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会社概要

■ 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

■ 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。 NTT DATA INTELLILINK
CORPORATION

CORPORATE PROFILE 
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

■ 事業内容 

■ 主なお取引先 NTTデータグループ、NTTグループ

■各種許認可

■ 沿　　 革

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

■ 子 会 社

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

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

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

NTTデータ・セキュリティ株式会社を統合

ニューソン株式会社を子会社化し、株式会社NTTデータ ニューソンに

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

・ 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、菅工事業、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（EC99J1048-22）

■ 社 　 名

■ 本社所在地

■ 事業所所在地

■ 設立年月日

■ 資 本 金

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）

571億円（2020年3月期）

919名（単独／2020年4月1日現在）
1,361名（グループ全体／2020年4月1日現在）

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・サービス名などは各社の商号・商標又は登録商標です。

 
Copyright ⓒ2021 NTT DATA INTELLILINK Corporation

1999年 8月 3日

2009年 7月 1日
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2011年 7月 1日

2017年 6月27日

2018年 7月 1日

■  従業員数

■  連結売上高

＊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



PLATFORM SOLUTION SECURITY SOLUTION

SOFTWARE SOLUTIONわたしたちのビジネススタイルと３つのビジネスドメイン

知性をつなぎ、未来の価値を OUR BUSINESS 
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、お客さまへの新たな価値の提供を目指しています。

