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常に信頼できる取引

2023 年末までに、銀行の 10% が、消費者向けのデジタル ID 利用して、新たな収
益源を生み出す革新的なビジネスモデルを推進するようになると考えられます。

2022 年までに 40% の支店内取引が、デジタル プラットフォームで始まり、銀行
が持つ技術・場所で実行される、専門家向けの事前設定済みの取引あるいはアポイ
ントメントとして開始されることになります。

– IDC FutureScape: Worldwide Financial Services 2021 Predictions Report 

（文書番号 US45821120）、2020 年 10 月
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パスワードを使用せずに、単一の ID でオムニチャネルの顧客体験を提供します。

たった一つの信頼できる ID を使用して、簡単、即時、そして安全な認証を可能にすることで、全く新しいユーザーエクスペ
リエンスを提供し、顧客のロイヤルティと収益性を向上させます。

あらゆるチャネル、 あらゆる取引、 一元的なユーザーエクスペリエンス。

はじめに、概要、お客様のユースケース



Entrust Identity のご紹介
顧客の銀行取引のあらゆるニーズに対応できる単一の ID

PIN やパスワードは過去のものです。顧客に必要なのは、単一の ID です。
競争力を維持して顧客を増やし続けるうえで、顧客満足は欠かせません。

古い認証手段では、顧客、効率、そして事業の収益を失ってしまいます。顧客が好むデ
バイスを使用し、オンラインで即時の、セキュアなアクセスを実現し、オムニチャネル
の体験を提供します。

不正行為から顧客を守りながら、顧客の信頼を勝ち取ることができます。Entrust 
Identity が、顧客の維持と獲得を実現します。

. . . 店舗での決済が急激な
ペースで非対面（CNP）
のチャネルに移行してお
り、その一部は今後も継
続すると考えられる。当
社が予測する決済のシナ
リオの1つでは、2020 年
に世界の E コマースの取
引額が前年比で 23% 以上
増加するとしている。

451 Research: COVID-19’s impact on payments: 
Five key lessons（2020 年 8 月）
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お客様のユースケース

 オンライン銀行取引 

 モバイル銀行取引 

 アカウント検証 

 即時発行 

 カードレスおよび CNP 決済 

 コールセンターの検証
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単一の信頼できる ID が銀行取引の体験を変える

コールセンターの検証
お客様との関係を強化

オンライン銀行取引
顧客体験を合理化

モバイル銀行取引モバイル
をフル活用

アカウント検証
時と場所を問わない承認

カードレスおよび CNP 決済
非常にセキュアなカードレスのアクセス

即時発行
デジタル カード、物理的な
カードの発行を合理化

 •  顧客の携帯電話にあるお客様のモバイルアプリに、堅牢な ID を導入します。アクセスが簡単で使いやすく、お客様のブランド イメージを損ないません。

 •  この ID を使用して認証、取引承認、さらにはキオスクや ATM へのアクセスが可能です。

 •  ID と、ユーザーおよびデバイスの動作を監視するサーバーサイドのセキュリティをペアにすることで、セキュリティと使い勝手の向上を図ります。
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46%
オペレーションモデルの簡略化によって、銀
行年間に増やせると考える顧客ベースの割合1 

オンライン銀行取引
顧客体験を合理化

顧客はこれまで以上にコネクテッドな状態になっています。手間がかからない方法で、
即座に、簡単に財務を管理したいと考えています。銀行取引は、手間を感じさせるもの
ではなく、より便利なものであるべきです。

オンライン銀行取引なら Entrust Identity

米国のように銀行取引が 
普及している市場では

重要ポイント
あらゆるチャネルでパスワードをなくし、不正行為を減らし、顧客体験を向上させるこ
とで、顧客のログインを合理化できます。

•  パスワードレスのオンライン銀行取引

•  透明性のある認証

•  シンプルな取引の検証

•  高額取引 – 複数の承認者

便利さを求めて、あるいは必要性に迫られて、 
デジタル銀行取引が急速に普及

 当座預金口座の顧客 10 人中 8 人が少なくとも月に 2、3 回、オンラインまたはモバイル銀行取引のためにログインして
いる中、デジタル チャネルを、素早い残高確認、支払い、送金や入金が可能なセルフサービスのポータルから、顧客と
の関係を深める付加価値のあるデジタル体験へと移行させるチャンスがある。. . .
Strategies for Customer Engagement in a Digital World, David Albertazzi and Tiffani Montez, Aite Group（2018 年 1 月）



