
One Action. A billion transactions.

HCE と
クラウドベース決済

全てのテストを
ワンストップでお引受します

fime.com



With the launch of Host Card Emulation (HCE) on Android and the 
success of Apple Pay, cloud-based NFC services have popped up all 
over the world. To assist each stake holder in the ecosystem, FIME 
supports these innovative projects from conception, right through to 
commercial roll-out.

FIMEのエキスパートが支援します。

• HCE技術とマーケットトレーニング
• 仕様開発ソリューション
• 評価および選択ソリューション
• テストプランおよびテストツール開発

信頼のおけるパートナーFIMEと
共にプロジェクトの開始から商業
ベースの立ち上げまでを進めましょう

機能テスト
• expressPay HCE
• マスターカード・クラウド

ベース決済 (MCBP)
• クラウドベース決済対応 

Visa Ready

セキュリティ評価
• expressPay HCE
• マスターカード・クラウド

ベース決済 (MCBP)
• クラウドベース決済対応

Visa Ready(1)

ラボサービス

HCE モバイル・アプリケーション

機能テスト
• TSP認証
• モバイル・ゲートウェイ    

認証
• エンド・ツー・エンド評価

セキュリティ評価
• PCI DSS審査

ラボサービス

クラウドベース決済プラットフォーム

NFC モバイル・ハンドセット

テストツール

テストツール

機能テスト
• GCF NFC デバイス認証
• EMVCo デバイス認証
• 決済方式のHCEデバイス
認証

セキュリティ評価
• 組込セキュアエレメント(eSE)
• Trusted Execution Environment 

(TEE)

ラボサービス

• Global Device
• Observation Test Bench
• Perturbation Test Bench
• 高周波テストベンチ
• Smartspy Contactless

• Global
• Observation Test Bench
• Perturbation Test Bench
• Smartspy Contactless

非接触決済端末

テストツール
• EVAL
• Observation Test Bench
• Perturbation Test Bench
• RF Test Bench
• Smartspy Contactless

テストサービス
• EVAL 4dev, レベル2                       

ターミナル・カーネルベース テスト

機能テスト
• EMVCo
• 主要決済ブランド (2)

テスト範囲
• レベル1およびレベル2

セキュリティ評価
• PCI PTSセキュリティ評価(1)

ラボサービス

DEJAMOBILE
FIMEのラボエキスパートのおかげで、弊社
製品は、迅速かつ容易にマスターカードのク
ラウドベース決済モバイルアプリケーション
の認証を得ることができました。

BKM
FIMEのモバイル決済のエキスパートは、特
にHCEとトークン化において、我々がクラウ
ドベース決済に対して戦略的なアプローチ
ができるようにしてくれました。

クラウドベース決済
エコシステム

HCE と
クラウドベース決済
FIME によるエコシステムの設計及び認証 コンサルティング

(1) 認証セキュリティラボとのパートナーシップで提供       (2) American Express, Discover, eftpos, Interac, JCB, Mastercard, Visa



B-HCECBP-AD(JP)

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

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

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。

FIMEは専門的知識で世界中をサポート

お問い合わせ salesjapan@fime.com

*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。

トルコの決済エコシステムの中心的存在として、BKMにとって市
場の進化、新しい技術の出現を速やかに且つ完全に理解するこ
とが不可欠でした。 FIMEのモバイル決済についての専門家達
は、特にHCEとトークン化で、我々がクラウドベース決済に対して
戦略的なアプローチができるようにしてくれました。 FIMEは短期
間で我々の知識を深めることを支援し、市場全体に渡るさまざま
なソリューションを分析および評価し、継続的な意思
決定をサポートしてくれました。

お客様の声

DejaMobileのようなモバイル決済の先駆者にとっては、革新的な
決済技術の専門知識が実証されているFIMEのようなテストラボ
だけが顧客のニーズを満たします。 従って、FIMEが選ばれた理由
は、FIMEが単によく知られた信頼できるパートナーであっただけ
でなく、この新しい技術の認証サービスを提案した最初のラボだ
ったからです。 FIMEのモバイル決済アプリケーションテストの専
門知識により、迅速且つ容易にマスターカード・クラウドベース
決済(MCBP)モバイル・アプリケーション認証の取得が
できました。
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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

米国決済フォーラム
のメンバー

世界中で150
以上の専門家

30社以上 
からの認証

業界における

20の実績
将来に渡る

サポート

オープン・       
ループ決済 eUICC

モバイル           
チケット

ジャイアント・  
ペイ

ウェアラブル
HCE

およびクラウドベース
決済のコンサルティグ、
テスト、および認証の

先駆者

全世界
 
 

カ所でサービ
ス展開
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