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ICTカテゴリ

クラウド

リモート・ネットワーク

業務効率化

認証

サイバーセキュリティ

教育

リモート・ネットワーク

クラウド

業務効率化・教育

認証

サイバーセキュリティ

テレワーク モバイルワーク WEB会議

ファイル共有 VDI

RPA

クラウドサービス

グループウェア 教育シンクライアント 経費精算

多要素認証・パスワードレス



ICTカテゴリ「認証」のソリューション一覧
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社名 製品名 ICTカテゴリ

株式会社グロコミレモン パスワード不要のID認証サービス TRUSO未指定（トルソナ） 本人認証

株式会社ディー・ディー・エス 多要素認証基盤 EVE MA／EVE FA／Themis 本人認証

株式会社ディー・ディー・エス クラウド本人認証ソリューション マガタマサービス 本人認証



訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

● 企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

● 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

製品概要

システム構成

動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 AWSに接続環境あり。

トライアル費用 無償

トライアル期間 基本４５日間。

トライアル可能時期 常時トライアル対応中

トライアル貸与数 個別申請可

トライアル時導入
サポート・勉強会等

導入サポートあり
勉強会あり

会社名・製品に関するお問合せ先

株式会社グロコミレモン
Email : nemo@glocomi.com

導入実績・事例

・米国最大手金融機関
・英国最大手通信機関
・アリゾナ州立大学
・凸版印刷社内システム
・NTT-AT社内システム

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
定価：１ユーザ 2000円（BtoBモデル）
定価：１ユーザ 200円（BtoCモデル）

初期費用
０円（お客様側で半日程度のAPI書込み作業
あり、無償支援）

課金単位と期間
利用ユーザ数の年額課金
初年度ユーザ数は申告算出でスタート

提供形態 マルチチャネル

購入先
凸版印刷、日本ユニシス、東洋システム開発、
NTT-ATなど

決済方法 購入先条件に準ずる

製品名 パスワード不要のID認証サービス TRUSONA（トルソナ）

製品概要
※150文字程度

パスワード流失リスクを運用側に押し付け、なかなかパスワードを変えてくれない気まぐれなユーザーにお困りではありませ
んか？ID認証サービスTRUSONAは、なりすまし防止のアンチリプレイ技術の採用等により、流失や失念のリスクが常にあっ
たパスワードをスマートフォンの生体認証に置き換えることで、最も安全かつスマートな方法によるアクセスを実現する、究極
の認証ソリューションです。

製品紹介サイト https://www.trusona.com

ICTカテゴリ 本人認証

対象業種 対象従業員規模 利用可能人数 無制限
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グロコミレモン

mailto:nemo@glocomi.com


製品名 多要素認証基盤 EVE MA／EVE FA／Themis

製品概要
※150文字程度

各種システムに対する本人認証を生体（指紋、顔、指静脈、手のひら静脈）、ICカード（FeliCa、MIFARE、
マイナンバーカード）、OTP、パスワード等の多要素認証方式に置き換え、確実な本人確認を行います。
ユーザはパスワードを覚える必要がないため、セキュリティ強化と同時に利便性も向上するソリューション
です。

製品紹介サイト https://www.dds.co.jp/ja/product/#soft-service

ICTカテゴリ 本人認証

訴求可能なメリット

人材の確保・育成

業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

● 企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

■製品概要

■システム構成
ADと同期する認証サーバ（※）により、クライアントPCの本人認証を一元管理。
※ EVE MA：ADと完全連携

Themis、EVE FA：認証情報の同期

■動作環境
・認証サーバ：Windows Server 2012以降（MA、FA）｜ CentOS 7.2、RHLE 7.2（Themis）
・認証クライアント：Windows 7、8.1、10（MA、FA）｜Windows 10、Chrome OS（Themis）
・シンクライアント：HP ThinPro（MA指紋認証） 他

