報道関係者
プレスリリース
2021 年８月３日
一般社団法人 ASP・SaaS・AI・IoT クラウド産業協会
（クラウドサービス情報開示認定機関）

クラウドサービス情報開示認定機関ＡＳＰＩＣ※１が、(1)リーガルテック(法
律事務所系)、(2)クラウド型ソフトウェアテストツール、(3)ReTech（不動
産テック）及び(4)AI 音声認識関連サービスの４件（ASP・SaaS）を新たに
認定。情報開示認定は累計２８３サービス。
～本情報開示認定制度は、平成 19 年から総務省ご指導の下、ＡＳＰＩＣが立ち上げ・推進しており、
利用者が安心して利用できるクラウドサービスの普及推進を図っています。～

一般社団法人 ASP・SaaS・AI・IoT クラウド産業協会（ASPIC）は、2021 年８月 2 日、ク
ラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定機関として、申請された下記４件のクラウ
ドサービスについて審査した結果、認定機関の定める審査基準に従って「安全・信頼性に係る
情報開示」が適切に行われていることを認定いたしました。
この認定は、サービスの安全性、信頼性に関する情報を正しく開示しているクラウドサービス
にのみ与えられるもので、利用者の安心・安全なクラウドサービスの選定に資することを目的
としたものです。今回の認定により、累計１９５社の２８３サービスが認定されました。
（申請日順）

【認定区分】 ASP・SaaS
(1) 株式会社カイラステクノロジー：
「Armana」
(2) テクマトリックス株式会社：
「テクマトリックス TestRail クラウドサービス」
(3) リーウェイズ株式会社：
「Gate.」
(4) 富士通株式会社：
「FUJITSU Cloud Service TalkVisible」

図

新規認定会社ロゴとクラウドサービス安全・信頼性情報開示認定制度認定マーク
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新規認定サービス及び直近で認定を更新したサービスを紹介します。
認定サービスの開示情報につきましては、利用者が比較、選択等する際の参考に利用いただ
けるよう、認定機関
ホームページに掲載しております。
１． 新規認定サービス

新規認定した４サービスを示します。今後も申請があったものから順次、審査を行い、情報
開示が適切と判断されるサービスを認定していく予定です。
■ASP・SaaS 申請： ４サービス（４事業者）
No

サービスの名称

事業者の名称

サービスの概要

弁護士事務所の案件管理、利益相反チェッ
Armana
株式会社カイラステクノ ク、顧問先、訴訟管理、入出金管理及びス
1
ロジー
ケジュール管理まで一元管理できる弁護士
事務所向け業務管理サービス
ソフトウェア開発における、テストケースやテ
テクマトリックス TestRail テクマトリックス株式会 スト結果の管理、進捗管理、サポート機能を
2
クラウドサービス
社
提供するテスト管理ツール TestRail のクラウ
ドホスティングサービス
２億件を超える物件データを用い、AI を活
Gate.
リーウェイズ株式会社
用した不動産の査定・投資分析シミュレーシ
3
ョン機能や市場分析・ハザード情報を提供
する不動産業務支援サービス
会話データの管理機能、話者認識も可能な
FUJITSU Cloud Service 富士通株式会社
音声データ認識・テキスト化機能、テキストの
4
TalkVisible
編集機能等を提供するサーバ－クライアント
形態の音声認識サービス
※ASPIC では、IoT クラウドサービス情報開示認定（ASP・SaaS 及び IaaS・PaaS）の取得を推進
しております。現在までに認定されたサービスは、次の通りです。
(1)IaaS・PaaS(IoT) https://www.aspicjapan.org/nintei/ip-iot/service_search.html
・IoT-EX 株式会社：
「IoT 相互接続サービス」 （認定日：2019.10.07）
・NEC ネッツエスアイ株式会社：Symphonict プラットフォームサービス（認定日：2021.03.31）

(2)ASP・SaaS（IoT） https://www.aspicjapan.org/nintei/asp-iot/service_search.html
・株式会社 NJS ：
「SkyScraper」 （認定日：2019.12.23）
・ユニテックシステム株式会社：「CORRECT TIME NAVI（コレクトタイムナビ）」
（認定日：2020.03.02）
・アイルジャパン株式会社：自動販売機の遠隔検針サービス（認定日：2021.03.31）