インターネットによって世界中のあらゆる人々が、最新技術へのアク

セスが可能となった今、オープンソースやクラウドサービスといった

基盤技術の革新も急速に進んでいます。

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、お客さまへご提供していきます。

PLATFORM
SOLUTION

SOFTWARE
SOLUTION

SECURITY
SOLUTION

商材の導入から運用管理までトータルソリューションを提供します

先進的な技術を活用したソフトウェアソリューションを提供します

高度化するサイバー攻撃に対応する最新のソリューションを提供します

クラウド
AWS、IBM Cloud、Oracle Cloudなど、多様なクラウド基盤や、Boxをはじめとしたクラウドサービスを

活用し、お客さまの課題を解決します。

サーバー･ストレージ･ネットワーク
さまざまなメーカーの製品を豊富に取り揃え、お客さまの業務に必要なITインフラのベストプラクティスを

提供します。

データベース
Oracle、IBM DB2の専門技術者を多数擁しており、Oracle製品においては、導入に関するご相談、ご提案

をはじめ、導入支援および製品サポートまで、システムのライフサイクルに沿ったワンストップサービスを

提供します。

仮想化
VMwareを中心として、サーバー環境をはじめ、ストレージやネットワークを含む企業システム全体を仮想化・

自動化・最適化し、次世代のクラウド・コンピューティングを実現します。

技術者育成研修
VMwareやAWSの各種認定トレーニングなど、幅広い教育

サービスを提供しています。主に、ミッションクリティカルな

システムに対応する現場のエンジニアが中心となり、登壇

しています。

設計・構築・技術支援
お客さまのご要望に応じてさまざまな基盤製品を組み合わせ、ITインフラの設計から構築までトータルに

支援します。

ファシリティ最適化ソリューション
コンサルテーションから設計、施工、診断

まで、総合的なバランスで実施することで、

ファシリティの最適化と最先端のパフォー

マンスを実現します。

AI/ ビッグデータ
基盤技術を核とした情報分析・活用技術をテコとして、お客さま

の業務改革、サービス革新を実現する、真に活用可能なAIを実現

するとともに、ポストAIを見据えた次世代イノベーション技術を

いち早くお届けします。

セキュリティコンサルティング
情報セキュリティ導入のためのリスク分析やアセスメント、情報セキュリティを管理するための考え方、手順の

策定、各種認証取得、セキュリティソリューションの導入、運用までのコンサルティングサービスをエンドツー

エンドで提供します。20年以上にわたって重要システムに携わった経験と知見を活かし、お客さまの情報

資産を確実に守ります。

セキュリティ監視 ・ 運用
専任のセキュリティアナリストが24時間365日、システムに組み込まれたFW、IDS/IPS、WAFなどで検知

されるイベントを監視。自社開発のアラートフィルタリングツールにより誤検知を抑制します。また侵入対策

としてEDR*を使ったエンドポイントの健全な状態の確認、マルウェア検知後のコマンドによる一斉対処など

運用サービスを提供します。

＊EDR:Endpoint Detection and Response

セキュリティ診断
攻撃手法の複雑化により企業のICT環境におけるセキュリティ対策は運用開始後のみならず開発段階からの

サイバー・ハイジーン（衛生管理）が重要となっています。設計、プログラミングレベルで有識者が診断すると

ともに、運用後は最新の脅威情報を有するホワイトハッカーがサーバーやネットワーク機器の脆弱性を診断して

危険度を判定。問題点の的確な指摘と有効な対策のアドバイスを提供します。

セキュリティソリューション
お客さまの情報資産を保護するためのさまざまなセキュリ

ティソフトを取り扱っており、脅威の「特定」から、攻撃に対する

「防御」「検知」「対応」「復旧」までをトータルで支援するため

の最適なソリューションを提案します。

顧客接点（CX）
CMSを用いたコンテンツ管理やECパッケージを用いたECサイト

構築、さらにはRPAの導入やコールセンター業務の高度化などを

通して、CX価値の向上を実現します。

統合運用管理
統合運用管理ツールを中心に、運用自動化に欠かせないオー

ケストレーター製品や運用管理のSaaSを活用したAP開発に

より、統合運用管理のソリューションを提供します。

DX/グローバル人財育成研修
機械学習に関する基礎数学からプ口グラミング実装まで、実践的なAl技術の習得を目的とした教育サービスを

提供しているほか、ミラノ工科大学やNTT DATA Italyと提携したデザイン型人財育成プログラムも提供して

います。また、ビジネス英語習得のサポートをはじめ、海外にて現地メンバーとともに実業務に携わることで、座学

に留まらない、グローバルに活躍できる人財育成プログラムも提供しています。

アジャイル/DevOps
アジャイル開発手法の支援やDevOps環境

の構築、それらの手法を用いた各種アプリ

ケーションを開発します。

OSS/MS基盤
オープンソースから、Microsoftを始め

としたプロプライエタリ製品まで、各種の

技術を活用した基盤構築を支援します。

PM/ITA
システム開発プロジェクトを遂行する上で

必要となる専門知識を有した技術者を提供

することで、システム開発における各種の

工程を支援し、さまざまな課題解決を

サポートします。

セキュリティ研修
情報セキュリティ国際標準の一般的な知識の習得

から、専門的なセキュリティ人財の養成まで、幅広い

セキュリティ教育サービスを提供します。

コンサルテーション

ソリューション・製品

運用サポート
人財育成

設計 ・ 構築

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を提供します。

ビッグデータ、AI、ブロックチェーンなどの先進的な技術を活用した

アプリケーション開発と開発の生産性やスピードの向上支援、

ならびにOSSやMSの領域におけるソフトウェア基盤と運用管理に関する

卓越したソリューションを提供します。

高度化するサイバー攻撃に対して、従来の防衛するだけの対策ではなく

侵入されることを前提にしたレジリエンス対策や、

クラウドシフトのトレンドにプロアクティブに対応するための

最新のソリューションを提供します。
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います。また、ビジネス英語習得のサポートをはじめ、海外にて現地メンバーとともに実業務に携わることで、座学

に留まらない、グローバルに活躍できる人財育成プログラムも提供しています。

アジャイル/DevOps
アジャイル開発手法の支援やDevOps環境

の構築、それらの手法を用いた各種アプリ

ケーションを開発します。

OSS/MS基盤
オープンソースから、Microsoftを始め

としたプロプライエタリ製品まで、各種の

技術を活用した基盤構築を支援します。

PM/ITA
システム開発プロジェクトを遂行する上で

必要となる専門知識を有した技術者を提供

することで、システム開発における各種の

工程を支援し、さまざまな課題解決を

サポートします。

セキュリティ研修
情報セキュリティ国際標準の一般的な知識の習得

から、専門的なセキュリティ人財の養成まで、幅広い

セキュリティ教育サービスを提供します。

コンサルテーション

ソリューション・製品

運用サポート
人財育成

設計 ・ 構築

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を提供します。

ビッグデータ、AI、ブロックチェーンなどの先進的な技術を活用した

アプリケーション開発と開発の生産性やスピードの向上支援、

ならびにOSSやMSの領域におけるソフトウェア基盤と運用管理に関する

卓越したソリューションを提供します。

高度化するサイバー攻撃に対して、従来の防衛するだけの対策ではなく

侵入されることを前提にしたレジリエンス対策や、

クラウドシフトのトレンドにプロアクティブに対応するための

最新のソリューションを提供します。
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PLATFORM SOLUTION SECURITY SOLUTION

SOFTWARE SOLUTIONわたしたちのビジネススタイルと３つのビジネスドメイン
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PLATFORM
SOLUTION

SOFTWARE
SOLUTION

SECURITY
SOLUTION
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会社概要

■ 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

■ 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。 NTT DATA INTELLILINK
CORPORATION

CORPORATE PROFILE 
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

■ 事業内容 

■ 主なお取引先 NTTデータグループ、NTTグループ

■各種許認可

■ 沿　　 革

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

■ 子 会 社

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

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

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

NTTデータ・セキュリティ株式会社を統合

ニューソン株式会社を子会社化し、株式会社NTTデータ ニューソンに

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

・ 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、菅工事業、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（EC99J1048-22）

■ 社 　 名

■ 本社所在地

■ 事業所所在地

■ 設立年月日

■ 資 本 金

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）

571億円（2020年3月期）

919名（単独／2020年4月1日現在）
1,361名（グループ全体／2020年4月1日現在）

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・サービス名などは各社の商号・商標又は登録商標です。

 
Copyright ⓒ2021 NTT DATA INTELLILINK Corporation

1999年 8月 3日

2009年 7月 1日

2009年10月 1日

2011年 7月 1日

2017年 6月27日

2018年 7月 1日

■  従業員数

■  連結売上高

＊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
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株式会社NTTデータ イーエックステクノを統合

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

NTTデータ・セキュリティ株式会社を統合

ニューソン株式会社を子会社化し、株式会社NTTデータ ニューソンに

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

・ 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、菅工事業、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（EC99J1048-22）

■ 社 　 名

■ 本社所在地

■ 事業所所在地

■ 設立年月日

■ 資 本 金

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）

571億円（2020年3月期）

919名（単独／2020年4月1日現在）
1,361名（グループ全体／2020年4月1日現在）

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・サービス名などは各社の商号・商標又は登録商標です。

 
Copyright ⓒ2021 NTT DATA INTELLILINK Corporation

1999年 8月 3日

2009年 7月 1日

2009年10月 1日

2011年 7月 1日

2017年 6月27日

2018年 7月 1日

■  従業員数

■  連結売上高

＊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
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