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サイバー脅威インテリジェンスを活用した
セキュリティサービスのご紹介
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コロナ対策で、リモートワーク入れてるけど、安全なの��

サイバー攻撃がいっぱいあるらしいけど、うちの会社大丈夫��

ＤＸとか新しい技術とサービス導入するけどセキュリティって��

海外に拠点があるんだけど、セキュリティ対策大丈夫��

サイバー攻撃って何��

サイバーセキュリティって何��

新しい事業はじめるんだけど、お客さまに安心してサービス提供したい��

“最先端の” サイバー脅威インテリジェンスを活用したサービスで、
サイバーセキュリティのお悩みを解決します��
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予防のためのセキュリティ対策を実現する“衛生管理”の「サイバー・ハイジーン」と、侵入されることを前提に可用性の確保を
最重視したリスク最小化による事業継続を目指す「レジリエンス」を基軸に、セキュリティインシデントの特定から復旧まで、情
報セキュリティ対策をトータルにご支援します。

サイバー脅威インテリジェンスを活用したセキュリティ対策

インテリジェンス集約・活用

サイバー・ハイジーン（予防） セキュリティレジリエンス（回復）
特定 防御 検知 対応 復旧

セキュリティコンサルティング

セキュリティソリューション

セキュリティ診断 セキュリティ監視 インシデントレスポンス

NTTデータ先端技術では、セキュリティを脅かす情報の収集、蓄積を行っており、インテリジェンスベンダとの連携
により最新の脅威情報を活用・分析する最先端の”サイバー脅威インテリジェンス”を活用したセキュリティサービ
スを提供しています。
お客さまは、自組織がおかれているサイバー空間上での脅威を正しく認識し適切なセキュリティ対策を実施す
ることが可能となります。
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高度化するサイバー攻撃に対応する最新のサービス/ソリューション

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。

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。

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セキュリティソリューションを提供します。
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NTTデータ先端技術がご提供するセキュリティサービス

セキュリティコンサルティング・監査／セキュリティ体制構築・運用支援

セキュリティコンサルティング・監査／セキュリティ教育

＜コンサルティング・監査＞
lセキュリティコンサルティングサービス
lPCI DSS訪問調査サービス／

PCI DSSトータルサービス
lPCI DSS SAQ作成支援サービス
lPA-DSS準拠支援サービス
lPCI P2PE準拠支援サービス
lPCI P2PE勉強会
lPCI PIN Security審査サービス
l各種認証取得支援サービス
l各種調査受託

＜体制構築・運用支援＞
lセキュリティ・インシデント救急サービス
lCSIRT構築・再構築サービス
lCSIRT強化支援サービス
lセキュリティ・オペレーションセンター (SOC) 構築支援サービス
lサイバーセキュリティ強化点検サービス
l標的型攻撃耐性強化サービス
l脅威ディスカバリー&インテリジェンスプラットフォーム 「DeCYFIR」
lワンタイム脅威アセスメントサービス
l脅威インテリジェンスプラットフォーム(TIP) 「EclecticIQ Platform」
lThreat Huntingサービス
lセキュリティ情報配信サービス
l脆弱性情報収集支援サービス
lサイバー攻撃演習サービス
l各種セキュリティ教育

セキュリティ診断

セキュリティコンサルティング・監査／セキュリティ教育
lネットワークセキュリティ診断サービス
lWebアプリケーションセキュリティ診断サービス
lスマートフォンアプリケーションセキュリティ診断サービス
l脅威ベースペネトレーションテスト「TLPT」

セキュリティ監視運用

セキュリティコンサルティング・監査／セキュリティ教育

lセキュリティ総合監視サービス（Managed Security 
Service）
l不正アクセス監視サービス（IDS検知／IPS遮断）
l次世代ファイアウォール監視サービス
lTrend Micro Deep Security監視サービス
lUTM監視サービス
lWebアプリケーションファイアウォール監視サービス
lマルウェア検知・解析サービス powered by Lastline
lProxyログ分析サービス
lMDR（Managed Detection and Response）

