今までに生み出してきた、
今までにないソリューションは、
人を、暮らしを、この地球を
より良い方向へ変えています。

帳票出力を行う「生産管理システム」などを展開。
製錬所からの銅、硫酸の生産実績収集、および
「SS向け顧客管理システム」などを展開。

を行うシステムなどを展開。

生産実績の収集や帳票出力を行う

し、資料の検索・閲覧・貸出管理
のインデックスをデータベース化

ションの販売促進・顧客管理を実現する
プラットフォーム」や、サービスステー
会員登録や物販が可能な「ファンサイト

生産管理

資源探査

石油探鉱・開発に関わる各種情報

まだ見ぬ資源を見つけ出す

顧客の流れを徹底管理する
「VOCシステム」を展開。

ざまなサイトにサービ
ビス」を展開し、さま
基盤「店舗情報検索サー

卸システム」を展開。

指定で維持できる検索

などを行う「特約店向け直売

レビュー情報をエリア

製品販売業の受注・在庫管理

イトと連携した「就職情報

に柔軟に対応できる「スマー

ルジュアプリ」や、就職サ

品の配信などによる負荷変動

理して提供する「コンシェ

キャンペーンの展開、人気商

ルSNSサイト」を展開。

提供サービスの変化や販促

コンテンツビジネスの
可能性を拓く

花嫁のための「ブライダ

電子書籍

700万件以上の店舗・

販売管理システム」や、石油

さまざまな店舗の
情報を活用する

在庫管理などを行う「SS向け
サービスステーションの販売・

SSなどの販売や
在庫を管理する

サイトの閲覧履歴などから

ニーズに合致した
アプリを開発する

日記・アルバムの作成や

サービスが充実した
SNSを展開する
SNS

推 定 を 実 施。 そ の 結 果 に

マッチした情報を選別・整

メッセージ交換が可能な、

よってファンを特定し、ク

ビッグデータ

コ ミ 情 報 に 対 し、 高 度 な
常時4億ページ以上のクチ

ングシステム」などを展開。

億を超えるクチコミを
活用する

ションを行う「エリアマーケティ
各 店 舗 の 販 売 量 の シ ミ ュレ ー
ミュレーションが容易に。

元画像を作成できる。

スマホ・
タブレット
向けアプリ

いて10mという高い分解能の3次
テム」を展開。月の裏側や極域にお

店舗情報検索

販売管理

発行する「勘定系システム」や、

カーナビ

録・編集や農地情報集積のためのシ

POSの売上データから請求書を

各店舗の運営効率化を
実現する

せ、Web上で配信・提供。情報の登
写真や農地データなどを重ね合わ
農地情報をGIS上で一元管理。航空

する「月面数値地形モデル作成シス

広大な農地の
情報を共有する

月全体の詳細な立体地形図を作成

遠く離れた月を身近に感じる

「あれも？これも？ NTTデータCCSの技術が支えています」へ。

スを提供。

チコミの活性化を支援する

NTTデータCCSのWebサイト

アプリ」などを展開。

より詳しくご覧になりたい場合は、

トフォン／ PC向け電子書籍

あらゆるフィールドでソリューションを提供しています。

配信サービス」を展開。

企業や官公庁、大学の研究室、さらには地底や宇宙など、

顧客管理

NTTデータCCSは最先端のシステム開発・運用を通して、

国のカーナビ地図データに対応。

ステム」などを展開。

成。独自のロジックを活かし、経路探索

る「環境影響評価システム」や、バイオマス

カーナビゲーション用の地図データを作

大気汚染物質が環境におよぼす影響を評価す

農業

ガソリン
スタンド

やランドマーク検索などが可能な世界各

賦存量を推定する「バイオマス賦存量推定シ

より快適なドライブを実現する

美しい地球を守る
環境

宇宙
原料・材料

手軽に通販サイトを運営する
大切な情報をしっかり守る
データセンターのファシリティマ
ネジメントを提供する「ハウジン

在庫管理

データ
センター

間365日監視する「統合監視サー
ビス」などを展開。

原料・材料

な機能に加え、ポイント連

