異音検知ソリューション「Monone 」
®

1

AI が機械の音を学習しモデルを作成。リアルタイムで異常を検知します

2

専用マイクを用いて周辺の騒音をカット。金属から伝導する音をダイレクトかつクリアに集音します

3
      スペシャリストによるコンサルティングサービスにより最適な
AI システムを提案します

製品の製造不良、製造装置の不具合や故障、製品のスマートメンテナンスに活用
製造現場の生産設備やいろいろな機械システムからは、さま
ざまな音が発せられます。その「モノ」の発する「音（ネ）
」は複雑
で時間によっても変化します。
「Monone 」は、モノが語りかける音から、モノの状態を数
®

値として見える化するソリューションです。従来では、ノウハウの

ある熟練者が音を聴き分けて「モノ」の状態を把握してきました。
「Monone®」は AI により「モノの音」を自動的に聴き分け、装置
の状態監視や製造品の品質検査、予防検知への適用などの現場
ソリューションをご提供いたします。

こんなニーズに対応します

異音検査を自動化したい

音による完成品検査を定量化したい

装置の状態を把握したい

いつでも、どこでも（遠隔地でも）自
動で異音検知を行い、保守業務の効
率化に貢献します。

作業者が実施している音による完成品
検査を定量的に行います。

装置の状 態を定 量 的に測定し、コン
ディションによるメンテナンスの目安と
します。

異音検知の仕組み
正常音からモデルを作成。モデルにより異常を識別。
正常時の音の音圧（音の大きさ）
、周波数を AI によりモデル化します。
そのモデルを用いて測定音を分析し、正常音に対する乖離を判別し異音を検知します。
事前に正常音をモデル化
①正常時の音の特徴を分析

②機械学習によりモデル化

装置が発するさまざまな正常時の音
の特徴を捉えて分析します。

分析した音の特徴量や分類（クラスタ分割）をモデル化します。

音

特徴量散布

クラスタ分割

マイク

リアルタイムに測定音を計測
③測定とモデルの乖離値を測定

④乖離値と閾値により異常を判別

測定した現在の音と学習モデルを比較し、乖離値
（音の違い）を測定します。

測定した乖離値を識別し、設備の異常を検知します。

異常検知
（乖離値）

測定音の
乖離値を
監視

正常状態

異常状態

閾値
（時間）

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 スタートアップ推進室
TEL：03-5782-9500（代表） E-mail：edge-solutions@hml.nttdata-ccs.co.jp
www.nttdata-ccs.co.jp

水稲 AI 画像解析ソリューション
1

スマートフォン等で撮影した水稲の画像から、AI が生育状態を診断します

2

広範囲でも生育状況を効率的に把握できます

3

雑草や病害虫も判定し、有効な防除策を提案します

AI が水稲の生育状態の診断や、雑草・病害虫を判定
水稲の生育状態を見極め、適切なタイミングで追肥する

AI を使って生育状態を診断。 生育ステージに応じた適切

ことで収量性や品質の向上につながります。しかし水稲の

な追肥時期を提案し、食味・収量を向上させます。同様に、

生育状態の見極めは、長年の経験で培ったカン・コツを要し、

AI を使って雑草・病害虫を判定し、有効な防除策を提案し

まだ経験の浅い農業従事者には難しいもの。

ます。作業時期や技術ポイントを提示できるようにし、新

そんな難しい作業を支えるのが
「水稲 AI 画像解析ソリュー
ション」です。スマートフォンで撮影した水稲の画像から、

規農業従業者への技術継承と、大規模農場の効率経営を支
援します。

こんなニーズに対応します

これから農業を始めたい

収量や品質を高めたい

どの農薬を使えばいいか知りたい

カン・コツを要する水稲栽培。画像解
析と AI が、適切な判断を支援します。

作付時期や栽培品種も考慮して、適
した追肥時期を解析します。

雑草や虫、病気の種類を AI が判別し、
どの農薬が適しているかが分かります。

水稲生育診断システム
スマートフォンや固定カメラで撮影した画像から、画像解析とAIを用いて稲の生育ステージを判定するシステムです。（特許第6638121号）
経験を積んでようやくつかめるカン・コツが共有できることに加え、田んぼに入って稲を傷めることなく稲の生育ステージを確認で
きます。 生育ステージに応じた適切な時期に追肥等の作業を行うことで、収量性と品質の向上につなげられます。
生育
ステージ
は？

茎数判別

画像解析・AIを
利用して
生育ステージを
判定

茎の
数は？

スマートフォン
スマートフォン

AIによる画像解析

固定カメラ

AIによる画像解析

茎数は
１５本です

今は幼穂
分化期です

雑草・病害虫診断サービス
スマートフォンで撮影した画像を AI が診断し、雑草や病害虫を判定。適切な農薬を選定し、使い方を説明します。

防除方法

撮影
画像を
アップロード

病気

害虫

草種判定

害虫判定

診断結果は以下です

診断結果は以下です

ウリカワ: 98%

イネクビホソハムシ

コナギ: 1%

（ドロオイ）

ヘラオモダカ: 1%

幼虫 : 98%

雑草

AIが種別を判定

※現在、日本農薬株式会社からスマホアプリ「レイミーの AI 病害虫雑草診断」の AI エンジンとして提供中

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 スタートアップ推進室
TEL：03-5782-9500（代表）
www.nttdata-ccs.co.jp