サービス

当社では、サイバー脅威インテリジェンスによ
る最先端のセキュリティサービスをご提供して
おります��
本日は、“イマ旬のイチ押し”のサービス（赤
字）の詳細をご紹介させて頂きます��
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NTTデータ先端技術がご提供するセキュリティサービス

セキュリティソリューション

セキュリティコンサルティング・監査／セキュリティ教育

＜端末セキュリティ＞
lEndpoint Security Solution 「Tanium」
lUEBA Security Solution 「Exabeam」
l情報漏えい防止システム 「TotalSecurityFort」
lハードディスク暗号化ソリューション 「FDE」
l包括的データ暗号化ソリューション 「Sophos SafeGuard」
lマルチプラットフォーム対応アンチウイルスソフトウエア 「Sophos」
l暗号鍵管理 「SafeNet Network HSM（LunaSA）」
l検疫NW・PCセキュリティ管理 「NOSiDE Inventory Sub System」
l次世代エンドポイントセキュリティ 「Cybereason EDR」
lクラウドWebセキュリティ「Zscaler」
lクラウドセキュリティ・CASB 「McAfee MVISION Cloud」
lSaaS型統合メールセキュリティ「Proofpoint」
lWeb/メール無害化ソリューション「Menlo」

＜ゲートウェイセキュリティ＞
lクラウド型 脆弱性管理プラットフォーム 「Tenable.io」
l脆弱性管理ソリューション 「Qualys Guard」
lメール誤送信防止・暗号ソリューション

「CipherCraft/Mail」
lブラックリスト自動照合サービス 「DNSBL」

＜Webセキュリティ＞
lWebフィルタリングソフト 「i-FILTER」
l包括的Webセキュリティ 「McAfee Web Protection」

＜セキュリティ運用管理＞
lセキュリティ設計／要件定義支援
l統合セキュリティログ分析ソリューション 「SIEM」
lログ分析ソリューション 「Splunk」
l改ざん検知・変更管理ソリューション 「Tripwire」
lデータベースファイアウォール／データベース監査

＜認証／ID管理＞
l特権ID管理ソリューション 「iDoperation」
l鍵管理，二要素認証ソリューション 「SafeNet」
l統合ID管理ソリューション 「VANADIS Identity Manager」
lクラウド連携ソフトウエアソリューション「VANADIS Cloud Connector」
lシングルサインオンソリューション 「VANADIS SecureJoin」
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脅威情報の種類および情報量が飛躍的に増加する中、より自社に特化した脅威情報を入手したいというニーズが高まっています。
DeCYFIR（デサイファー）は、オープンソース情報のみならず、独自ソースとしてクローズドなダークウェブフォーラムからAPT攻撃グループのサイバー攻撃に
関する計画・実行に関する情報を収集・分析し、戦略的・統制的・戦術的という3つのレベルから成る脅威インテリジェンスを提供するプラットフォームです。

特定業界・企業を標的とするサイバー脅威を探索し、具体的な脅威インテリジェンスを提供する基盤

脅威ディスカバリー&インテリジェンスプラットフォーム 「DeCYFIR※」

n 経営層に対し、自社の脅威情勢を明らかにすることで戦略的な意思決定を支援
n 自社に対するハッカー集団の攻撃手法(TTP)を提供、対策立案や検討を支援
n 自社を標的とした具体的な攻撃キャンペーンを特定し、プロアクティブな対策を実行

