的に処理することが可能であること。
・主に法律事務所様﴾第三者委員会から社内調査、
個人事件まで﴿の支援業務を行っていること。
・粉飾決算や横領事件等の会計系不正調査の強み
を活かし、品質偽装事件等の実績も有すること。
・東京、大阪、福岡に拠点があり、全国いずれの地域で
あっても﴾また複数地域同時であっても﴿サービス
をご提供できること。

①、②、③、④、
⑤、⑥、⑨、⑩、
⑪、⑫、⑬
﴾Twitter、
Facebook 等
SNS フィードの
リアルタイムモ
ニタリング﴿

各種 e ディスカバリー/デジタル・フォレンジック製品
・Nuix Workstation﴾統合データ分析プラットフォーム﴿
・Nuix Web Review,Analytics&Intelligence
﴾分析、レビュー、インテリジェンス構築﴿
・Nuix Ringtail
﴾AI 機能搭載ドキュメントレビュープラットフォーム﴿
・Nuix Collection Suite, Data Finder, Imager
﴾データ収集、移動、削除﴿
・Nuix Adaptive Security﴾MITRE Attack Framework
に準拠した EDR 製品﴿
ソリューション：e ディスカバリー、デジタル・フォレン
ジック、企業不正調査、メール調査、インシデント
レスポンス、エンドポイントセキュリ ティ、内部脅威
対策、ビヘイビアモニタ リング、データプライバシー、
GDPR 対策、データライフサイクル管理サービス：
侵入テスト、脆弱性診断、インシデントレスポンス、
セキュリティコンサルティング、製品トレーニング
および導入支援

①、⑥、⑨、⑩、
⑪

・サイバー・インシデント対応演習﴾CIRM コース
基礎演習/実践演習/産業制御系・基礎﴿
・トレーニング﴾サイバーオフェンスプロフェッショナル
コース/サイバーインテリジェントコース/マルウェア
解析コース﴿
・情報セキュリティ対策ソフト﴾CWAT﴿
・CSIRT 構築支援コンサルティング
・Web 脆弱性診断
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ＩＤＦ団体企業名

株式会社モノリスワークス
http://www.monolithworks.co
.jp

株式会社ブロードバンドセ
キュリティ
https://www.bbsec.co.jp

ナビプラス株式会社
https://security.naviplus.co.jp

サービス区分

主要製品等

②-a,c,d、⑦、
⑨、⑫

・フォレンジック調査
・脆弱性診断・侵入テスト
﴾Web/HTML5
SPA/NW/iOS/Android/Windows/Mac etc.﴿
・ホワイトボックス診断
・改修コンサルティング
※DEFCON CTF 上位入賞実績のある診断員による
深いレベルでの診断が特徴
・Android アプリケーション自動診断ツール
﴾trueseeing﴿
※DEFCON 25 Demo Lab/CODE BLUE などで発表し
OSS として公開

②-a,b,d、③、
④、⑥、⑦、⑧、
⑨、⑩、⑪、⑫

･各種フォレンジックツール
﴾EnCase、FTK、F-Response 等﴿
･HDD/SDD 保全･書き込み防止装置
･各種 Filesystem 解析ツール
･マルウェア解析ツール
･フォレンジック調査･緊急対応サービス

②-a,b,c,d、⑧、
⑨、⑪

・各種フォレンジックツール﴾FTK/Xways 等﴿
・マルウェア解析﴾IDA Pro 等﴿
・フォレンジック調査
・緊急対応サービス
・各種コンサルティング 等

ベイシス・テクノロジー株式会
社
https://www.basistech.jp

①

・フォレンジックツール﴾Autopsy 等﴿
Autopsy®は、Basis Technology 支援のもと、オープン
ソースコミュニティーで開発されたソフトウェアで、
どなたでも無料で利用可能です。Autopsy には、
捜査におけるさまざまなユースケースに対応できる
一連の標準モジュールが付属していますが、アド
オンによる拡張が可能な設計になっています。オー
プンソースコミュニティによるアドオン･モジュール
も日々産まれています。

株式会社アップラス
https://dokuta-s.com

②a,b,c,d,e﴾IoT、家
電、住宅設備、
ゲーム機、その
他の情報端末
全般﴿、③、④、
⑦、⑧、⑨、⑫

・Dr.セキュリティ®﴾マルウェア、サイバー攻撃、不正
アクセス、その他の情報セキュリティ・インシデントの
調査及び法的措置の補助等のサービス﴿
・個人及び中小企業向けの情報セキュリティ・サービス
﴾コンサルティング、セキュリティ関連システム及び
プログラムの開発、セキュリティ機器や設備の導入
など﴿
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ＩＤＦ団体企業名