農薬○○をお使用
ください。

適切な防除策を提案

データサイエンスソリューション
1

深海底の映像や人工衛星画像など、データを高精度に解析し活用できます

2

AI ／深層学習によって、状態変化の検知や状況予測、特定の物体の検出を可能にします

3

SNSの投稿から世界中の医療機器まで。大量のデータの集約や解析・処理を実現します

海底から宇宙まで。あらゆる社会に流通するデータから付加価値をつくるソリューション
データサイエンスソリューションは、
「モニタリング」
「可視化」
「シ

球科学ソリューション」
、画像から分析・予測を行う「画像処理・AI

ミュレーション」
「分析」の技術と、地球科学分野での専門知識を

ソリューション」
、さらに空間に関わる情報を可視化・解析して共有

生かした「地理情報」
「画像処理・AI」
「ビッグデータ」
「地球科学・

する「地理情報ソリューション」
。これらのソリューションによって

資源」の 4 つのソリューションを提供しています。

海底から宇宙までのあらゆるデータを付加価値に変え、意思決定

WEB や機器が持つ大量の情報を高速で処理する「ビッグデータ
ソリューション」や、地震・津波・火山などの専門知識を生かした「地

と業務改革に貢献します。

こんなニーズに対応します

災害発生時、迅速に
意思決定したい

地形や物体の変化を
自動検知したい

高度な防災情報を
活用したい

SNSの膨大な

現場で収集した被害状況や災
害対応状況を共有します。

画像処理・AIで自動検知。現
地調査の労力を軽減します。

地震や津波の情報を把握。精密
な監視につなげます。

投稿内容の収集・解析を、リア
ルタイムに行います。

情報を処理したい

4 つの科学ソリューション
地理情報ソリューション
地理情報システム開発
地図データをベースにした土地や設備の管理・状況把握を可能にします。
防災・危機管理ソリューション
災害やパンデミック発生時に、情報を集約・可視化。迅速な意思
決定を可能にします。
実績
災害時情報共有システム
通信会社向け設備管理システム
通信設備のサービスエリア情報、障害情報などを GIS 上で管理し、
WEB で情報共有します。

画像処理・AI ソリューション
高さ抽出・地形変化抽出
衛星画像や航空写真から精微な標高データを抽出。将来の月・惑
星探査契約や海底資源計画などに向けた 3D 地形情報の整備・解
析に活用できます。
AI ／深層学習による地物検出、分類
AI で特定の地物を検出・分類。また変化を抽出することで、現地
調査の時間と労力の低減に活用できます。
実績
3D 地形図作成技術
衛星軌道上から地表を観測した画
像や深海底で観測した映 像などか
ら、3D 地形情報を詳細かつ高速に
復元する技術を開発します。

地球科学ソリューション
地表変動監視
人工衛星のデータを用いて地
盤変動を把握。自動処理技術
により、効率処理を実現しま
した。
地下構造
地球深部の変化を精微なデー
タに変換。お客様のニーズに
合わせ可視化することも可能
です。
実績
InSAR（地盤変動把握技術）
Hi-net（高感度地震観測網）
J-Cores（コア試料管理システム）
ACROSS（精密制御定常震源システムの活用）

ビッグデータソリューション
ソーシャルメディア解析
ソーシャルメディアへの投稿内容を解析。目的に合わせたリアルタイ
ムでの情報の取集や監視などを可能にします。
複雑で大量な情報の高速処理
複数に分かれたデータの集約や解析データのやり取りなど並列処理
をする事で高速化し、緊急性の高い業務などに対応します。
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地物検出、分類技術
衛星画像や航空写真から特定の地物を検出し、GIS データ化する
技術を開発します。
（抽出できる地物例：ブルーシート検知、圃場）
AI による降雪量予測
時系列の衛星画像から降雪量を予測するモデルを開発します。

実績
ソーシャルメディアクローリング
投稿内容から特定の条件にあった内容をリアルタイムに監視し、必
要に応じて自動的に担当者へ通知する仕組みを構築します。
医療機器の精度判定・解析
世界中の医療機器で毎日数回実施される精度検査の処理速度を改
善します。

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 社会・科学システム事業部
TEL：0120-562-639 E-mail：se-sales@hml.nttdata-ccs.co.jp
www.nttdata-ccs.co.jp

UXサイクルソリューション
1

システムだけでなく分析や戦略、コンテンツやデザインも制作します

2

PDCA サイクルを通して、ユーザー体験やサービスの市場適応力を高めます

3

「KPI への貢献度を図るアクセス解析」
「スマホアプリ開発に特化したパック」などメニューが豊富です

経験に基づいた 4 つのプロセスを駆使してユーザー体験の向上を追求
サービスの検討から運用までを、分析−戦略−設計−実装と

達成すべき目標を設定します。そうした「戦略」から仮説を立

いう4つのプロセスからなる
“UXサイクル”
として捉えています。

て、方向性を定めます。そしてユーザーの行動を描き、感情や

このUXサイクルすべてのプロセスをサポートすることで、一貫

障壁などを洗い出すことで、最適なユーザー体験を導き出せ

したUX視点と品質を提供し、さらなるサービスの価値をクラ

るように「設計」します。さらに妥協できない品質をスピーディ

イアントとともに生み出します。

に世の中へ送り出すため、さまざまな選択肢の中からベストな

私たちの考えるUXサイクルソリューションは、事実に基づく

ソリューションで作り上げ「実装」していきます。サービスの

データを集め、ユーザーを観察していきます。その「分析」に

検討から運用まで一貫して行うことで、最大限の効果を発揮

よってユーザーの状況を理解し、あるべきユーザー体験、そして

するサービスの開発をクライアントとともに推進します。

こんなニーズに対応します

分析から実装までお願いしたい

ユーザーフレンドリーでありたい

開発とデザインを一本化したい

設計・実装だけでなく、分析・戦略も
サポートします。

ユーザーリサーチの結果を、デザイン
や開発に反映します。

デザインから開発まで一気通貫で行い
ます。

ユーザー体験を意識した設計手法
ユーザーの姿を具現化し、ユーザーが行動する中で発生する心理的な障壁を洗い出し「最適なユーザー体験」を設定。そこから
体験を支えるうえで必要なUIや機能、システムなどの各種要件をトータルに検討し、開発・制作します。価値につながるユーザー
体験をスムーズに実現します。
テーマ

