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平成20年5月15 日 

報道関係各位 

東京都港区赤坂二丁目17番22号赤坂ツインタワー本館10階 

ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ株式会社 

代表執行役社長ＣＥＯ 小池 聡 

                                         （コード番号：２４９７ 東証マザーズ） 

 

子会社合併に伴う情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証範囲の変更（第二回）について 

 

当社は、2008年3月31日に、「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）｢ISO/IEC 27001」の認証取得

について」発表し、2008年4月8日に「子会社合併に伴う情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証

範囲の変更について」を発表しておりますが、2008年2月28日に発表いたしました「連結子会社との合併に関する

お知らせ」に伴い、2008年5月1日付で、認証範囲が以下のとおり変更されましたので、お知らせいたします。 

 

【 変更箇所 】 

認証範囲 

（組織 /所在地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ngi group 株式会社:〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館10 階 

(2) 株式会社 RSS 広告社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(3) 株式会社 TAGGY:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(4) データセクション株式会社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(5) アットプレス株式会社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(6) 株式会社 トレンドアクセス:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(7)  株式会社 マーケットエックス: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館10 階 

(8) 3Di 株式会社:〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館10 階 

(9) データセンター1: - 秘匿 

(10) データセンター2: - 秘匿 

(11) データセンター3: - 秘匿 

認証証明書番号 02059-2008-AIS-KOB-UKAS / 02060-2008-AIS-KOB-JIPDEC Rev.2 

発行日 2008年 05月 02日  （初回認証日 2008年03月27日） 

 

変更後の認定証 
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（御参考） 

 

 

平成20年月3月31日 

報道関係各位 

東京都港区赤坂二丁目17番22号赤坂ツインタワー本館10階 

ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ株式会社 

代表執行役社長ＣＥＯ 小池 聡 

                          （コード番号：２４９７ 東証マザーズ） 

 

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）「ISO/IEC 27001」の認証取得について 

 

当社及び当社グループは、情報セキュリティマネジメントシステム（以下、ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 

27001」の認証を取得いたしましたので、お知らせいたします。 

 

情報技術の普及・高度化により、企業活動における情報管理・セキュリティーの向上は、従来にも増して重要度が

高まっております。当社もインターネット関連事業をはじめとした各種ビジネスを行っていく中で、その取り扱う情

報量は増加しており、情報セキュリティーを強化していくことはグループの経営方針であるイノベーションの追求に

とって欠くことのできない重要基盤であることから、情報システムセキュリティー室を設置し国際標準規格に準拠し

た情報セキュリティーマネジメントシステムの構築と徹底を進めておりました。 

 

その結果、平成20年3月27日付で、下記の拠点及び事業所においてISMSの国際標準規格である「ISO/IEC 27001」

の認証を、英国認定協会(UKAS)及び(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)より取得いたしました。今後も当社が取扱

う情報資産の重要性に鑑み、ISMS の適正な維持・運用、継続的な改善に努め、情報セキュリティの向上に努めてま

いります。 

 

【概 要】 

認証範囲 

（組織 /所在地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  ngi group 株式会社:〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館10 階 

(2)  株式会社 ネットエイジ:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(3)  株式会社 RSS 広告社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(4)  株式会社 TAGGY:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(5)  ngi technologies 株式会社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(6)  株式会社 ラインズ:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(7)  データセクション株式会社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(8)  ngi capital 株式会社:〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館10 階 

(9)  アットプレス 株式会社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(10)  株式会社 トレンドアクセス:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー20 階 

(11)  株式会社 マーケットエックス: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館10 階(12)  3Di 株式

会社:〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館10 階 

(12) データセンター1: - 秘匿 

(13) データセンター2: - 秘匿 

(14) データセンター3: - 秘匿 

注１ 株式会社ネットエイジ、ngi technologies株式会社、ngi media株式会社は、平成20年3月1日付け 

でngi capital株式会社に吸収合併されております。 

注２ 株式会社ラインズは平成20年4月1日付けでngi capital株式会社に吸収合併される予定です。 

注３ ngi capital株式会社は平成20年5月1日付けでngi group株式会社に吸収合併される予定です。 
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認証範囲 