行政

グサービス」や、対象機器を24時

業務支援

商品の検索・閲覧・購入、
マイページといった基本的

屋外設置のタンクを審査する

原料代の計算・支払いを行う

屋外に設置されているタンク本体、および

国内外から調達するスクラップ原料に

スムーズな企業経営を
実現する

める基準に適合しているかを審査する「タ

鉱山、製錬、技術動向などの

ンク審査システム」を展開。

設置土台について、構造や設備が法令に定

ついて、原料代の計算・支払いを行う

物流

原料・中間品・製品の
評価を行う
部門の製造工程ごとに物量

えた「アパレル通販サイト

調達した原料を
管理する

向けシステム」を展開。

調達した原料を鉱舎別に管

動機能やクーポン機能を備

通販

理する「金属原料受払管理

を投入し、月次単位で受払

リサイクル

正確な需要予測を立て
配送する

「リサイクル原料システム」を展開。

灯油・LPガスの配送業務を支援

情報登録、および検索を行う

する「灯油配送・LPガスシステ

「金属情報関連システム」や、

ム」や、サービスステーション

グループ企業の購買業務を集

への配送業務を計画的に行う「計

中処理する「統合購買システ

画配送システム」などを展開。

システム」や、海外の鉱山か

計算を実施して、原料・中間

ら調達する鉱石原料の原料

品・製品の評価を行う「棚卸

代計算・支払いを行う「統合

計算システム」などを展開。

原料システム」などを展開。

ム」などを展開。

地震観測
人事・給与
会計・経理

企業のさまざまな
情報を管理する
人事情報管理および給与計算を

金融
取引支援

さまざまな製品の
取引を支援する

サポートする「人事・給与システ

貴金製品の先物取引および注文を管理する

ム」や、グループ各社の会計情報・
財務情報を集約して一元管理する
「GROUP CATS®」などを展開。

震源やマグニチュードを
計算する

セキュリティ

データ分析

SAP R/3データを分析する

総合的な情報セキュリティを行う
総 合 的な 情 報 セキュリティ対 策 を 行う

SAP R/3データベースのデータ分析や、

「TRUSNET®」を展開。安全対策レベルの

「貴金属営業支援システム」や、与信残額

SAP Business Objectを 利 用 し て 他 シ

診断、改善計画、設計、構築、さらに診断

の算出および与信限度額の管理を行う「与

ステムデータとの連携を実現する「SAP

というサイクルでセキュリティを維持。

信管理システム」などを展開。

R/3データ見える化システム」などを展開。

見えない地下を
“見える化”する

備蓄基地の
操業状態を確認する

石油備蓄基地地下の非常時

“地球の謎”解明をサポートする

大規模災害の被害を軽減する

国家石油備蓄基地の各操業会社が

災害時に原料供給の要請対応を可能に

文書管理サーバに操業に関する情

地震波形データをリアルタイムに表示す

金 融 商品取引法 対 象 商品の 販 売をサポ ートする

する「災害時情報収集システム」や、

報を格納し、機構本部と情報を共

る「リアルタイム地震波形表示システム」

「iTrustOne®」を展開。損益情報や運用レポートな

大規模災害時の被害状況を調査する「緊

有することで操業状態を確認でき

や、海底で採取される試料を一括管理す

どを行う「精密制御定常震

急被害調査業務システム」などを展開。

るシステムを展開。

る「研究試料管理システム」などを展開。

源システム」などを展開。

預かり資産ビジネスを
“見える化”
する

どを分かりやすいビジュアルで見せることが可能に。

防災

石油備蓄

を想定し、予測解析を行う
「地下水流動解析システム」

海底

や、石油採掘の常時監視な

海底地震観測網から毎秒配信

地下解析

されてくる地震波形データを
受信・蓄積。受信したデータ
を自動処理して、震源やマグ
ニチュードを計算する機能を
持つ。