化粧品の次世代カウンセリング

ド
トレン
感
には敏

いつま
で
キレイ も
で
いたい
！

バーチャルカウンセラーで
気軽に相談ができます！
通販だと相談
できないのよね... 。

ワーキング
マザー
どち
ら
いえ かと
慎重 ば
派

アラフォー
の女性

それはいいかも！

スマホでサクッと
AI肌診断が できます！
自分の肌に実際
合うかしら...。

ぜひ利用したいわ！

QuickWin（素早い成果）で始める

機能開発とデザインのトータルディレクション

新たなサービスを生み出すうえで、多大な時間がかかるのが

これまで培ったシステム開発のスキルに加え、コンテンツも

「検討」の段階。市場環境が常に変化する中、検討だけに労力

デザインもトータルで制作できる環境を整えました。UXデザ

をかけていては商機を逃してしまいます。UXサイクルで重視す

インのプロセスを組み入れ、クライアントのニーズに応える

るのは「素早く、小さな結果を出し続けること」。ユーザーの納

スマホアプリ開発を実現します。

得を積み重ね、サービスの「市場への適応性」を高めます。

ユーザーの声
ユーザーの声

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 デジタル・テクノロジ事業部
TEL：03-5782-9500（代表） E-mail：csweb@hml.nttdata-ccs.co.jp
www.nttdata-ccs.co.jp

ソリューションページ

免税ソリューション「shoptrip ®」
1

免税手続きを手間少なく・時短に。店舗滞在時間や売上・満足度を向上させます

2

機器の追加購入は不要。初期コストを抑え、手軽に免税販売が始められます

3

旅行者向けアプリの「免税店検索機能」で、店舗への集客も期待できます

煩雑な免税手続きが、手間少なく、スピーディーに。免税店と旅行者がつながるサービス
免税品レジには、たくさん商品を抱えながら時間を気にす

アプリ画面のバーコードをスキャンするだけで、書類作成や

る訪日外国人旅行客の大行列ができている――。そんな光景

免税分の差額返金といった作業の負担を軽減。

がなくなり、旅 行客もゆっくりと買い 物が でき、免 税 店も

さらに旅行者向けアプリからは近くの免税店を検索でき、

きめ細やかな「おもてなし」ができる。それを叶えるのが免税

店舗への集客につながります。

ソリューション「shoptrip 」です。
「shoptrip 」は、旅行者向

2021年10月からは国内全ての免税店で「免税販売手続の

けのスマホアプリと店舗のPOS端末を連動させ、免税手続き

電子化」が義務化。インバウンド需要の取り込みに不可欠なデ

電子化の負荷を軽減するサービスです。

ジタル活用を、
「shoptrip®」はサポートします。

®

®

こんなニーズに対応します

インバウンド需要を取り込みたい

ランニングコストを抑えたい

免税手続き電子化の負荷を軽減したい

免税販売の経験がなくても、簡単に免
税販売が始められます。

店舗向けアプリは、ダウンロード無料。
サービス利用料も免税売上に連動する
ため、低リスクで導入できます。

スマホやモバイルPOSなど、既存の
端末を利用可能。免税手続きも、アプ
リ画面の読み取りで完結します。

shoptrip® の仕組み
送客〜免税業務までトータルサポート

旅行者向けアプリと店舗向けアプリが
連動し、店舗での免税手続きがスムー
ズになります。

欧米・アジア圏を中心に展開

観光
プラットフォーム

購入記録

2020 年 4 月からの法改正
免税販売電子化に対応

さらに「観 光プラットフォーム」に格
納されている免税店の情報を活用した
「免税店検索機能」によって、店舗へ
の集客につなげます。また店舗から国
税庁への情報送信も自動化されます。

国税
免税店検索機能より
免税ソリューション
導入店舗へ誘導

スマホ

タブレット

モバイル POS に免
税機能を実現する
※パスポートによる本人確認は必須

shoptrip ®
旅行者向けアプリ

shoptrip ®
店舗向けアプリ

観光プラットフォームと連携した、
「旅」が軸となるスムーズな買い物体験
shoptrip® 旅行者向けアプリ

shoptrip® 店舗向けアプリ

旅行者向けアプリを利用することで、検索から、買い物、払い

店舗向けアプリを活用することで、煩雑な免税手続きの負担

戻しまでをスムーズに実施できます。

を軽減できます。

免税店検索

買い 物

明細確認

払い 戻し

会計

買い 物

免 税 商品 確 認

会計後

免 税アプリの
導入している近
くの店 舗を 表
示

パ スポートを 登
録すると、バー
コード 読 み取り
だけで 本人 認
証が完了

免 税 店 で購 入
した商品の電
子レシートを 表
示

複 数の 決 済 方
法で 消 費 税の
払い戻しが 受け
られる。

P OSでこれま
で 通りの 会 計
処 理を実 施

会 計 処 理 後に
旅 行 者アプリ
をスキャン

購 入した商品の
中で免 税 商品
を確 認

免 税レシートが
旅 行 者アプリ
に、国 税 庁に
購買 履 歴 が 送
信される

パ スポートを提 示

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 デジタル・テクノロジ事業部
TEL：03-5782-9500（代表） E-mail：csweb@hml.nttdata-ccs.co.jp
www.nttdata-ccs.co.jp