信頼性：
銀行情報の 
重要な基盤。

課題
2020 年半ばの段階で、利便性はさておき、必要に迫られて
銀行取引をデジタルで行う顧客が増えています。銀行は、
物理的な場所や対面による ID 確認を基本として作られたシ
ステムを、真のデジタル顧客体験に変えるという課題に直
面しています。時間のかかる旧式の認証プロセスを使用し
ていると、顧客の不満を招き、企業の評判損ない、収益に
マイナスの影響が及びます。

ソリューション
デジタル銀行取引のポートフォリオを拡大し、コンプライ
アンスを遵守しながら、顧客を獲得かつ不正行為から保護
するには、あらゆる利点を活用することが必要です。高速
かつシンプルなデジタル認証による変革をもたらす体験を
提供し、競合他社の銀行との差別化ｗｐ図ることができま
す。他に類を見ないオンラインの銀行取引体験は、簡単、
即時、セキュアな認証の利便性を提供し、次のような一般
的なアカウント操作プロセスを合理化することで、顧客に
安心感を与えることができます。

パスワードレスのオンライン銀行取引
 •  パスワードを使用しない顧客によるログインの合理化
 •  アカウントの乗っ取り詐欺の削減
 •  あらゆるチャネルで一貫した UX を提供しつつ、モバイ

ルの価値を向上

透明性のある認証
 •  なログインの手間を低リスクで排除
 •  様々なコンテキストからのデータを解析してセキュリテ

ィを向上
 •  継続的認証の適用

シンプルな取引の検証
 •  顧客の信頼を得る
 •  顧客以外が行う取引における不正行為の低減
 •  CNP 取引における 3DS コンプライアンス
 •  規制に対するコンプライアンスの強化

高額取引 – 複数の承認者
 •  複数の承認者を追加して高額取引を保護
 •  共同口座、共同署名の口座、当座預金にも対応

オンライン銀行取引

7
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モバイル銀行取引で素早く大幅
に顧客満足度を高められます3

モバイル銀行取引
モバイルをフル活用

モバイル技術が着実に進歩している中、より多くのことがモバイル端末に求められるよ
うになっています。そのため、金融サービスのプロバイダーに求めることも多くなりま
す。銀行は、そのような期待に応えられているでしょうか？

モバイル銀行取引なら Entrust Identity

収益増加

重要ポイント
パスワードレスの便利なモバイル認証により、収益向上を期待できます。

•  モバイルのログイン認証（透明性）

•  電信送金取引の検証（モバイル プッ
シュ通知）

•  請求書支払の確認を追加（モバイル 
プッシュ通知）

 大手金融機関は、モバイル端末を使用してあらゆるデリバリーチャネルを保護し、顧客体験を高めると同
時に摩擦を低減できることを認識し始めている。
Top 10 Trends in Retail Banking & Payments（2018 年）: Accelerating Evolution, Julie Conroy, Aite Group（2018 年 1 月）

のモバイル銀行取引の顧客が、
支店に来る顧客よりも多くの収
益を生み出しています2

72% 

満足度の向上



課題
オンラインやモバイルを含むあらゆるチャネルで一貫し、
かつ魅力的な顧客体験を提供することは、顧客ロイヤルテ
ィを高め、新規顧客を獲得する鍵となります。しかし、ア
カウントのセキュリティを確保してサイバー攻撃のリスク
を最小限に抑えつつ、コンプライアンスの水準を効率よく
満たせるようにすることも必要です。さらに、継続的なイ
ノベーションを通じてコストを削減し、競争上の有意性を
高めていかなければなりません。

ソリューション
全く新しい、セキュアなモバイル ID ソリューションが必要
です。信頼はすべての関係の基礎であり、この急速かつリ
スクの伴うデジタルトランスフォーメーションの時代には
なおさらです。あらゆるチャネルでの満足度を高めること
で、顧客に革新的なモバイル銀行取引の体験を提供しまし
ょう。あらゆる銀行取引のニーズに対応した、簡単、迅速
かつセキュアなデジタル認証のシンプルさと利便性で、顧
客ロイヤルティを獲得しましょう。

