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PROFESSIONAL SERVICES

知性をつなぎ、未来の価値を

当社のプロフェッショナルサービス

INTELLILINKLinkIntelligence

NTTデータ先端技術株式会社（NTT DATA INTELLILINK）は、NTTデータグループの一員として、

ミッションクリティカルな情報通信システム基盤を最新技術を活用して、設計、構築、運用を

行うことで、お客様への新たな価値の提供を目指しています。

わたしたちの英語名の一部「INTELLILINK」は、Intelligence（知性）をつなぐという意味を

込めた造語です。オープンな環境下で先端技術を常に獲得し続けるために、生まれ続ける新たな

Intelligenceをつなげ、お客様へご提供していきます。

MESSAGE

システム基盤技術、セキュリティ技術、
先進技術ソリューション・サービスの
専門企業として、高度技術者を育成
し高い付加価値を提供していきます。
また、パートナー企業との連携により
サービスを高度化し、パートナー企業
と共にビジネスボリュームの拡大を図
ります。これからもお客様に寄り添
い、新しい価値を生み出すことでデジ
タルトランスフォーメーション（DX）
をともに実現するパートナーとして、
社会に貢献してまいります。

テクノロジーコンサルティング

業務アプリケーション・ソフトウェア開発支援

IT
イ
ン
フ
ラ
レ
イ
ヤ

提案

要件定義

設計

構築

調達・製品提供

保守

運用



6つの技術分野 社会基盤・金融インフラを中心として、I T 基盤・セキュリティ、AI・アジャイルなどの技術を核に、皆様のビジネス・生活を支えています。BUSINESS INTRODUCTION

INTELLILINK
Hybrid Platform for Oracle

オンプレミスのOracle 製品および Oracle Cloud を活用した ITプ
ラットフォームを提供するハイブリッドプラットフォームソリューショ
ンです。プラットフォームに求められる “高可用性”、“セキュア”、
そしてデータに基づく意思決定を実現する “データ管理・活用” を
提供します。

Oracle Cloudに構築したDBシステムの「システム運用、システム
保守」を、お客様に代わってリモートで支援する年間契約型のサー
ビスです。本サービスでは、当社の経験豊富なエンジニアが、シス
テム監視、インシデントの解決支援をはじめ、プロアクティブな情
報と効果的なアドバイスを提供することで、クラウドを活用したシス
テムの最適な運用実現を支援します。

INTELLILINK
マネージドサービス for Oracle

INTELLILINK
ファシリティサービス

お客様所有データセンターの建物／設備更新計画の策定、計画額
の妥当性検証、安全性検証、空調最適化提案などのコンサルティ
ングから設計、工事請負までのトータルなファシリティサービスです。

ITコンサルティング

さまざまなベンダー商材に対する知見と構築力を併せ持ち、商材の導
入から維持までトータルソリューションを提供することで、ビジネスの
デジタル化やクラウドシフトに最適な基盤環境の導入を支援します。



ITサービスマネジメント
導入支援サービス

ServiceNowは、統合された単一プラットフォームにワークフロー
を幅広く提供し、企業全体をつなぎ、運用を最適化するクラウドベー
スのサービスです。ITサービスマネジメント導入支援サービスは、
ServiceNowを活用し、当社が保有するI T運用管理に関するノウ
ハウ及びＤＸに関する知見を組み合わせたサービスであり、お客様
の I Tサービスマネジメント領域のDX化実現を支援します。

Hinemos は、ITシステムの「安定稼働」を実現するための、監視
機能やジョブ管理機能を提供する統合運用管理ソフトウェアです。
オンプレミス・クラウド環境上のシステムから多種多様なデータを
「収集・蓄積」し、それらを「見える化・分析」することで、シス
テムに対する各種アクションの「自動化・自律運用」を行う「運
用アナリティクス」を実現します。

Hinemos

Knowler
導入支援サービス

knowlerはMicrosoft Office 365やさまざまな場所に存在する多
様なデータ（テキスト、ドキュメント、有識者・人脈情報などのKnow- 
Who情報）と連携し、オントロジーやAIを活用して自動的に分類・
意味づけを行うことで、大量のコンテンツや人材情報に対する効率
的な情報探索をサポートします。

INTELLILINK
Agile

アジャイル開発の適用に向けて、人材育成からプロセス整備、環
境構築に至るトータルなご支援が可能です。また、アジャイル開発
を実現するCI／CD環境に関して、過去のノウハウを集約してアセッ
ト化し、構成管理を軸としたサービスを提供いたします。DX推進
に向けた新たな組織づくりを実現いたします。

社会基盤・金融インフラを中心として、I T 基盤・セキュリティ、AI・アジャイルなどの技術を核に、皆様のビジネス・生活を支えています。



INTELLILINK
バックオフィスNLP

文脈を理解することができる自然言語処理技術「BERT」を活用。
バックオフィス業務に必要となる文書分類、知識読解、自動要約な
どさまざまな言語理解が可能な各種A I機能を具備し、必要に応じ
た機能のみを組み合わせて活用することで、コストを抑えながら業
務への迅速な AI適用を実現します。

INTELLILINK
AIエンジニアリング基盤

AIや機械学習のプロジェクトをプロトタイプの域を超えて本格的に
本番稼働させていくには、データと機械学習モデルの管理と、スムー
ズなデプロイメントが課題です。AIエンジニアリング基盤はこれら
の課題を解決し、データから新たなビジネス価値を継続的に創造
する土台となります。