パスポートで本人確認

RPAソリューション「WinActor 」
®

1

Windows端末から操作可能な、あらゆるアプリケーションの自動化を可能にします

2

プログラミング知識がなくても、直感的な操作で簡単に作成できます

3

現在利用中の他システムのカスタマイズは不要。低コストで業務が改善できます

ルーティンワークの事務作業を、プログラミング知識不要で簡単に自動化
人工知能や機械学習などを活用し、定型作業（ルーティン

タ形式の変換といった手間がかかる定型作業を「WinActor®」

ワーク）をロボットに任 せて自動 化 する仕 組み、R PA※ が

が学習し、正確に再現。手作業の時間が削減され、誤入力など

注目されています。

ヒューマンエラーによる作業ミス防止にもつながります。

「WinActor 」は、ExcelなどのOffice製品、Webブラウザ、

また「WinActor®」は特別な環境構築は不要。PCにインス

業務システムなどWindows端末から操作可能なアプリケー

トールするだけで使用可能。またプログラミング知識がなくて

ションの操作を自動化するソフトウェア型ロボットです。データ

も、短時間で簡単に作業シナリオが作成できます。スモールス

の転記やインターネットからの情報収集、印刷・PDF化、デー

タートにも最適なRPAです。

®

※Robotic Process Automationの略

こんなニーズに対応します

定型作業にかかる時間を削減したい

誤入力などの作業ミスを防止したい

複雑な作業をスピーディーに済ませたい

定型作業を減らし、より付加価値が高
い仕事に取り組む時間を作ります。

ヒューマンエラーが無くなり、精度向
上につながります。

人 間 の 数 倍 の 速 度 で 各ア プリケー
ションの操作を代行します。

「WinActor ®」が代行できる主な作業

「WinActor ®」の得意業務
▪情報が電子化 (構造化・正規化 ) されているもの

▪別システムのアプリケーション間のデータの受け渡し

▪定常的に発生するもの ( 大量の反復操作を伴うもの)

▪社内システムと業務アプリケーションのデータ連携

▪処理方針や判断ルールが明確なもの

▪キーボードやマウスなど、パソコン画面操作の自動化
▪蓄積されたデータの整理や分析
▪アプリケーションの起動や終了
▪IDやパスワードの自動入力

コールセンターでの業務代行例
導入前
コールセンター

コールセンター
管理システム
① 記録

マネージャー
②転記

毎朝の転記作業がとても煩雑
30分／日
集計DB

Web
システムへ
ログイン

件数と
問い合わせ
内容取得

CSV
出力

圧縮・
解凍

形式変換

サーバー
送信

件数・問い合わせ内容管理
コールアップ率…等

導入後
コールセンター

コールセンター
管理システム

「WinActor」で複数操作を
シナリオ化し自動実行

②自動編集・転記等

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 社会・科学システム事業部
TEL：03-5782-9500（代表）
www.nttdata-ccs.co.jp

作業ゼロ実現
最終確認のみ
集計DB

① 記録

件数・問い合わせ内容管理
コールアップ率…等

マネージャー

iTrustOne
1
2
3

®

タブレット端末を活用し、訪問先で注文が完結。ペーパーレス化推進にも貢献します
勘定系、CRM、インターネットバンキングなど、他システムとの相互データ連携に対応します
制度改正や経営統合後の業務統一など、金融機関特有の課題にも迅速・柔軟に対応します

金融機関の提案・販売の強化と、ペーパーレス化・業務効率化に貢献する
「iTrustOne®」は、金融機関での金融商品取引法対象商品

チャートなどを分かりやすく正確に伝えられるほか、NISA対応・

（投信・公共債・保険・外貨など）の販売を支援するソフトウェ

高齢者対応などの制度改正にも対応します。また投信バックシステム

アです。預かり資産関連業務が今後さらに重要視されていく中、

や営業支援といった他システムとも、柔軟かつ低コストで連携で

「iTrustOne 」は対面での提案・販売強化を支えていきます。

きるため、経営統合後の業務統一もサポートします。豊富な導入

®

「iTrustOne 」はタブレット端末を活用し、訪問先で注文を
®

完結できる点が特長です。損益情報、運用レポート、基準価額の

実績を持つ「iTrustOne®」 は、銀行のROI（投資利益率）最大化
や、ペーパーレス化・業務効率化を後押しするツールです。

こんなニーズに対応します

受付を簡単にしたい

販売スキルを底上げしたい

業務統一を柔軟に実現したい

コンプライアンスチェックなど、煩雑な
受付手続きを効率化します。

多種多様な金融商品は、販売トレーニ
ングにも一苦労。「iTrustOne ®」が
提案をサポートします。

他システムとも連携可能。経営統合後
の業務統一も強固にサポートします。

iTrustOne®

営業店

全体イメージ

勘定系等のシステム
投資信託
保険

連携

公共債

顧客属性

アンケート

更新・
照会

外貨預金
預金

商品別残高

融資

各種シミュレーション

●

お客様情報の入力

●

取引内容の入力

●

交渉記録の入力

●

承認、モニタリング

●

アフターフォロー

●

ペーパーレス化推進

本部

連携

取引情報

交渉履歴

更新・
照会

インターネットバンキング

● タブレット端末でも行内のパソコンでも利用できます
● タブレット端末を用いることで訪問先で注文を完結できます
● CRM やインターネットバンキングシステムなど、他システムとの相互データ連携を実現します
● お客さまアンケート機能もあり、NPS の集計・分析・測定に便利です