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 なし（オンプレミス提供）

トライアル費用 無償

トライアル期間 3ヶ月

トライアル可能時期 いつでも可

トライアル貸与数 30

トライアル時導入
サポート・勉強会等

オンプレサーバへの評価構築サ
ポート有り

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
保守費（デバイス抜き初期費用の約15%）

初期費用
オープン（認証デバイス込み100名で
定価で約430万円（構築費は別途見積））

課金単位と期間
売り切り（サーバソフト、クライアントソフト、認証
デバイス、構築費）、年単位の保守費

提供形態
オンプレミス、プライベートクラウド

購入先
販売会社、パートナー企業経由
（https://www.dds.co.jp/ja/partner/）

決済方法
振込請求

会社名・製品に関するお問合せ先

株式会社ディー・ディー・エス
お問合せ先
https://www.dds.co.jp/ja/contact/

導入実績・事例

• 郵船トラベル株式会社様：PCI DSS対策
• 北海道釧路市役所様：セキュリティ強靭化対策
• 芝浦工業大学様：教職員、学生の認証利用。災害時対策も
• 株式会社タカラレンタックスグループホールディングス様：勤怠情

報の透明化
• 株式会社JA-LPガス情報センター：個人情報保護対策
• 株式会社ウィ・キャン：旅行業基幹業務システムに組み込み運用

https://www.dds.co.jp/ja/example/

Windowsログオン認証、各種アプ
リ認証を多要素認証に置き換えま
す。

1. Active Directory同期
（EVE MAは完全連携）

2. 認証方式（生体、物理、知識）
を自由に組合せ

3. シンクラ端末、VDI環境に強い

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし
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ディー・ディー・エス

https://www.dds.co.jp/ja/product/#soft-service
https://www.dds.co.jp/ja/partner/
https://www.dds.co.jp/ja/contact/
https://www.dds.co.jp/ja/example/


製品名 クラウド本人認証ソリューション マガタマサービス

製品概要
※150文字程度

業務で利用する複数のウェブサービスへのログイン情報をひとつにまとめてパスワードレスを実現します。
パスワードの使い回しをなくして利便・効率性をアップするとともに、認証には指紋認証や顔認証、セキュリ
ティキー、ワンタイムパスワード認証を利用することで安全性を強化するクラウドサービスです。

製品紹介サイト https://www.dds.co.jp/ja/product/3415/

ICTカテゴリ 本人認証

訴求可能なメリット

人材の確保・育成

業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

● 企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

■製品概要
SAML連携可能なクラウドサービス（G Suite、Box、Kintone等）をマガタマサービスと連携
するだけで、FIDO認証（スマートフォン認証）でログイン可能となるサービスです。
オフィスワークで利用する業務アプリケーションがパスワードレスとなり、パスワードの作成・記
憶のストレスから解放され、オフィスの外でのセキュリティが強化されます。

■動作環境（認証アプリ導入環境）
・iOS 8.0以上のTouch IDもしくはFace IDを搭載したiPhoneまたはiPad
・Android 6.0以上の指紋認証センサーを搭載したスマートフォン

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 あり

トライアル費用 無償

トライアル期間 3ヶ月

トライアル可能時期 いつでも可

トライアル貸与数 10

トライアル時導入
サポート・勉強会等

あり

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
利用費： 6,000円/ユーザー（年間契約）
※パートナー経由の販売となり記載は予想価格

初期費用
導入費：150,000円/団体
※パートナー経由の販売となり記載は予想価格

課金単位と期間
年間契約

提供形態
クラウドサービス

購入先
販売会社、パートナー企業経由
（https://www.dds.co.jp/ja/partner/）

決済方法
振込請求

会社名・製品に関するお問合せ先

株式会社ディー・ディー・エス
お問合せ先
https://www.dds.co.jp/ja/contact/

導入実績・事例

-

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし
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ディー・ディー・エス

https://www.dds.co.jp/ja/product/3415/
https://www.dds.co.jp/ja/partner/
https://www.dds.co.jp/ja/contact/