INTELLILINK トータルセキュリティアセスメントサービス

DX化やテレワーク導入に伴い、昨今業務環境が大きく変化しています。新たに発生し
たセキュリティ課題を洗い出し、課題解決するためのパッケージサービスです。

INTELLILINK ゼロトラスト・セキュリティサービス

SASE／ SDPソリューションを主体に、主要 IdP、CASB、エンドポイント管理製品
（MDM、EDR）などとの連携による認証・アクセス経路／データの保護・脅威防御ならびに、
自社システムにアクセスする際のゼロトラストセキュリティ基盤構築をサポートします。

INTELLILINK SIEMセキュリティ監視・運用サービス

ユーザ行動に関連するログをAIで分析し、セキュリティの脅威に関わる事象を検知・
通知するサービスです。高度な検知・分析機能で運用の効率性を高めます。

INTELLILINK EDRセキュリティ監視・運用サービス

衛生管理（サイバーハイジーン）機能で端末状態を確認し迅速にリスト化します。
検出～対応～セキュリティ脅威の発生を検出し、迅速に対処を実施可能です。



会社概要
COMPANY PROFILE

社   名

本社所在地 

事業所所在地

設立年月日 

資本金 

連結売上高

従業員数

事業内容

主なお取引先

各種許認可等

　

沿   革

子会社

エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社（NTT DATA INTELLILINK Corporation）

〒104-0052　東京都中央区月島1-15-7 パシフィックマークス月島

品川オフィス：〒108-0075　東京都港区港南1-9-1 NTT品川TWINS DATA棟
関西オフィス：〒550-0004　大阪府大阪市西区靱本町2-3-2 なにわ筋本町MIDビル

1999年（平成11年） 8月3日

1億円（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ100%出資）

585億円（2021年3月期）

938名（単独／2021年4月1日現在）1,401名（グループ全体／2021年4月1日現在）

1. 情報・通信システムおよび関連ソフトウェア並びにハードウェアの設計、開発、開発管理、設置、販売、保守、運用、賃貸借ならびに輸出入
2. 情報・通信システムおよび関連ソフトウェア並びにハードウェアに関わる調査、研究、教育・研修およびコンサルティング
3. 情報・通信システムおよび関連ソフトウェアの開発管理に関わる調査、研究、教育・研修およびコンサルティング 

4. 建築工事、電気工事、電気通信工事、管工事および消防施設工事の請負および調査コンサルティング
5. 建築物の設計・工事監理
6. 著作権、工業所有権、ノウハウその他の知的財産権の取得、利用方法の開発など知的財産権に関連する事業 

7. 労働者派遣事業
8. 古物売買業
9. その他前各号に付帯する一切の業務

NTTデータグループ、NTTグループ

・ 一般建設業許可（消防施設工事業）
・ 特定建設業許可（建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、
   塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、電気通信工事業、建具工事業）
・ 労働者派遣事業許可
・ 古物商許可
・ 情報セキュリティマネジメントシステム ISO 27001（IC15J0400）
・ プライバシーマーク（第 21000225号）
・ 品質マネジメントシステム* ISO 9001：2015（JSAQ 2685）
・ 環境マネジメントシステム ISO 14001（EC99J1048）
*登録範囲：基盤ソリューション事業本部 ファシリティ事業部

1999年 8 月 3日 NTTデータのシステム開発を強化するシステムプラットフォーム構築の専門会社としてNTTデータ先端技術株式会社設立
2009年 7 月 1 日 株式会社NTTデータ PMO、株式会社NTTデータ テクノマークおよび 株式会社NTTデータ イーエックステクノを統合
2009年10月 1 日 株式会社NTTデータシステムズのオラクル関連事業を統合
2011年 7 月 1 日 NTTデータ・セキュリティ株式会社を統合
2017年 6 月27日 ニューソン株式会社を子会社化し、株式会社NTTデータ ニューソンへ
2018年 7 月 1日 株式会社NTTデータ・グローバル・テクノロジー・サービス・ジャパンを統合
2019年12月27日 九州営業所を閉鎖
2020年 3月 2日 健康経営優良法人2020（大規模法人部門）認定

株式会社NTTデータ ニューソン（NTT DATA NEWSON Corporation） 　〒107-0052　東京都港区赤坂2-2-12 NBF赤坂山王スクエア

ACCESS

本社 〒104-0052　東京都中央区月島 1-15-7 パシフィックマークス月島　TEL：03-5843-6800（代表） 　FAX：03-5843-6801（代表）
 ［交通アクセス］東京メトロ有楽町線「月島駅」7番出口 徒歩4分／都営地下鉄大江戸線「月島駅」8番出口 徒歩6分

品川オフィス 〒108-0075　東京都港区港南1-9-1 NTT品川 TWINS DATA棟　TEL：03-6810-3753（代表）　FAX：03-6810-3756（代表）
 ［交通アクセス］JR「品川駅」港南口 徒歩10分 ※当社の受付は「NTT品川 TWINSビル総合受付」になります。

関西オフィス 〒550-0004　大阪府大阪市西区靱本町2-3-2 なにわ筋本町MIDビル　TEL：06-6485-8661（代表）FAX：06-6485-8662（代表）
 ［交通アクセス］地下鉄四ツ橋線「本町駅」 徒歩5分／ 地下鉄御堂筋線「本町駅」 徒歩12分／地下鉄中央線・千日前線「阿波座駅」 徒歩5分

TOKYO

KANSAI

掲載されている当社の商品・サービス名称等は当社の商標又は登録商標です。
その他の会社名・商品名・サービス名等は各社の商号・商標又は登録商標です。

Copyright ⓒ NTT DATA INTELLILINK Corporation （P_CP_2022_02）