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 iTO 推進室
TEL：03-5782-9500（代表） E-mail：i-trustone@hml.nttdata-ccs.co.jp
www.nttdata-ccs.co.jp

お客様残高、取引確認

●

商品属性

他システム
営業支援システム

●

●

取引内容の確認

●

商品属性の設定

●

業務の進捗確認、締め作業

●

モニタリング

●

アフターフォロー

●

ペーパーレス化推進

サービスステーション運営サポートサービス
1

サービスステーション運営の効率化と多種多様な販売管理・債権管理・受払管理を実現します

2

ENEOS株式会社様からデータ自動連携によりデータ入力を簡略化できます

3

日々の現金・経費・入出金などを自動的に経理仕訳し経理業務をサポートします

サービスステーション／石油販売業を総合的に６つのシステムでサポート
日々の仕入から売上実績、請求に対する回収状況の確認な

率化できる「勘定系システム」や、ENEOS株式会社様から

ど、細やかな資金管理が求められるサービスステーションの

のデータを自動で 連 携することで 作 業 軽 減 が 実 現できる

運営。こうした日々の販売管理や請求業務、受払管理などにか

「直売・卸システム」、市販の経理システムに自動で連携できる

かる業務負担の軽 減を図れるのが「サービスステーション

「経理ソフト連動システム」などがあります。

運営サポートサービス」です。
このサービスは、６つのシステムがあり、掛売客（メンバー）
請求書の発行、日々の販売実績の確認、受払管理などが効

また、
「勘定系システム」ではサービスステーションの規模
や商習慣に合わせ、
「ペーパーレス運用プラン」「ペーパー運
用プラン」「併用プラン」を選ぶことができます。

こんなニーズに対応します

月末の事務仕事の負担を軽減したい

売上・入出金をできるだけ早く確認したい

自分のパソコンからシステムを利用したい

容易に単価変更ができ、請求書発行
前に明細のチェックも可能。請求書は
封書・センタ投函・ハガキなど選べます。

売上や入出金データなどのＰＯＳデータ
は翌朝に確認でき、売上実績など管
理が容易になります。

現在お使いのパソコンや市販のパソコ
ンに導入可能です。リモート接続で、
サポートも行っています。

勘定系システム

直売・卸システム

運営の効率化と多種多様な販売管理・債権管理・受払管

データ入力不要。ENEOS株式会社様からデータ連携！

理を実現

直売・卸のお客様を対象に、ENEOS株式会社様から

掛売（メンバー）のお客様を対象に、POSの売上データ

データを連携することが可能な販売管理システムです。

から請求書を発行するシステムです。また売上データを

ENEOS株式会社様から自動でデータを連携することで

ベースに販売実績や入金予定、回収状況など、さまざま

データ入力が不要となります。

な管理が可能です。そのほかにも、財務・経理システムと
の連携など、拡張性の高い基幹システムとして業務効率
化にお役立ていただけます。

経理ソフト連動システム

人事・給与システム（奉行シリーズ）

市販 経 理システムに自動 連 動！業 務 の 効 率 化と運 用

法令対応を基盤にした労働管理とリスクマネジメントを

コストを大幅に軽 減！

実現し、安心・便利に運用可能な給与管理システム

日々 発 生して い る 現 金・経 費・入 出 金 などを自 動 的

パソコンなどで管理している勤怠システムからデータ

に市販 経 理ソフト向けの 経 理 仕訳データを 作成 する

を取り込むことができます。複雑な給与体系に対応し、

サービスです。経 理業務の効率化に貢 献します。

煩雑で細かい給与業務を柔軟にサポートします。

灯油配送・LP ガスシステム

BPO（Business Process Outsourcing）

配送業務に関わる販売管理を効率化するパッケージ

アウトソーシングで経理・給与業務のスリム化支援！

注 文 から配 送・実績・顧客管 理まで、全ての場面で配

POSやパソコンのデータ取り込み、領収書など伝票情

送業務を支援する管理システムです。灯油・ＬＰガスの

報を代行入力します。法定資料や社内管理資料などを専

円滑かつ戦略的な配送事業の基幹システムとしてお役

門家が作成し、クラウドサービスでリアルタイムに確認

立ていただけます。

／相談することが可能です。

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS エネルギー・資源ソリューション事業本部 エネルギーシステム事業部 リテール営業部
TEL：03-5782-9534
www.nttdata-ccs.co.jp

GROUP CATS®
1

グループ各社の会計情報・財務情報を一元管理。取引明細や連結情報を集約します

2

既存システムを活かし、ソリューションを提供。グループ各社の業務システムとも連携します

3

グループ各社の資金集中・配分サービスと支払代行でインハウスバンクを実現します

®

グループ各社の会計・財務情報を一元管理。
「見える」
「つなぐ」で効率化をサポート
「GROUP CATS ®」は、グループ各社の会計情報・財務情

は既存システムを活かし、取引明細や連結情報をグループ

報を集約・一元管理し、グループ経営の課題解決を支えるサー

統合明細データベースに集約。グループ内資金の有効活用や

ビス型ソリューションです。

各種解決の効率化を実現します。また間接部門の効率化につ

経営環境が目まぐるしく変化する中、グループ各社の経営

ながるシェアードサービス化もサポート。
「GROUP CATS ®」

状態の把握やコンプライアンスの強化など、会計・財務の「見

は、グループ経営を会計・財務システム面からスピードアップ

える化」は欠かせない施策になっています。
「GROUP CATS 」

させていきます。

®

こんなニーズに対応します

低コストでグループ各社の
システムを統一したい

各社の会計情報を共有し、
「見える化」したい

グループ各社の資金を
効率的に運用したい

既存のシステムを活かした情報連係
を行う「つなぐ」アプローチで 構 築
します。

取引明細や連結情報など、必要データを
グループ統合DBで一元管理します。

資金集中・配分サービスや支払代行など
インハウスバンクを実現します。

導入イメージ

GROUP CATS®

親会社
既存基幹システム
・販売管理
・生産管理
・物流管理

etc.