モバイルのログイン認証（透明性）
 •  パスワードを使用せずに素早く、簡単かつ安全にモバイ

ル銀行取引を利用できます。生体認証により、PIN が不
要になります。

電信送金取引の検証（モバイル プッシュ通知）
 •  他の人物の取引による詐欺を防止しつつ、顧客が簡単に

アカウントを変更できれば、信頼につながります。さら
に、その間常にコンプライアンスを確保することができ
ます。

請求書支払の確認を追加（モバイル プッシュ通知）
 •  顧客との信頼関係を基に、顧客が自由にアカウントを変

更できるようにします。
 •  顧客が送金を許可・拒否できるプッシュ通知を送ること

で、顧客以外が取引を開始する詐欺を軽減できます。

ハンズフリーの
認証を信頼して
います。

モバイル銀行取引
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アカウント検証
時と場所を問わない承認

アカウントの作成や変更は、映画のチケットやカフェラテを購入するのと同じくらい
簡単に、モバイル端末からアカウントを作成したり変更したりすることができるべきで
す。これがまさに、消費者が各ベンダーに求めていることです。今なら、その声に応え
られます。

アカウント作成なら Entrust Identity

金融詐欺による被害額の記録
は、2019 年の 169 億ドル⁴

重要ポイント
いつでも、どこからでも承認を行い、プロセスを合理化できます。

•  不正なアカウント作成の抑制

•  時と場所を問わず、アカウントの承認を
合理化

•  プッシュ通知を活用して規制に対するコ
ンプライアンスを確保

•  モバイル銀行取引の価値、体験を強化

•  決済用カード
•  小切手
•  リモートバンク

最高クラスのソリューションを通じて、大多数のユーザーの手間を最小限に押さえつつ、
必要に応じて段階的なコントロール能力を企業に付与することができる。
  Financial Fraud Rising: Key Strategies to Combat Sophisticated ATO Attacks, Julie Conroy, Aite Group（2020 年 10 月）

169 億ドル
少なくとも



課題
金融機関にとって、詐欺はますます大きな課題となってい
ます。金融機関のビジネスは、新規や既存の顧客の身元照
明の保護、アカウント活動の検証、サイバー脅威に対する
防御にかかっています。コンプライアンス基準を満たすソ
リューションにより、不正なアカウント作成を軽減し、時
と場所を問わずにアカウントの承認を合理化することが必
要です。

同時に、最高レベルのカスタマーサービスおよびモバイル
体験をコスト効率の高い方法で一貫して提供し続けなけれ
ばなりません。さらに、このような厳しいニーズを、ワー
クフロー、社内のオペレーション、スタッフの人数に影響
を与えることなく、日々シームレスに満たさなければなり
ません。このような課題に対応するためには、スタッフの
能力を高め、セキュリティおよびコンプライアンスを強化
し、顧客に力を与えるような、高度で適応性のあるテクノ
ロジーが必要です。

ソリューション
プッシュ通知を活用して規制に対するコンプライアンスを
確保
新規および既存のお客様のアカウント変更に対するサイン
オフを簡単に承認することで、規制に対するコンプライア
ンスを確保できます。

不正なアカウント作成の抑制
アカウント変更の検証やアカウント作成においてプッシュ
通知を使用し、顧客が自身のアカウントをコントロール
し、デジタル署名でアカウントの変更を承認できるように
することで、信頼性を高め、詐欺を抑制し、モバイル銀行
取引の価値、体験を強化することができます。

時と場所を問わず、アカウントの承認を合理化
この統合された高度なモバイル ソリューションにより、 
優れたカスタマーサービス、顧客体験を常に提供でき 
るようになります。

モバイル銀行取引の価値、体験を強化
ワークフローの効率化、社内のオペレーションの円滑化、
スタッフのパフォーマンスや生産性の向上といったメリッ
トを得つつ、組織の評価を高めることができます。

時と場所を問
わず、安全に
承認を行える
ため、信頼で
きます。

アカウント検証
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即時発行
カード発行プロセスを合理化

ほとんどの操作や取引について、顧客は即座に結果を得たいと思っています。即時発行
により、顧客はオンラインでリクエストした新しいカードや交換用のカードをその日の
うちに支店で受け取れるようになります。さらに、モバイル ウォレットで即座にデジタ
ルカードを使用できるようになります。モバイル検証を伴う即時発行により、詐欺を減
らし、即座に決済を行えるようにすることで収益を向上させつつ、顧客のニーズに応え
ることができます。

即時発行なら Entrust Identity

重要ポイント
時と場所を問わない承認によって発行プロセスを合理化することで、収益を最大化でき
ます。

•  デジタルカードの発行

•  セルフサービスのキオスクで交換 
用のカードを受け取り（モバイル  
QR コード）

•  セルフサービスのキオスクで交換用の
カードを受け取り（モバイル プッシ
ュ通知）

今こそ、即時発行の導入を

る大手銀行では、即時発行
の資産が 100 億ドルを超え
ています5

1/3 を超え

. . . プリンターの品質が継続的
に向上5

即時発行のコストが下がると
ともに. . .



