One Action. A billion transactions.

セキュリティ
サービス

あらゆるコンサルティングと
テストのワンストップショップ

FIMEのエキスパートは

開発プロセス全体を持続的にサポートし、市場投入までの時間短縮および費用削減に
つながるカスタマイズソリューションを提供します。

FIME

トレーニング

コンサルティング

セキュリティ・サービス

FIMEはプロジェクトの初期から開発、インテグレー
ションまでの各段階で製品やアプリケーションの
セキュリティ要件を提言します。

製品のセキュリティ性を証明し、
市場での評価を確保します。

• チップカード/セキュアエレメント (SE)
FIMEのサポートは、お客様のそれぞれの
• 決済端末
セキュリティ要件に基づいた適切な意思
• 携帯電話
決定を可能にします。弊社のサービス分野
• Trusted Execution Environment (TEE)
は次のとおりです。
• スタンダード＆ホスト・カード・エミュレーション
• リスク分析
(HCE) モバイル・アプリケーション
• セキュリティ要件の作成
• トークン・サービスプロバイダー (TSP)
• 製品設計レビュー
• トラステッド・サービス・マネージャー（ (TSM)
• ソースコードレビュー
• 脆弱性分析
FIME 準拠の決済情報システムに関する
トレーニングやコンサルティングも提供します。
• セキュリティ評価

ターミナル

ハンドセット
ラボサービス

ラボサービス

• AFSCM（フランス非接触モバイルサービス協会）

• PCI PTS セキュリティ評価*

• ホスト・カード・エミュレーションに対応するアメリカンエキスプレス、マスターカード
    およびビザカード
• Common Criteria (ISO 15408)
• TEE セキュリティの GlobalPlatform

• PCI SPoC セキュリティ評価*
• Tap-on-Phone のセキュリティ評価*
• Common Criteria (ISO 15408) セキュリティ評価

テストツール

テストツール

• Observation test bench
    サイドチャネル解析
• Perturbation test bench
フォルトインジェクション
• Smartspy Contactless
モバイル機器とリーダー間の通信の記録および分析
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テストツール

• Observation test bench
サイドチャネル解析
• Perturbation test bench
フォルトインジェクション
• Smartspy Contactless
モバイル機器とリーダー間の通信の記録および分析

チップカード / SE

• Observation test bench
サイドチャネル解析
• Perturbation test bench
フォルトインジェクション
• Smartspy Contact and Smartspy Contactless
モバイル機器とリーダー間の通信の記録および分析

ラボサービス
ービス協会）
アメリカンエキスプレス
BAROC
Common Criteria (ISO 15408)
Discover

FIME は以下の専門分野のトレーニングも提供し
ます。

セキュリティ審査
Interac
JCB
Mastercard CAST
Mifare for NXP
NSPK
Visa VCSP*

• PCI 3DS セキュリティ審査
• PCI DSS セキュリティ審査
• PCI TSP セキュリティ審査
• IT およびネットワークシステムへの侵入テスト
• (ISO 27001 などの) サイトおよびプロセスのセキュリティ審査
• 論理的、組織的および物理的なセキュリティ審査

NFC
エコシステム

セキュアサーバー(3DS / TSP / TSM)
* 認証セキュリティラボとのパートナーシップで提供

FIME のセキュリティ
評価サービス
FIMEは、独立したISO 17025ラボでセキュリティ評価サービスを請け負い、お客様の製品が
必要とされるすべての規格に準拠していることを証明します。FIMEのパートナーセキュリテ
ィラボは、
コモンクライテリア・セキュリティ評価者としてライセンスを与えれ認知されてい
ます。
また、American Express, Discover, EMVCo, FeliCa Networks, JCB, Mastercard, NSPK,
NXP for MifareおよびVisaに認証を受けています。

グローバルソリューション
FIMEは、製品やアプリケーションがライフサイクル
において最高のセキュリティスタンダードを保てる
よう、
セキュリティ・コンサルティング、評価、および
テストサービスを提供します。

FIMEの専門分野は、スマートカード、セキュア
エレメント(SE)、モバイルハンドセット、Trusted
Execution Environment(TEE)、標準およびホストカ
ード・エミュレーション(HCE)モバイル・アプリケ
ーション、決済端末、
トークン・サービスプロバイ

ダー(TSP)、
トラステッド・サービス・マネージャー
(TSM)をカバーしています。
また、決済情報システ
ムにおけるPCI DSSコンプライアンスおよび侵入
テストおよびPCI TSP準拠のトークン・サービスプ
ロバイダーにも対応しています。
こうした標準のテストメニューだけでなく、FIME
のエキスパートは貴社の実装が将来も有効に使
用できるよう特化したテストを開発することもで
きます。

No1モバイル決済テストラボ
CPVおよびM-TIPサービスのNo1プロバイダー
世界で初めて中国銀聯に認定された国際ラボ
世界初のアンドロイドPOS端末の開発と製品リリースをサポート
将来に渡る
サポート

業界における

20の実績

30社以上
からの認証

150

世界中で
以上の専門家

オープン・
ループ決済

ウェアラブル

HCEおよび
クラウドベース決済に
おけるテストと認証の
コンサルティングリーダー

モバイル
チケット

FIMEは専門的知識で世界中をサポート
eUICC

ジャイアント・
ペイ

全世界

弊社は当初よりEMV®* に
取り組み、多くのEMV化を
サポートしてきました。

世界中の15+以上の決済カード、
およびモバイルのEMV化のサポート実績

*EMVはEMVCo 所有の米国およびその他諸外国における登録商標ですが、未登録の国もあります。
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中国上位5社の決済端末サプライヤーと
5社の主要モバイルメーカーと連携

カ所でサービ
ス展開

お問い合わせ

salesjapan@fime.com
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米国決済フォーラム
のメンバー