子会社（国内外）
関連会社
既存基幹システム

グループ統合会計

グループ資金管理

グループ各社の会計情報を
リアルタイムで一元管理

グループ資金の効率化、
グループ資金の見える化

個社会計

借入金／貸付金管理

予算／実績管理

資金管理

債権・債務管理

資金情報管理

経費・手形管理

グローバル資金管理

マスタ

（共通・個社）

グループ統合明細 DB
（仕訳明細）

情報プラットホーム
グループ共通マスタ管理
既存システムとの情報連携

マネージメントアプローチ
グループ経営のための分析情報の
見える化

共通マスタ管理

連結支援

マルチインターフェイス

グループ経営分析

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS エネルギー・資源ソリューション事業本部 金属システム事業部 CATS 推進室
TEL：03-5782-9481
www.nttdata-ccs.co.jp

海外口座
国内口座

ITインフラ 運用・支援サービス
1

クラウド／ハウジング環境やインフラ運用保守など、運用保守サービスを提供します

2

担当者負担が大きいOA機器の大規模な導入・管理をアウトソーシング対応します

3

各ネットワーク環境の運用・保守などお客様システムの安定運用をサポートします

ENEOSグループで培ったノウハウで、ITインフラの運用・支援をサポート
NT TデータCCSの「ITインフラサービス」は、ENEOS

や、OA環境の導入・運用管理から保守対応までの一連のサ

グル ープ で 培ったノウハウを 活 かし、お 客 様 の I T 戦 略 を

ポート、さらに24時間365日体制のシステム監視など、充実

インフラ面からサポートします。
「構築のみ」「運用のみ」など

したサービスを提供しています。当社が構築した環境だけで

ニーズにあわせ個別サービスも提供しています。

なく、お客様のインフラ環境のリモートサポートにも対応。お

「ITインフラ運用・支援サービス」は、設計・構築後のITイ
ンフラ環境の運用保守やシステム管理者を支援するサービス
です。顧客システムをお預かりするデータセンターサービス

客様のシステムの安定運用をサポートします。

こんなニーズに対応します

システムをアウトソーシングしたい

IT機器の管理担当者の負担を減らしたい

各拠点のネットワーク機器を監視したい

WANはじめ各種ネットワーク環境の
運用・保守を提供します。

担当者にとって負担となる数百、数千の
IT機器の導入・管理をまとめてサポート。

WANサービスやNW機器の監視、保守
対応を行います。

運用保守アウトソーシングサービス
1. クラウド／ハウジング環境

2. インフラ運用保守

A社

例

資源素材分野 A 社

データセンターサービス

基幹業務システム群運用

技術要素 Vmware、JP1/AJS、多様なサーバ製品、ツール類
規

模

OA導入サポート

OA環境の導入から運用、グループウェア（Office365やサイボウズ）の
管理やライフサイクル管理まで、OAに関する一連のサポートを提供。
事

例

ガス輸入販売 E 社

PC リモート保守

技術要素 サイボウズ
規

模

300 台

事

例

グループ各社

IT ライフサイクル管理

技術要素 ソフトウェアライセンス
規

模

ネットワーク回線

ゲスト OS 200

OAサポートサービス

◦導入計画
◦PC初期キッティング・展開
◦OAサーバ環境設計
◦OAクライアント運用設計

1. WAN、VPN（拠点間接続）

事

例
模

つながらない

インター
ネット

各拠点 LAN環境

WAN環境

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS エネルギー・資源ソリューション事業本部 金属システム事業部 システム基盤部

www.nttdata-ccs.co.jp

             

データセンター LAN環境
NW監視端末

Syslog
サーバ

データセンター LAN 運用保守サービス

TEL：03-5782-9451

PCが欲しい

IPS

4. 死活、セキュリティ監視

約 50 台

システムが
動かない

OA運用サポート
◦ステージング
問い合わせ
（PCキッティング・設置）
申請
◦OAサーバ
（アカウント・アクセス権等）
◦OAクライアント（ヘルプデスク）
インターネットに
◦保守（構成管理・PC修理等）

2. LAN（L2、L3、無線）

技術要素 Cisco、HPE、Juniper、NetScreen
規

設置

ライフサイクル管理
◦製品のライフサイクル(保守)を管理

900 件

ウイルスに
感染した

PCが
動かない

ネットワーク環境の運用・保守サービス

3. FW

C社 クラウドサービス

マルチクラウド接続サービス

3. 個別サービス（機器提供からコンソール、データ転送サービス、電子帳票サービス大量印刷など）
事

B社

ITインフラ構築サービス
1

コンサルティングからネットワーク設計・構築まで、最先端のノウハウで応えます

2

サーバ、クラウドなど基盤構築や、ミドルウェア、ネットワークまで幅広いサービスを提供します

3

特定の製品やベンダーに縛られず、最適なネットワーク構築を提供します

ENEOSグループで培ったノウハウで、ITインフラの構築をサポート
NT TデータCCSの「ITインフラサービス」は、ENEOS

盤構築、WebやDB、バックアップなどのミドルウェア構築、

グループで培ったノウハウを活かし、お客様のIT戦略をインフラ

LAN／WAN／FW／無線のネットワーク構築などのサービス

面からサポートします。
「構築のみ」「運用のみ」などニーズに

を提供。特定の製品やベンダーに縛られることなく、お客様に

あわせ個別サービスも提供しています。

とって最適なITインフラ環境を構築します。また大規模インフラ

「ITインフラ構築サービス」では、上流SEやITアーキテク
トによる企画の提案やヒアリングなどのコンサルティングサー
ビスや、サーバや仮想環境、クラウドなどレイヤーごとの基