課題
カードの新規発行や交換のリクエストは、顧客にとっては面
倒なものであり、お客様のカスタマーサービス担当者

（CSR）にとっては手間のかかる業務です。時代遅れのプロ
セス、冗長な認証手順、カード発行テストの遅れにより、顧
客の不満を招き、顧客離れを引き起こします。顧客のモバイ
ル体験および収益を最適化するため、素早く、簡単でセキュ
アなプロセスを通じてカードの新規発行や交換を行うことが
で必要す。

ソリューション
Entrust の ID 認証ソリューションは、モバイル銀行取引ア

プリに直接組み込むことができ、完全デジタルのセルフサー
ビス型 ID 認証を提供します。消費者は携帯電話を使用して、
政府発行の ID と自撮り写真の高解像度画像を撮影し、認証
情報の提供者がその認証情報の所有者であることを証明しま
す。顧客が認証されると、カードの新規発行や交換を承認で
きるようになります。カスタマーサービス担当者の負担を最
小限に抑え、支店での迅速かつ満足度の高い顧客体験をする
うちに、新しいカードが用意され、即座に決済を行えるよう
になるため、収益の向上につながります。また、ATM のキ
オスクで 24 時間いつでもカードをセルフで発行できるた
め、CSR による介入が一切不要になります。

セルフサービスのキオスクで交換用のカードを受け取り 
（モバイル QR コード）

顧客がモバイル銀行取引アプリを開き、ATM で「カードレ
ス取引」を選択して QR コードをスキャンします。「OK」
をクリックすると、デジタル署名が行われた QR コードが即
座に銀行のサーバーに送信されます。これで認証プロセスが
完了し、ATM でカードが発行されてすぐに使用できるよう
になります。

セルフサービスのキオスクで交換用のカードを受け取り 
（モバイル プッシュ通知）

より一層シンプルな UX で、カードレスの ATM 取引を提供
します。顧客がモバイル銀行取引アプリを開き、交換用のカ
ードをリクエストすると、ワンタイムパスワード（OTP）が
発行されます。次に顧客が ATM を訪れ、「カードレス取
引」を選択して OTP を入力し、支店から送信されたプッシ
ュ通知を承認すると、新しいカードが即座に発行されます。
この革新的な銀行手続きに満足した顧客の手には、すぐに使
用できる新しいカードがあります。

常に必要
なのが信
頼性。セ
キュリテ
ィソリュ
ーション
に求めら
れること
です。

即時発行
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カードレス決済
非常にセキュアなカードレス決済、CNP 決済

新しい取引方法や決済の普及が加速しています。店舗での決済が急激なペースで非対面
（CNP）のチャネルに移行しています。CNP 決済では詐欺のリスクが高いため、消費者、

販売者、カードを発行する銀行に負荷がかかります。さらに消費者は、ATM/キオスクに
よるカードレスの取引など、銀行取引に複数のオプションを求めています。

強力な顧客認証を伴う、非常にセキュアなカードレスの CNP 取引というオプションを提
供することは、顧客のためにも、お客様自身のためにもなります。

カードレスの取引および CNP 決済なら Entrust Identity

重要ポイント
顧客のモバイル端末が、オムニチャネルのアクセスに対応した信頼できる ID に変わり
ます。

•  疑わしい CNP 決済に対するステッ 
プアップ認証

•  QR コードまたはモバイル プッシュ 
通知によるカードレスの ATM 現金 
引き出し

•  QR コードまたはモバイル プッシュ通知
によるカードレスの ATM カード交換

•  ATM のセキュリティ強化（カード認証
に加えて）

•  モバイル ID のプロビジョニング

小売の E コマースでは、2021 年
に世界全体で売上が 4.6 兆ドル

という最高額を記録すると見込ま
れています6
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課題
顧客がカードを交換しなければならなかったり、あるいはカードを使って
現金を引き出したり、リスクの高い取引を行ったりしたくないということ
もあるでしょう。しかし、顧客が認証を行わなければ、現金を引き出した
り、高度なセキュリティが求められる取引を完了させたりすることができ
ません。いつでもカードレスで現金を引き出したり、新しいカードを入手
したり、高度なセキュリティが求められる取引を行ったりすることができ
なければ、顧客が競合他社に流れてしまうかもしれません。

