
ドイツの自動車会社は、サプライヤーやサービスプロバイダーに対して、ドイツ自動車工
業会（VDA）がENX（European Network Exchange）と協力して制定した情報セキュリ
ティ基準であるVDA ISA（Information Security Assessment）に基づいたTISAX
（Trusted Information Security Assessment Exchange）の認証取得を求めています。

海外に目を向けると、多くの企業がTISAXの認証を取得しており、日本企業にも認証取
得が求められるケースが急増しています。このため、TISAXの認証を有していない企業
は、ドイツの自動車会社との円滑な取引が困難になることが懸念されます。

このセミナーでは、TISAXの認証取得について、多数のプロジェクト経験がある日中の
パートナー/ディレクター/シニアマネージャーが事例を踏まえながら、認証取得に向けた
準備の進め方や、プロジェクトの勘所など、企業が対応すべき事項を解説いたします。

 TISAX認証取得に向けた準備

 TISAX認証取得プロセス

 TISAX認証取得プロジェクトの実例

PwC中国日本企業部 TISAXオンラインセミナー第2弾
5月21日（金） 日本語・中国語同日開催

TISAX認証プロジェクトの実務と勘所



TISAX認証プロジェクトの実務と勘所

下記のQR コードまたはリンクにアクセス頂き、お申込フォームへ必要事項をご記入下さい。
担当者より、会議用 URL 及びセミナーへのアクセス方法やご留意事項等について、メールにてご連絡させて
頂きます。（競業他社、必要事項を非開示とされる方のご参加はお断りいたします）

お申込URL： http://qtbj8p9ggqdywy5h.mikecrm.com/vpggwj4

お申込締切：
5月 19 日（水） 17:00 （中国時間）
※お申込締切後は QR コード等からアクセスできません。

お問い合わせ：
PwC中国 上海事務所 日本企業部 豊永 亜希
E-mail： aki.a.toyonaga@cn.pwc.com

5月21日（金） オンライン（リモート会議ツール「WebEX」での開催）

時間
内容

中国時間 日本時間

13:00～13:40 14:00～14:40 日本語解説：TISAXプロジェクトの実務と勘所（講師：加藤・小滝・高橋）

14:00～14:40 15:00～15:40 中国語解説：TISAXプロジェクトの実務と勘所（講師：胡）

講師のご紹介

開催日時

お申込方法

お申込QRコード：
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德国的汽车公司要求供应商和业务提供商获得基于德国汽车工业联合会（ VDA ）和
ENX（European Network Exchange）联合制定的信息安全标准VDA ISA
（Information Security Assessment）创建的TISAX（Trusted Information Security 
Assessment Exchange）认证。

放眼海外，很多企业都获得了TISAX认证，日本企业被要求取得认证的情况也在急
剧增多。因此，未取得TISAX认证的企业，有可能很难与德国的汽车公司顺利进行
交易。

该研讨会，针对获取TISAX认证，结合拥有丰富项目经验的日中合伙人/总监/高级经
理的项目事例，解读获取认证的准备方法和项目要点等企业应解决事项。

 TISAX认证所需准备

 TISAX认证流程

 获得TISAX项目认证的实际案例

PwC中国日企事业部 TISAX线上研讨会第2回
5月21日（星期五） 日文・中文同日召开

TISAX认证项目的实务和要点



TISAX认证项目的实务和要点

请点击下方的二维码或链接，在申请表中填写必要事项。
负责人将会议用URL以及访问研讨会的方法和注意事项等以邮件的形式发送给您。
（竞争公司，无法公开必要事项的人将谢绝参加。 ）

报名链接（中文场）： http://qtbj8p9ggqdywy5h.mikecrm.com/90PibmT

申请截止日期：
5月 19 日（星期三） 17:00 （中国时间）
※申请截止后二维码等将无法访问。

联系我们：
PwC中国 上海事务所 日企事业部 丰永 亚希
E-mail： aki.a.toyonaga@cn.pwc.com

5月21日（星期五）线上 （使用远程会议工具「WebEX」召开）

时间
内容

中国时间 日本时间

13:00～13:40 14:00～14:40 日文讲解：TISAX项目的实务和要点（讲师：加藤・小滝・高桥）

14:00～14:40 15:00～15:40 中文讲解：TISAX项目的实务和要点（讲师：胡）

讲师介绍

召开日期

申请方法
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报名二维码（中文场） :
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