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Entrust は、数十年にわたって学んだ即時発行の見識を、自信を

持ってご提供します。当社の経験は、世界クラスのソリューショ

ン、サポート、サービスについて言うまでもなく、貴金融機関が

より良く、より強く、より求められるブランドに成長するのに役

立つと信じています。

実のところ、即時発行についてここまで詳しい会社は他にありま

せん。何と言っても Entrust は、四半世紀以上前にこのアイデア

を着想したのです。そこから改善とイノベーションへの投資を続

け、即時発行を管理済みサービスの世界の他の部分に合わせられ

るようにしています。

世界中の金融機関と協力した経験から、即時発行を改善して、デ

ジタル環境と進化し続ける産業界にいっそう適応させる方法を学

んできました。即時発行を適切に行えば、貴行の顧客や信用組合

員は賞賛の眼差しであなたを見ることになる、と言っても過言で

はありません。

ご不明な点がありましたら、お気軽に直接お問い合わせくだ 

さい。

Tony Ball
上級副社長兼 
即時発行
金融カード即時発行
Tony.Ball@entrust.com
952.988.1390
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概要  

カード所有者に素晴ら 
しい体験を提供する
消費者は、購入に関しては特に、即時性を好みます。即時発行であれ
ば、カード所有者がデビットカードまたはクレジットカードを手にする
まで、3 分以上待つ理由はありません。

新規アカウントの開設、紛失や期限切れカードの交換、セキュリティインシデントや漏え
い後の再発行など、カードの即時発行はポジティブな顧客体験を実現するものであり、全
銀行のうち 55% が 2021 年までに提供を予定しています。消費者はカードの郵送を待つ
代わりに、欲しい決済商品をオンデマンドで受け取り、発行者は非常に感謝されることに
なります。

銀行は適切な技術を利用すれば、特に要求の高い消費者にも訴求するオーダーメイドの個
別デザインで、高品質のカードを作成できます。一部の先進的な金融機関やリテールバン
クは、セルフサービスキオスクを使用して、このプロセスを消費者がもっとコントロール
できるようにしています。

カード所有者が支店に足を運んだとき、すぐに使えるカードを手にして去ることができる
なら、それがメインカードになるブランド力があることになるでしょう。

銀行業界の長期的に持続可能な成長は、販売や商品に
こだわる考え方から、真の顧客中心主義への徹底的な
転換によってのみ可能であるように思われます。
DELOITTE 2018 Banking Industry Outlook （デロイト、2018 年銀行業界の見通し）
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カード所有者の体験において最も重要な要素

カード所有者との信
頼関係を築く

カード所有者の期待
に応える

カード所有者の葛藤
に対処する

シームレスな体
験を創出する
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いつでも、どこからで
もアクセス可能

支持者を創出し、ロ
イヤリティを育む

即時発行の価値

 •  最高のブランド体験を持つカード所有者は、最低の体験をしたカード所有者よりも 140％ 多く支出し 
ます

 •  顧客体験に重点を置いている組織では、顧客対応コストに 2 桁の削減が見られます
 •  小売業界全体で、顧客体験における第一人者の業績は、遅れを取っている業者を 26％ 上回っています

加えて、郵送されたカードは 50％ であるのに対して、即時発行のカードは 100% 活用
されています。

詳細はこちら：ENTRUST.COM



競争上の優位性
金融機関は発行戦略を再評価して、消費者との接点を強化するために、
一元化、即時、モバイル、およびセルフサービスの発行方法を組み合わ
せて取り入れています。

さらに、カードの受け取り方法を消費者が選択できるようにすることで、柔軟性、利便性、
現代的な感覚がもたらされます。これらはすべて、混雑した市場で満足度とシェアを高める
ために不可欠です。

最近の Jones Lang LaSalle Global Retail Banking 2020（ジョーンズ・ラング・ラサー
ル・グローバルリテールバンキング 2020）の調査によると、銀行はもはや顧客の忠誠心や
惰性を当てにすることができません。銀行の顧客基盤はますますモバイル化しています。人
々は自分の財政状態により精通していて、銀行や信用組合への要求が高くなっています。

ペイメントカードの普及率が高い市場では、競争が激しくなる傾向があります。金融機関と
リテールバンクは、現代の消費者の好みに合わせる一つの方法として、差別化したビジネス
モデルを展開する必要があります。
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貴行を際立たせる
 Aite Group は、2021 年までに即時発行を提供する金
融機関の数が、

Aite Group は、2021 年
までに 5,483 の金融機関が 
67,075 の支店で即時発行を
提供すると予想している。

（出典：Aite Group’s report Instant Issuance（アイテグループの即時発
行報告書）：米国内 Current State Assessment、2017 年 6 月）