２．認定更新サービス一覧
令和 年 月から直近までで認定更新した、
認定日より２年間有効です。

サービスを認定日毎に示します。認定は、

■更新申請：5 サービス（5 事業者）
No

認定番号

サービス名称

ウチダ公共クラウドサ
ービス

施設予約システム

認定番号

事業者名称

サービスの概要

株式会社内田洋
行

ポータルサイトを中心に自治体向け
（財務会計、行政文書管理等）
、学校
向け（校務支援、遠隔授業等）
、地域
向け（図書管理、緊急連絡網等）の多
様なサービスをシームレスに提供す
る公共向けサービス

株式会社パスコ

読み上げブラウザー、多国語表示、同
社の「わが街ガイド」サービスと組合
せた地図利用ガイド等の簡易インタ
ーフェースを備えた地方自治体向け
施設予約サービス

ビジネスエンジ
ニアリング株式
会社

複数組織・企業間等で行われる様々な
業務（サプライチェーン、エンジニア
リング、品質保証業務等）において利
用されるデータ（構造型データ、文書、
資料等）を安全に共有する機能を提
供、協業を支援するサービス

連結
ホステ
ィングサービス

株式会社豆蔵

白山センター

株式会社石川コ
ンピュータ・セン
ター

■更新申請：2 サービス（2 事業者）
No

認定更新日：令和 3 年 6 月 27 日

サービス名称

共同利用センタ
ーネットワークサービ
ス

認定更新日：令和 3 年 6 月 28 日
事業者名称

ＮＴＴインター
ネット株式会社

シンク・エンジニ
アリング株式会
社

■更新申請：1 サービス（1 事業者）
No

認定番号

サービス名称

（ 株 ） 豆 蔵 が 提 供 す る 連 結
（連結納税システム）に特
化したホスティングサービスで、サー
バ機能を提供するハードウェア、ソフ
トウェアの保守作業や運用を代行す
るサービス
免震構造建物、２ルート給電、十分な
空調設備、セキュリティ対策等のデー
タセンター基本機能に加え、運用・監
視・保守等の付加価値サービスを提供
する北陸地域に位置するデータセン
ター

サービスの概要
公共料金や税金などをネットバンキ
ング、モバイルバンキング、全国の金
融機関窓口や
などから支払い可
能とする「
ペイジー 」収納
を利用するためのマルチペイメント
ネットワーク
への接続機能を
共同利用型で提供するネットワーク
サービス
上下水道施設の水の流れや各種機器
の状況・取得情報等を絵図やグラフと
して視聴覚的に監視、パソコンやタブ
レット、スマートフォンにも表示で
き、小規模から大規模施設まで柔軟に
対応できるクラウド型遠隔監視サー
ビス

認定更新日：令和 3 年 7 月 2 日
事業者名称

サービスの概要

ワイズマン
ス

サービ

■更新申請：4 サービス（4 事業者）
No

認定番号

サービス名称

株式会社ワイズ
マン

認定更新日：令和 3 年 7 月 8 日
事業者名称

株式会社

レシピ管理サービス
ケーキ職人

センサネットサ
ービス『
サ
ービス』

プラットフォー
ム

■更新申請：2 サービス（2 事業者）
No

認定番号

サービス名称

認定番号

株式会社コンピ
ュータマネジメ
ント

サービスの概要
会計、販売・購買在庫、資産管理、人
事、給与、人材マネジメント、勤怠、
生産管理など全
の業務システムで
構成される
パッケージをクラウ
ド環境で利用可能としたサービス
洋菓子業界向けに特化したレシピ、原
価、材料を一元管理でき、原価管理や
必要材料の計量業務の負荷軽減、店舗
従業員との商品情報共有などを可能
としたレシピ管理サービス

オムロンソーシ
アルソリューシ
ョンズ株式会社

遠隔監視装置端末が収集する電気設
備の漏電の有無、電気使用量、設備状
態、温度・湿度センサデータなどの計
測データを一括管理し、計測データの
グラフ表示や警報メール送信などが
可能な遠隔監視サービス