構築でも、NTTデータグループの大規模×最先端ノウハウを
活かして対応します。

こんなニーズに対応します

仮想基盤やデータセンターを統合したい

レイヤーごとのサーバ環境を構築したい

キャリアを柔軟に選びたい

上流SEやITアーキテクトが統合支援を
コンサルティングし、サポートします。

ハードウェアからバックアップまで
レイヤーごとに設計・構築します。

特定のキャリアに縛られることなく
ニーズに合わせ構築できます。

コンサルティングサービス
事

上流SEやITアーキテクトによる、ITインフラ統合支援やPM支援、セキュ
リティ対策をはじめとした各種コンサルティングサービスを提供します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ITインフラ標準化、統合支援 (合併、DC統合、仮想化統合、WAN統合、AD統合)
各種RFI/RFP対応 (RFI/RFP作成、評価、ベンダー選定支援)
PMO、PM支援 (PJ管理、ベンダー/要員管理、課題管理支援)
DR/BCP計画 (構想策定、DR環境構築)
セキュリティ対策 (セキュリティ診断、アセスメント)
クラウド移行支援 (AWS、Azure、Office365、Salesforce移行)
非機能要件整理支援 (可用性、信頼性、保守性、移行性等)

例 グループ会社B社 AD環境統合

技術要素 AD、GP、ADFS
規

模 従業員9,000人

事

例 グループ会社C社

		

社内標準PCのWindows10移行

技術要素 Windows7/10、AD、PC管理
（SKYSEA）、GP、Office365
規

模 PC 25,000台

※ AD：Active Directory GP：Group Policy
ADFS：Active Directory Federation Service

サーバ基盤設計／構築サービス
ハードウェアからバックアップまで、レイヤーごとのサーバ方式設計、
構築を提供します。
事

例 資源素材分野A社 サーバ基盤再構築

業務AP※別部門にて対応
各種ミドル 管理機能
各種ミドル
共通機能
ウェア
（バック
ウェア
（認証、
（DB、AP、 アップ、
（DB、AP、
監査）
Web） vCenter）
Web） ストレージ
（SAN、
ゲストOS ゲストOS ゲストOS
NAS）
物理サーバ
仮想化
OS
（VMware、Hyper-V、Citrix）
サーバ（ラック型、ブレード型、タワー型、等）