（誰が、なぜ、どのＩＴ資産に対して、どのような攻撃を行うか、行ったかなど）
n 自社を標的とするハッカー集団のIoC情報をフィードし、未然の攻撃の検知・防御

導入効果

おもな機能
n Threat Visibility & Intelligence: 自社や特定業界向けを標的とする

ハッカー集団（対象業界・国・TTPなど）情報、自社を標的とする攻撃キャンペーン、
登録されたキーワードに基づく情報漏えい、なりすましドメイン等の情報を提供
APIによるIoC(攻撃の痕跡)情報フィードが可能（SIEM、EDR、N/Wセキュリティ等）

n Cyber Situational Awareness: サイバー情勢理解や体制強化のために、
業界・国・技術の軸で重要なセキュリティニュースを分析、洞察やトレンドを提供

n Cyber Incident Analytics: マルウェアや悪質なメールを分析し、
インテリジェンス情報と相関、ハッカー集団の意図や特定を支援

製造業全般、金融業、重要インフラ事業者、流通小売・商社、ＩＴサービス、
消費財メーカーなど、日本における４年以上のビジネス経験と数十社以上の導入実績

導入実績 （サイファーマ社日本法人の実績）

特定企業向けの
リアルタイムな脅威情報

特定企業向けの
日次サマリーレポート

脅威のストーリー分析

※DeCYFIRはCYFIRMA(サイファーマ)社が提供する脅威インテリジェンス製品です

（デサイファー）
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CYFIRMA（サイファーマ）株式会社がクローズドダークウェブ上のハッカー間の会話など、独自の情報ソースを使ったデータ収集と高度な分析を実施。
お客さまに関するサイバー脅威を可視化、セキュリティ施策の検討やプロアクティブな対策、経営層への報告等、様々な目的に活用できる
脅威情勢評価レポートを提供。

自社を取り巻く脅威情勢を可視化し、プロアクティブな対策・対応や意思決定を支援するサービス

ワンタイム脅威アセスメントサービス

報告書内の内容

n お客さまを取り巻くサイバー脅威情勢（標的とされる背景）
n お客さま業界・企業を標的とするハッカー集団プロファイル（誰が・なぜ）
n お客さま企業に対して、実行中・計画中の攻撃キャンペーン情報

（各キャンペーンの関与が疑われるハッカー、その動機、
議論されているハッキング手法、対象資産、攻撃者インフラの分析結果、
推測される攻撃手法やマルウェアなどの情報）

n 同業界や国で発生しているサイバー攻撃や特に留意すべき脆弱性情報

ワンタイムアセスメントの活用場面
n セキュリティ戦略や施策の策定・立案時、適切な投資を行うために活用
n リスクアセスメント実施と併せ、外的脅威情勢評価の一環として活用
n TLPT（脅威ベースのペネトレーションテスト）の攻撃シナリオ検討における

リアルなTTP（攻撃者が使用する戦術、技術、手順）情報として活用

n 脅威情勢に基づく対策のご提案
明らかになった脅威情勢を元に、今後お客さまが検討すべきセキュリティ戦略・対
策に関するアドバイザリーを提供し、サイバーセキュリティ態勢の強化を支援します

NTTデータ先端技術が提供するサービスだから��

お客さまを取り巻く
サイバー脅威情勢

お客さまを標的としているハッカー集団の概要、動機、TTP
（攻撃者が使用する戦術・技術・手順）、及び推奨対策

実行中・計画中の
攻撃キャンペーン
に関する分析

同業界で行われて
いるサイバー攻撃

脆弱性と
エクスプロイト情報

※DeCYFIRはCYFIRMA(サイファーマ)株式会社が提供する脅威インテリジェンス製品です
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昨今CSIRTのようなセキュリティ組織では、取り扱う脅威情報の種類および情報量が飛躍的に増加しています。
このような飛躍的な増加を背景にして、脅威情報の収集だけではなく、外部から得た脅威情報と、自組織での調査/検知した脅威情報を統合した分析
が求められています。
多種、大量の脅威情報の収集、分析、共有を行う「脅威インテリジェンスプラットフォーム(TIP)」の導入・利用が大規模な組織を中心に進められています。