（業務） 
・インターネット技術に関する研究開発業務 

・コンテンツ連動型広告サービス 

・タグ検索サービス及びタグ関連のサイトの企画・開発・運用 

・インターネットのテクノロジー開発・支援事業 

・ウェブサイト構築コンサルティング 

・知識オペレーティングシステムの開発 

・データベース型コンテンツの提供 

・投資ファンドの運用 

・フィナンシャルアドバイザリー事業 

・広報・IR 支援サービス 

・新聞・Web メディアの企画・制作・提供 

・営業およびマーケティングの戦略的コンサルティング 

・三次元仮想空間を利用したサービスの企画・開発・運営 

上記業務に付随する財務、人事、総務、監査、情報システムに関する業務 

認証証明書番号 02059-2008-AIS-KOB-UKAS / 02060-2008-AIS-KOB-JIPDEC 

認証基準 ISO/IEC 27001:2005 = JIS Q 27001:2006 

初回認証日 2008年 03月 27日 

認証機関 デット ノルスケ ベリタス エーエス DNV インダストリー ジャパン 

認定機関 

英国認定協会(United Kingdom Accreditation Service , UKAS) 

(財)日本情報処理開発協会(Japan Information Processing Development Corporation ,JIPDEC) 

認定マーク  
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参考：当社の情報セキュリティ基本方針（http://www.ngigroup.com/jp/isms/） 

 

【情報セキュリティ基本方針】 

  

ITと情報システムは、当社グループの経営方針であるイノベーションの追求にとって欠くことのできない重要基盤で

あり、情報資産の活用は当社の企業活動そのものといえます。 

そのため情報資産を適切に保護することは当社の事業展開にとっても重要であり、また社会的責任であると認識して

おります。 

当社グループは、情報セキュリティの重要性を認識し、当社グループが事業活動の中で取り扱う全ての重要な情報資

産（個人情報を含む）、およびそれらに係る全ての関係者（役職員、その他契約等により当社グループの業務を実施す

る者）を対象に、保有する情報資産の適切な取り扱い・管理・保護・維持を実現することを目的として、その基本的

な考え方として、ここに情報セキュリティ基本方針（以下、本方針）を策定します。 

 

1. 情報資産の保護 

当社グループは、保有する情報資産を機密性・完全性・可用性の観点から評価することで、情報資産におけ

る情報セキュリティリスクを明確にした上で、情報資産を保護するために適切な管理策を実施します。また

情報資産が、業務委託等により当社グループ外の組織において取り扱われる場合には、契約の締結等により、

当該組織に対して必要な情報資産の管理を要請します。  

2. 情報セキュリティ管理体制 

当社グループは、情報セキュリティに対する組織的かつ継続的な運用のため、情報セキュリティマネジメン

トシステムの体制を整え、これを定期的に見直すことで継続的改善を行います。  

3. 情報セキュリティ教育 

当社グループは、保護すべき情報資産を取り扱う役職員に対して、情報セキュリティの必要性および具体的

な遵守事項を周知徹底するとともに、情報セキュリティへの知識と意識向上を目的として、継続的な教育活

動を行います。  

4. ルール遵守の徹底 

当社グループ各社の役職員は、本方針ならびに当社グループの定める情報セキュリティマニュアル、関連す

る社内諸規程及び諸規範を遵守します。これらに違反した場合は、その程度に応じて懲戒ならびに法的措置

の対象とします。  

5. 情報セキュリティ事件・事故への対応 

当社グループは、万一、情報セキュリティ上の事件または事故が発生した場合、迅速に対処する体制を確立

し、被害を最小限にとどめるとともに、再発防止に努めます。  

6. 法令等の遵守 

当社グループは、コンプライアンスの精神に則り、全ての役職員が情報セキュリティに関する法令、規制、

契約等を遵守します。  

 

（当社の情報セキュリティマニュアルから転記） 

 

以 上 

■本リリースに関するお問い合わせ 

ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ株式会社 広報/IR担当 

 Tel： 03-5572-6202  Email： ngi-ir@ngigroup.com  

http://www.ngigroup.com/jp/isms/
mailto:ngi-ir@ngigroup.com