技術要素 VMware SRM、3PAR、Windows、Oracle、JP1、
多様なミドルウェア
規

ネットワーク（システム内サービスLAN、管理LAN）

※SRM：Site Recovery Manager  

基幹ネットワーク（上位ネットワークスイッチ）

模 3拠点（3工場）

設置場所（マシン室）

ネットワーク設計／構築サービス
各ネットワーク接続環境の方式設計や構築サービスを提供します。
事

例 工場内コアネットワーク更新

技術要素 L2/L3、FW、IPS、SAN、WAN、監視、Syslog
規

模

3拠点（3工場）

事

例

工場内無線LAN導入

技術要素 WLC、AP、802.1x、RADIUS
規

模

AP24台

WAN、拠点間接 続
データ
センター

データセンター
（DRサイト）

本社

グループ
WAN

支店

クラウド
データセンター

クラウド接続

約1,000人
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業務システム

セキュリティ、監視

インターネット

システム用
データセンター
モバイル拠点

システム
専用NW

PC管理
センター

拠点B
拠点A

LAN（L2、L3、無線）

ArcGIS
1

設備管理、土地の管理、ビッグデータ管理など大規模システムのプラットフォームです

2

基本機能タイプから拡張機能タイプまで、高度で高付加価値な空間解析機能を提供します

3

個人利用から大規模組織、Webでのコンテンツ共有まで、豊富なソフトウェア製品群を提供します

個人ユーザから大規模組織まで。あらゆるニーズに応える地理情報システム製品ファミリー
「ArcGIS」は、地理情報システム（GIS）を幅広い利用形態に

GIS分析機能などをWebサービスとして共有・公開、一元管理

あわせたシステムとして提供するパッケージソフトウェアです。

できる「ArcGIS Enterprise」。さらに多機能がセットになっ

大量な位置情報の管理、ルート検索等の高度な解析やラスタ

たプラットフォーム型クラウドサービス「ArcGIS Online」や、

解析、三次元表示など，さまざまなニーズに合わせてソフトウェア

豊富なデータ製品群「ESRIジャパンデータコンテンツ」。個人

製品群を組み合わせてシステムを構築できます。

ユーザから大規模組織、グローバルネットワークまで、さまざ

「ArcGIS」は豊富な製品展開が特徴です。空間データの管
理・編集など基本機能を備えた「ArcGIS Desktop」。高度な

まなニーズにあわせて選べるパッケージソフトウェアです。

こんなニーズに対応します

災害発生時の情報を集約・
可視化したい

大量の位置情報を
一元管理し分析したい

現地調査の情報収集・共有を
スマートフォンで行いたい

自然災害やパンデミックが発 生した
際、迅速で的確な意思決定を支援し
ます。

大量の設備・GPSデータなどを一元管
理し、空間分析により状況把握できるよ
うにします。

十分な設備がない現地調査でも、リア
ルタイムに情報収集・共有が行えます。

ArcGIS を活用したソリューション展開事例
地理情報システム開発
農地情報共有システム
農地情報をGIS上で一元管理。航空写真や背景地図、農地データなどを重ね合わせ、Webで
配信・提供。情報の登録・編集や、農地集積のためのシミュレーションが容易にできます。
通信会社向け設備管理システム
通信設備やサービスエリア情報、通信障害などをGIS上で管理し、Webで情報共有。設備
の場所、サービスエリア、障害範囲を地図上に表示し、正確な位置を容易に把握できます。

防災ソリューション
災害時情報共有システム
さまざまな情報を地図上に重ね合わせて効果的に可視化し、自然災害やパンデミック
発生時の意思決定を支援する COP（Common Operation Picture、状況認識の統
一図）を作成。自社設備の被害状況、気象予測情報・推定震度、通行実績情報などの
レイヤ群を組み合わせ、さなざまな状況や組織に応じた COP 作成に柔軟に対応します。

走行画像ビューワ
走行画像アーカイブ／走行指定画像提供サービス
道路走行調査を専門に行う会社が提供する走行画像アーカイブや、オーダーメイドの走
行画像と地図ビューワをセットで提供するサービスです。道路モニタリング調査や都市
計画などへの利用が可能です。

お問い合わせ
株式会社 NTT データ CCS ビジネスソリューション事業本部 社会・科学システム事業部
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www.nttdata-ccs.co.jp

geoassist

®

1

誰でも簡単に使えるシンプルで優れた操作性で社内や現地をつなぎ、地理情報の共有を促進します

2

オフラインでも使用可能。各社の地図・経路探索サービスとも柔軟に連携し最適なシステムに

3

防災・危機管理・設備管理・現地調査等で利用可能、低コストで業務効率化と意思決定支援を実現します

地理情報を用いた業務効率化を、だれでも・いつでも簡単に実現するフレームワーク
「geoassist®」は、誰でも簡単に、地理情報を用いた業務効率

「geoassist®」の特徴は、
「だれでも」
「いつでも・どこでも」使え

化と意思決定支援を実現できる、GIS（地理情報システム）のフ

ること。シンプルで軽量かつ簡単な操作性で、オフラインでも使用

レームワークです。自社設備や取引先住所、車両位置や安否情報

可能。またPC（Webブラウザ）、Android、iOSなど各種プラット

や被害情報などお客様が保有するデータのほか、衛星画像や航

フォームに対応する柔軟性を持ち合わせており、システムを低コス

空写真、気象情報・地震情報、交通情報などの外部データとも連

トで構築します。さらに異なるサービスの地図・探索データを重ね

携し、配送業務や営業活動、インフラ保守、監視・見守り、調査・

て表示可能。幅広い活用方法を提供します。

報告など、さまざまな用途に活用できます。

こんなニーズに対応します

外回りの営業マンと情報を共有したい
顧客情 報をマッピングして、商談ス
テータスなどをリアルタイムに共 有
できます。

屋外設備管理や保守・
点検を効率化したい

電波が届かない地域での業務でも
情報共有を図りたい

設備の情報を、使用年数や点検回数な
どで色分けし「見える化」します。

モバイル端末内の背景地図データを利
用し、オフライン環境でも業務可能です。

活用ケース

各種調査／報告
フィールドワー ク、 路 上 調 査 等
において、現 場での入 力用端 末
にご利用できます。

配送支援
配 送 計 画をマッピ ングし、配 達
時 にナビ※として 利 用 可能。 営
業 所ではトラックの現在位 置や
残 件などを確認できます。
※カーナビの利用には、別途ASPサービ
スへの加入が必要です。

営業活動支援
顧 客情 報をマッピ ングし、商 談
ステータスによるシンボル変更や
マー ケット情 報の重 ね合 わせを
行い、営業戦略の立案に活用で
きます。

geoassist®
インフラ保守

監視

電線・電柱・上下水道管、マンホー
ル 等 の 情 報をマッピ ングし、使
用年数や点検回数などで色分け
できます。

子供、高齢者の安全を守るシステ
ムとしてご利用できます。特定の
エリアから外れた場 合に通 知を
出すこともできます。

被災状況調査
地 震などの災害発 生時、現 場で
の状 況 入 力、管 理センターでの
全体 状 況把握に利用できます。

製品と機能一覧
PC（ブラウザ）版 地図アプリ

geoassist®

ブラウザ用Webアプリで組織内外の地理情報を管理、参照。

モバイル版 地図アプリ
現地調査アプリ

geoassist®-Mobile

モバイル端末（スマホ、タブレット）用アプリで組織内外の
地理情報を管理、参照。外部持ち出しした現場で操作可能。

動態管理アプリ

geoassist®-GPSLogger

モバイル端末用アプリで動態管理（移動体の位置情報を送信）。
地図アプリで表示し、状況を確認可能。

現場状況（メモ）報告アプリ

geoassist®-Memo

モバイル端末用アプリで現場の状況を登録（メモと位置情報を
送信）。地図アプリで表示し、状況を確認可能。

現場写真登録アプリ

geoassist®-Photo

モバイル端末用アプリで現場の写真を登録（写真と位置情報を
送信）。地図アプリで表示し、状況を確認可能。
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