ソリューション
カードレスの ATM 現金引き出し（QR コードまたはモバイル プッシュ通
知）およびカード交換により、合理化したプロセスをいつでも顧客に提供
できます。

カードレスの ATM 現金引き出し – QR コードまたはモバイル プッシュ通
知
QR コードの場合、顧客がモバイル銀行取引アプリを開き、ATM で「カ
ードレス取引」を選択して QR コードをスキャンするだけです。「OK」
を 1 回クリックするだけで顧客が認証され、取引のデジタル署名が完了し
ます。これで、顧客は現金を利用できるようになります。モバイル プッシ
ュ通知の場合、顧客が ATM で「カードレス取引」を選択し、モバイル銀
行取引アプリを開いて OTP を取得・使用するだけです。モバイル端末に
届いたプッシュ通知を使ってワンタッチで認証を行えます。顧客が認証さ
れ、即座に現金を利用できるようになります。

ATM のセキュリティ強化（カード認証に加えて）
ATM でカード認証を済ませた顧客が画面で「ハイリスク」取引（例：高
額な現金の引き出し、連絡先情報の変更）を選択するだけで、ATM がス
マートフォンにモバイル プッシュ通知を送信します。その場で認証が終わ
り、顧客はハイリスク取引に進むことができます。このハイレベルのサー
ビスにより、高い顧客満足度、ロイヤルティを維持できます。

ATM のセキュリティ強化
年中無休のカード交換の場合、顧客がモバイル銀行取引アプリを開
き、ATM で「カードレス取引」を選択して QR コードをスキャンするだ
けです。「OK」を 1 回クリックするだけで顧客が認証され、取引のデジ
タル署名が完了します。認証プロセスが完了し、交換用のカードが発行さ
れます。

モバイル プッシュ通知の場合、顧客が銀行取引アプリを開いてカードの交
換をリクエストするだけです。顧客が ATM で「カードレス取引」を選択
し、OTP を入力します。顧客がプッシュ通知を承認すると認証され、新
しいカードが即座に発行されます。

モバイル ID のプロビジョニング
次のようにして、簡単にモバイル ID を作成できます。カードを使って 
ATM で認証を行い、「モバイル ID を作成」を選択します。顧客が QR コ
ードをスキャンすると、ID が有効化されます。モバイル端末で素早くセキ
ュリティ チェックを行えば、顧客はモバイル銀行取引アプリを使用して、
オムニチャネルのユースケースを実現できます。

カードレス決済
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コールセンターの検証
お客様との関係を強化

顧客は、コールセンターに電話をかける際は特に、素早く安全にアカウントにアクセス
したり、管理したりしたいと思っています。コールセンターにつきものの煩わしさを解
消し、モバイルで検証を合理化できます。CSR が手間から開放され、価値の高い顧客に
最高レベルのサービスを提供するという本来の仕事に専念することができます。

コールセンターの検証なら Entrust Identity

重要ポイント
CSR は顧客との関係を向上させることができ、またそうしなければなりません。

•  コールセンターの CSR によるアカウ
ント変更

•  CSR が引き継ぐことが多い、インタ
ラクティブな自動音声（IVR）による
アカウント変更

電話対応にかかる平均時間を 1 秒
短縮するごとに、カスタマーサー
ビスの年間コストを 100 万ドル

削減できます。7



課題
コールセンターは、顧客体験低下、顧客数減少、そして収
益低下の原因になることがあります。CSR が優れた顧客体
験を提供するうえで、まずは素早くスムーズな認証プロセ
スが必要です。CSR が十分なパフォーマンスを発揮するた
めには、優れたセキュリティ、シンプルなユーザーエクス
ペリエンス、アカウント変更の記録、文書化された顧客の
承認が必要です。

ソリューション
顧客の ID を迅速に認証することで、電話対応を正しい方向
へと導くことができます。顧客から電話があると、CSR は
取引の詳細をモバイル プッシュ通知で取引内容を顧客に送
信し、顧客はそれをレビューし、必要に応じて変更し、デ
ジタル署名で承認します。顧客は簡単な操作で、高いレベ
ルのセキュリティと認証、さらに要望や承認の記録として
デジタル署名を得ることができます。