株式会社スプラウト
https://sproutgroup.co.jp

サービス区分

①、②-a,c、③、
④、⑥、⑨、⑩、
⑪

株式会社パソコンドック 24

⑥、⑧

https://www.pcdock24.com

株式会社神戸デジタル・ラボ
http://www.proactivedefense.
jp

オープンテキスト株式会社
https://www.opentext.jp

②-a,b、③、⑥、
⑨、⑪

①、⑤、⑥

株式会社ファイブドライブ
https://www.fivedrive.jp/in

②-a,b、④、⑨

dex.html

セコムトラストシステムズ
株式会社
https://www.secomtrust.net/

②、③、⑥、
⑦、⑨、⑪
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主要製品等
・ファストフォレンジックソリューション(CyCraft AIR)
・ファストフォレンジック、ディスクフォレンジック調査
・インシデントレスポンス支援
・マルウェア解析
・セキュリティ診断(脆弱性診断)
・ペネトレーションテスト
・セキュリティコンサルティング
・脅威リサーチ(ダークウェブ調査)
・セキュリティ教育コンテンツ
・バグ報奨金プラットフォーム(BugBounty.jp)
・各種ハードウェア修理
(Windows 系 PC・Mac 系 PC・ファクトリー系 PC など)
・データリカバリー全般
・高難易度なハードウェア修理の技術講習
(LCD 交換・回路修復)
・インシデント対応＆フォレンジック調査
・インシデント対応トレーニング
・セキュリティポリシー策定支援
・Web アプリ脆弱性診断
・スマホアプリ脆弱性診断
・サーバ・ネットワーク脆弱性診断
フォレンジック/トリアージ：
OpenText EnCase Endpoint Investigator
・情報漏洩・改ざん被害緊急対応サービス
・脆弱性診断（Web アプリケーション、プラットフォーム、
無線 LAN、データベース、ソースコード等）
・ペネトレーションテスト
・情 報セキュリティサービス：プロフェッショナル
サポートサービス（インシデント対処、フォレンジック）、
セコムサイバー道場（教育）、セキュアエンドポイント
（NGAV＋EDR）
・運用/監視サービス：マネージド WAF サービス、
セコム不正侵入検知/予防サービス、マネージド/
セキュリティサービス、マネージドファイアウォール
サービス、DoS 攻撃対策サービス
・セキュリティ診断サービス：セコムセキュリティ診断
サービス（ペネトレーションテスト）、Web アプリ
ケーション診断サービス、セコムトータルセキュリティ
診断（プラットフォーム診断）、標的型攻撃メール
対応訓練
・監査サービス：情報セキュリティ監査サービス
・認証サービス：セコムパスポート for Web シリーズ
（SSL サーバー証明書）、セコムあんしんログイン
サービス

ＩＤＦ団体企業名

サービス区分

① 、 ② -a,c,d 、
③、⑦、⑫、⑬
（ネットワークを
IJB.INC

http://www.ijbinfo.com/jp/

介した複数の
コンピュータ
フォレンジック
と行為の収集
を利用した企業
の監査）

株式会社イエラエセキュリティ

https://ierae.co.jp/

Japan

ジック調査/
ファスト・フォレ
ンジック/サイ

https://www.cycraft.com/ja バー・インシデ
-jp/

各種フォレンジックツール
- Qator Live：SSD の形態の非設置型フォレンジック
ツールとして PC 及びノートパソコンなどのライブ
システムに USB ポートに接続してデータ復旧及び
キーワード検索及び使用の痕跡などの迅速な
調査・分析。
- Qator Forensic：専門フォレンジックツールとして
現場で収集されたデータを元通りに、検索、
インターネット痕跡など具体的に調査を実施する。
- Qator Enterprise：企業のセキュリティ監査用の
マルチターゲットフォレンジックツールの同時多数の
コンピュータでフォレンジック業務実行。
- MobileWay：出入セキュリティステッカー破損時の
モバイルフォレンジック技術を利用して、モバイル
機器を通じた資料の流出時関連資料回復と検索を
通じた獲得。
- Privacy Finder：PC に保存されている個人情報
（住民登録番号、クレジットカード番号、電話番号、
電子メールなど）について保有している現状を
リモートで把握して流出の可能性を事前に遮断。

②-a,b,c,d,e、 ・インシデントレスポンス
③、④、⑧、⑨、 ・フォレンジック調査
⑩、⑬（インシデ ・脆弱性診断（webアプリ/スマートフォンアプリ）
ントレスポンス・ ・ソーシャルゲームチート対策診断
攻撃復旧支援・ ・ネットワーク診断
脆 弱 性 診 断 ・ ・仮想通貨/ブロックチェーン診断
・耐タンパー性診断
ペネトレーション
・ペネトレーションテスト
テスト・マルウェア
・セキュリティトレーニング
解析）
・マルウェア解析 他

①、⑬（フォレン

株式会社 CyCraft

主要製品等

ント演習など
サービスの紹
介）

© 2019 NPO Institute of Digital Forensics.

・Xensor：24時間365日監視体制による迅速な対応
‐インテリジェントなATP状況認識
‐マルウェア＆メモリフォレンジック
・CyCarrier：セキュリティ状況認識の視覚化
‐インテリジェントなAI分析/オートマティック事例分析
‐MSSP/SOCチームの効率性の向上
・CyberTotal：1クリックでグローバル脅威インテリ
ジェンスを照会
‐業種、国別の脅威ソースのAIによるラベリング
‐ハイレベルなAPI統合インターフェイス
‐CyCarrier、Xensor との統合で、脅威ハンティング、
データエンリッチ化を実現

ＩＤＦ団体企業名

クオリティネット株式会社

https://www.qualitynet.co.jp

サービス区分

主要製品等

■フォレンジックツールの販売（正規代理店）
・総合型フォレンジックツール
EnCase Forensic、FTK、AXIOM、Nuix
・Mac/iPhone 保全・解析ツール
MacQuisition、BlackLight
①、②-a,b,c,d
・HDD/SSD 保全・書込防止装置
、③、④、⑤、
Falcon-NEO、Tableau、WriteProtect-Portable
・物理メモリ・マルウェア解析ツール
⑥、⑧、⑨
Responder Pro、IDA Pro、Shadow3
■メーカー公認トレーニングの実施
・EnCase(DF120/210/320)、FTK、AXIOM
■フォレンジック調査・緊急対応サービスの実施
・対象：PC(Windows／Mac／Linux)、スマホ等

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
LINE 株式会社

https://www.iij.ad.jp/

https://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/

株式会社リクルートテクノロジーズ https://recruit-tech.co.jp/
株式会社サンエイ

http://sanei.company/

ネットワンシステムズ株式会社
JBCC 株式会社

https://www.netone.co.jp/
https://www.jbcc.co.jp/
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