株式会社インフ
ォマート

企業間の商取引に係る一連の業務を
上で可能とする電子請求書シス
テム、受発注システム、商談システム、
規格書システムを提供する
プラ
ットフォームサービス

認定更新日：令和 3 年 7 月 10 日
事業者名称

サービスの概要

オリジナル気象システ
ム

株式会社ハレッ
クス

気象庁の観測・予測データ等に基づい
た
格子の気象データを緯度・経
度指定で利用可能、利用目的に応じ数
種のデータ提供方式が選択できる気
象情報提供サービス

オートメーション
システム サイレコ

株式会社アクテ
ィブアンドカン
パニー

組織人事情報をデータベースとして
一元管理、各種申請と承認手続きの電
子化によりデータ更新を自動化、蓄積
データを経営情報として活用できる
クラウド型人事管理システム

■更新申請：3 サービス（3 事業者）
No

インターネットを通じて介護事業者
向けに給付管理、介護給付費請求など
様々なアプリケーションソフトを提
供するサービス

サービス名称

総合決済ＡＳＰサービ
ス「 コレクト」

マーキ
ュリー ミント

認定更新日：令和 3 年 7 月 21 日
事業者名称

サービスの概要

ＮＴＴインター
ネット株式会社

コンビニ収納、ぺイジー収納、口座振
替やクレジットカード決済などで支
払われた情報の統合管理機能、
でのリアルタイム照会機能、消込管理
機能などを提供する総合決済サービ
ス

株式会社ＢＳＮ
アイネット

インターネットに接続したＰＣと認
証ＵＳＢキーのみで、使いたい期間だ
け利用できる、月額定額制の上下水道
事業者様向け上下水道料金調定収納
管理利用サービス

ＷａＷａＯｆｆｉｃｅ

■更新申請：2 サービス（2 事業者）
No

認定番号

サービス名称

株式会社アイア
ットＯＥＣ

認定更新日：令和 3 年 7 月 27 日
事業者名称
富士フイルムイ
メージングシス
テムズ株式会社

請求ＡＳＰサー
ビス「
」 「お
まか請求」ベーシック
プラン

メール、スケジュール、回覧板、アド
レス帳、施設予約、行き先案内板、フ
ァイル共有など、企業内の情報共有や
コミュニケーションの効率化を図る
機能を提供するグループウェア・サー
ビス

株式会社フォー
バルテレコム

サービスの概要
インターネット環境を利用して画像、
図面、ドキュメントなどのデジタルデ
ータの「共有」
、
「管理」
、
「送受信」な
どが安全で簡単に実現できるファイ
ル共有ストレージサービス
請求書や利用明細をエンドユーザ専
用の
サイトで確認できる機能
や入金消込機能等を提供し、請求書発
行作業（封入・封かん・投函）にかか
る人件費、請求書用紙代、印刷代及び
郵便代削減を図るサービス

．情報開示認定制度の経緯と現状

平成 19 年、ASPIC は総務省の受託調査研究により ISO27001 を参照した ASP・SaaS の情報セ
キュリティ対策ガイドラインの策定を行いました。並行して、総務省と ASPIC が合同で「ASP・
SaaS 普及促進協議会」を立ち上げ、この協議会で、ASP･SaaS の安全・信頼性に係る情報開示指
針の策定を行い、この指針をもとに平成 20 年 4 月、
「ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開
示認定制度」を創設し、認定機関を FMMC、認定業務運営を ASPIC として認定制度が開始されま
した。また、平成 29 年には認定機関を FMMC から ASPIC に移管しました。
以降の経緯は下記リンクを参照ください。
https://www.aspicjapan.org/nintei/about.html
これまでに認定されたサービスは、累計２８３サービス、１９５事業者となっています。
４．本件連絡先（申請受付窓口）
一般社団法人 ASP・SaaS・AI・IoT クラウド産業協会
(クラウドサービス情報開示認定機関)
クラウドサービス情報開示認定事務局
〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-3-1 たつみビル 2F
担当
： 岩田・門井・国松
TEL
： 03-6662-6854
Fax
： 03-6662-6347
mail
： aspic@cloud-nintei.org
認定サイト： https://www.aspicjapan.org/nintei/