コールセンターの CSR によるアカウント変更
顧客は標準的な方法で CSR と本人確認を行い、より強固な
セキュリティが求められるハイリスクの変更をアカウント
に加える許可をリクエストします。CSR は取引の詳細をモ
バイル プッシュ通知で顧客に送ってレビューしてもらい、
デジタル署名および拘束力のある取引記録を使って承認し
てもらうだけです。

IVR によるアカウント変更
セキュリティに優れた IVR を導入して CSR の負担を減ら
せば、CSR チームが高価値のカスタマーサービスに注力で
きるようになります。簡単な取引を顧客からリクエストさ
れた場合はいつでも、IVR テクノロジーを活用して検証と
承認を行うことができます。またデジタル署名により、顧
客のリクエストを拘束力のある記録として残すことができ
ます。

オンラインでもコ
ールセンター経由
でも、常に信頼で
きるアクセスが可
能です。

コールセンターの検証
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本当にセキュアで便利な体験をオムニチャネルで提供する、 
不可欠な信頼できる ID ソリューション

詳細はこちら  >

コンプライアンスの確保とデ
ジタル ビジネスを実現するイ
ノベーション 
PSD2、PCI DSS、FFIEC のような規制や
コンプライアンス標準に足を引っ張られる
必要はありません。リスクを低減し、セキ
ュリティのコンプライアンスに対応しなが
ら、セキュアなデジタル銀行取引体験の実
現を私たちが支援します。取引の検証および署名

より高度な詐欺行為が頻度を増している中、顧客体験を低下させる
ことなく、強力な認証を通じて取引を保護することが求められてい
ます。当社のソリューションは、ネットワークを経由しないモバイ
ル プッシュ通知や、モバイル スマート クレデンシャルなどのモバ
イル ソリューションを通じて、素早く簡単に取引を検証できます。

高度なアダプティブ認証
消費者は、安全でありながらも摩擦の少ない銀行取引体験を求めて
います。アダプティブ認証は、顧客にセキュリティの透明なレイヤ
ーを追加する革新的なアプローチです。ログイン時一連のコンテキ
スト属性をリアルタイムで評価し、セキュリティおよび ID に関す
る深い洞察を提供します。これにより、ステップアップのチャレン
ジ、ヘルプ デスクへの電話、不正な取引を減少させることができま
す。

デバイスのレピュテーション
顧客によるアカウント開設前、また銀行アプリへのサインイ 
ン前、また取引の実行前に、顧客のデバイスの整合性を確認しま
す。当社のデバイスのレピュテーション ソリューションを使用すれ
ば、顧客による不要な操作を減らしつつセキュリティのレイヤーを
追加して、シームレスかつ透明性のある体験を提供できます。デバ
イスのレピュテーションによって多要素認証を必要な場合に限るこ
とで、組織は利便性およびセキュリティを両立させることができ 
ます。

モバイル イノベーション
消費者がモバイル端末という一番馴染みのあるデバイスを使ってあ
らゆる銀行取引のニーズに対応できるようになりました。モバイル
では、タッチ ID、顔認識などの透明な認証手段やプッシュ通知を利
用できます。

オムニチャネルをフル活用する準備はできていますか？

1 PWC, Retail Banking 2020: Evolution or Revolution? | 2 Fiserv, Mobile Banking Impact: Quantifying the ROI and Customer Engagement Benefits（2017 年）| 3 jdpower、The 2016 U.S. Retail Banking 
Satisfaction study 4 Javelin Strategy & Research 2020 Identity Fraud Report | 5 Aite Group、『Instant Issuance: Driving Card Use and Self-Service Channels』（2016 年 9 月）および Entrust のカスタマーベースおよ
び社内分析 6 GroupM Worldwide Inc.（本年）、翌年： E-Commerce Forecast（2020 年 12 月）| 7 TTEC, Contact Center vs. Call Center: 6 Key Differences and Why it Matters（2020 年 2 月）

https://www.entrust.com/digital-security/identity-and-access-management/solutions/customer/consumer-banking
https://www.entrust.com/digital-security/identity-and-access-management/solutions/customer/consumer-banking


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 

info@entrust.com

entrust.com

Entrust および六角形のロゴは、米国およびその他の国、またはそのいずれかにおける、Entrust 
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名や製品名は、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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詳細はこちら：

entrust.com
グローバル本社
1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379

米国内 フリーダイヤル：888 690 2424
国際電話：+1 952 933 1223
info@entrust.com  entrust.com/contact

http://entrust.com
http://entrust.com/contact
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