55%  
の市場普及率 

（金融機関全体）



ソリューションの特徴 

決定した後は何をするのか
ここまでお読みになって、即時発行を試してみようと思われたことで
しょう。それが事業的に理に適っていることは明らかです。でもどの
ように始めればよいでしょうか？

まず、提供するカードの種類を決定します。

次に、デザインのレベルを考えます。エンボス加工のカードですか、
それともフラット カードですか？事前印刷、それともオンデマンド印
刷のカードですか？横向きですか、縦向きですか？口座番号はオモテ
面ですか、ウラ面ですか？

Entrust は、25 年間にわたる即時発行の経験で、顧客向けのカードを印刷するため、
あらゆる規模の銀行や信用組合（1 店から 2,000 以上の支店まで）と提携してきま
した。即時発行が支店の場所に限定されないことは朗報です。カードは小売店、遠隔
地、空港、バス停、カジノ、さらにはクルーズ船でも発行できます。

デビット ビジネスクレジット

7詳細はこちら：ENTRUST.COM



8

検討事項
予算
組織全体での先行
投資と継続的な将
来のコスト。

IT 依存性
データセンターとインフラ
ストラクチャ、ソフトウェ
アとハードウェア、アップ
グレードとメンテナンス、
オペレーションの実装、カ
スタマイズ、コントロー
ル、セキュリティなど。

市場へのスピ
ード
即時発行プログラムの
実装と展開にはどれほ
どの時間が必要か。

組織の即応性と機敏性
デジタルトランスフォーメーシ
ョンと顧客中心の戦略を、優先
度を決めて導入し、サポートす
る能力。

データセキュ
リティ
最高レベルの、アカ
ウントレベルの情報
セキュリティによる
快適さと保証。

仕組み 

どの展開オプションが適しているか
世界はクラウドソリューションに移行していますが、銀行は非クラウドソリュ
ーションを好む時があることは確かです。即時発行を展開する方法として、ク
ラウド*と非クラウドの 2 種類を提供する即時発行プロバイダーは、Entrust 
だけです。どちらを選択するかは、貴金融機関のクラウドへの道のりにかかっ
ています。

Entrust クラウドソリューションは、サーバー、アプリケーション、ハードウェアセキュリティ
モジュール（HSM）を運営します。加えて、

 •  PCI-CP 認定クラウド（最高レベルのペイメントカードセキュリティ）内で、お客様に代わってキーを管理し
ます。

 •  機器の購入、IT リソースを使用したインフラストラクチャの構築、OSの保守、セキュリティパッチの適
用が不要になります。

 •  災害復旧用の設定が自動的に行われます。

 •  銀行の事業継続計画に社内の努力を必要とせずに適合します。

即時発行ソリューションをデータセンターで実行したいと思われるかもしれません。サーバ
ー、データベース、ハードウェアセキュリティモジュールを構築する IT スタッフをお客様
側で手配してから、当社チームがオンプレミスソリューションを実装します。

ソリューションの稼働開始後は、お客様の IT スタッフが、アップグレード、セキュリティパッ
チ、およびその他ソフトウェアに関連した一般的な事柄に責任を負います。お客様の IT チーム
と事業チームは、災害復旧、ビジネス継続性、セキュリティの実践とテストに責任を負うこと
になります。

* 北米でのみ提供



主な機能と利点 

ニーズに合った世界 
クラスのサービス
DIY モデルから完全な管理済みサービスまで、Entrust のサービス
は、即時発行プログラムの範囲、展開、保守、管理、および最適化に
必要なすべてを提供します。

消耗品管理
各支店のプリンター消耗品を追跡し補充します。

お電話一本でサポート
1〜3 営業日、オンサイトのハードウェアサポート
とお客様チームのトレーニング。

デバイス管理
即時発行のセルフサービスを 1 か所のセンターか
ら監視管理。
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当社のターンキーサービスは簡単で手間がかかりません

詳細はこちら：ENTRUST.COM



パートナーに関する考慮事項
適切なパートナーは、ベンダー以上の存在として、取り組みの全段階で専門知
識を提供することにより、即時発行の第一歩における成功を左右するもので
す。最適なパートナーは、実装から継続的なサポートまで、お客様が必要な
ものすべてを備えているものです。（なんと、Entrust にはこれが全部ありま
す！）

