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支援、サイバーリスクの転嫁策の提案といったサイバーセキュリティーリスクの耐性強化に向けた総

サイバー保険の販売と併せて、企業のサイバーリスクのアセスメント、リスクヘッジ策の策定と実装

事務所出資）は、２０２０年７月から保険代理店としてサイバー保険の販売を開始している。同社は

ンサルティングファームのＴМＩプライバシー＆セキュリティコンサルティング㈱（ＴМＩ総合法律
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サイバー保険販売開始