会社の経験
 •  導入の確かな実績があり、カード管理システムの統合数が最も多く、市場で高い評価を獲得

 •  市場に新しいイノベーションをもたらすため、リソースへ継続的に投資

技術
 •  カードのカスタマイズ画像の品質と高い耐久性

 •  デジタル認証と暗号化のソリューションに裏打ちされた、業界をリードするセキュリティ標準により、導入
時にカードの安全性を確保

 •  Visa® および Mastercard® PCI-CP 認定クラウド

 •  発行デバイス管理ソフトウェアと、即時発行ソフトウェアの統合

柔軟性
 •  デビットカードおよびクレジットカード、またはそのいずれかの発行

 •  オンプレミスまたはデジタルクラウド展開のオプション。両方のオプションを提供できる唯一のプロバイダ
ーの信頼性と信用は、時間の有効活用とコスト管理に役立ち、安心感を与えます

 •  エンボスまたはフラットで全面的にパーソナライズされたカードを発行するオプション

カスタマーサービス/トレーニング
 •  ソリューション全体を維持する機能：ハードウェア、ソフトウェア、消耗品、およびサービス

 •  最高級の消耗品と簡単な補充/注文プロセス

 •  迅速なサービスとサポートが 24 時間年中無休

 •  排他的な最上級のサービスを提供

 •  継続的な助言と情報提供
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ENTRUST の違い 

イノベーションの専門家
当社はお客様に優れた技術、柔軟なサービス、および専門知識のコンサル
ティングをお約束します。当社は即時発行を 25 年以上前に考案しただけ
でなく、その先駆者となり続けてきました。

私達を信頼できるアドバイザーとお考えください。取り組みの全段階で当社の専門知識をお客
様と共有します。世界をリードする製品と終身雇用チームの支援により、お客様は必要とする
革新的ソリューションと、信頼できる比類のないサービスを手に入れることになります。

 •  当社は、プリンター、ソフトウェア、サービス、および消耗品の統合エコシステムをサポー
トする、唯一のソリューションプロバイダーです。

 •  専任の即時発行専門家 200 名からなる当社チームは、お客様に最先端のセキュリティ、 
イノベーション、体験をもたらしつづけます。

 •  Entrust 独自の立場は、即時発行を可能な限り簡単かつ効果的にするものです。

動画を見る>
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完全な管理済みサービス

プログラムのロールアウト

計画と評価

継続的なソリューションサポート

実装

全ステップにおける専門家のアドバイスと専門的なサービス。

1 TSYS 2016 U.S. Consumer Payment Study（TSYS 2016 米国消費者支払い調査） | 2 Aite：Instant Issuance：米国内 Current State Assessment. June 2017（アイテレポー
ト：即時発行の現状評価。2017 年 6 月） | 3 Aite Report：Instant Issuance：Driving Card Use and Self-Service Channels. September 2016.（アイテレポート：即時発行：ドラ
イビングカードの使用とセルフサービスチャネル。2016 年 9 月） | 4 Shaping the Future of Payment Technology：Instant Issuance：Smart Payment Association.（決済テク
ノロジーの未来を形作る：即時発行。スマートペイメントアソシエーション） | 5 Aite Report：Instant Issuance：米国内 Current State Assessment. June 2017（アイテレポー
ト：即時発行の現状評価。2017 年 6 月） | 6 Customer Experience Trends for 2019：Building the Organization of the Future.（2019 年の 6 つのカスタマーエクスペリエンスト
レンド：未来の組織の構築） | 7 Aite Report：Instant Issuance：Driving Card Use and Self-Service Channels, September 2016.（ドライビングカードの使用とセルフサービス
チャネル、2016 年 9 月） | 8 Shaping the Future of Payment Technology：Instant Issuance, Smart Payment Association.（決済テクノロジーの未来を形作る：即時発行、スマ
ートペイメントアソシエーション） | 9 Deloitte, 2018 Banking Industry Outlook（デロイト、2018 年銀行業界の見通し）

詳細はこちら：ENTRUST.COM

https://youtu.be/MO0Da-Zoi0o


ENTRUST CORPORATION について
Entrust は、信頼できるアイデンティティ、支払い、データ保護を可
能にすることで、世界の安全に寄与しています。国境の有無に関係な
く、商品やサービスの購入、電子政府サービスへのアクセス、企業ネ
ットワークへのログインなど、今日ますますシームレスで安全な体験
が求められています。Entrust は、こうしたやり取りのすべてのまさ
に核心部において、非常に幅広いデジタルセキュリティやクレデンシ
ャルの発行ソリューションを提供しています。2,500 名を超える社
員、グローバルパートナーのネットワーク、150 か国以上の顧客を抱
える当社に、世界で最も信頼されている組織が信頼を寄せるのも不思
議ではありません。

詳細はこちらから

888 690 2424  
+1 952 933 1223 

sales@entrust.com 
entrust.com
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や製品名は、それぞれの所有者に帰属します。Entrust Corporation は製品およびサービスを継続的に改善し
ており、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。Entrust は機会均等雇用者です。 
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