脅威インテリジェンスプラットフォームを活用し、サイバー脅威情報の効率的な収集と、効果的な活用を実現

脅威インテリジェンスプラットフォーム(TIP)「EclecticIQ Platform」

n 脅威情報収集/脅威情報配信共有の効率化や自動化の可能
n CSIRTなどの組織が行う注意喚起の効率化実現
n 分析を行うアナリストは、攻撃の特性を踏まえた最適な判断が可能
n 情報元やフォーマットが異なる脅威情報を集約して分析が可能
n 脅威情報の関連付けや分析機能により、複数の情報を横串で見た対応が可能

導入効果おもな機能

n 脅威インテリジェンスの収集
構造化されたデータだけでなく非構造化されたデータも収集可能

n アナリストによる分析を支援
ワークフロー等のコラボレーション機能、レポート生成、分析支援

n 脅威インテリジェンスの登録/共有
自組織での検知結果も登録、関連組織への共有
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Threat Huntingサービス

最新の脅威インテリジェンスを元に侵入の痕跡をアナリストが調査・分析

n 最新かつ独自の脅威インテリジェンスを活用
n 当社はCSIRT活動やNTTグループ内の情報連携を通じて、最新の脅威インテリジェンスを蓄積

しています。また、国家主導/金銭目的/ハクティビストなど、様々な形態の攻撃者グループの攻
撃パターンなどを解析し、独自の脅威インテリジェンスも蓄積しています。これらの脅威インテリジェ
ンスを活用することで、様々なタイプの侵入の痕跡を調査・分析することが可能です。

n インシデントレスポンスの対応経験が豊富なアナリストが対応
n 当社は以前よりお客様向けにインシデントレスポンスサービスを提供しており、本サービスではデジ

タル・フォレンジック、マルウェア解析などの知見を有するインシデントレスポンスの対応経験が豊富
なアナリストが調査・分析を行います。

合意した脅威にもとづき、
お客様の環境において取
得いただきたい内容(ログ
等)を依頼します

キックオフ
・当社が蓄積する脅威インテリジェンスを元に、お客様のIT
システム環境内に高度な脅威が侵入した痕跡の有無をア
ナリストが調査・分析します

・脅威の侵入が確認される等、緊急対応が必要なデータが
確認される場合には、即時報告します

調査
調査結果をまとめた報告
書を作成し、最終報告を
行います

※報告書��納品物

報告
お客様環境で調査を行う
脅威について、合意します

受発注

侵入の痕跡の有無を報告

調査・分析当社
アナリスト

お客様の環境に設
置された既存セキュ
リティ対策製品のロ
グなど

当社が蓄積する
最新の脅威インテ
リジェンス

「Threat Huntingサービス」は、当社がセキュリティサービス事業者として保有している最新の脅威インテリジェンスを元に、高度な脅威が侵入した痕跡の有無を
アナリストが調査・分析することで、セキュリティ侵害の早期発見やセキュリティ対策の高度化を支援するサービスです。

攻撃者が既存のセキュリティ対策をくぐり抜け、目立たぬように行っている活動を能動的に調査するこ
とができます。これにより継続的に侵害されることを防ぎ、影響を低減することが可能となります。

ご提供の流れ

NTTデータ先端技術が提供するサービスだから��

導入効果
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n 脅威インテリジェンスリソースを活用した網羅性の高い攻撃シナリオ
n トップレベルのセキュリティエンジニアやホワイトハッカーによる高度な擬似攻撃
n CSIRT支援やセキュリティオペレーションの実績に裏付けされた、堅実な実行

管理

脅威インテリジェンスなどから作成されたシナリオをもとに、ペネトレーションテスターが攻撃者視点でシステムへの侵入を試み、組織の防御・検知状況を含め
た総合的な評価を実施します。TLPTの実施により、セキュリティ対応組織のアセスメント、強化をご支援します。

脅威インテリジェンスをはじめ、高度な擬似攻撃、セキュリティ対応組織の評価までトータルでご支援可能

導入効果
n スコープ内の業務ロジック全体を通して、攻撃者視点による侵害の目的が達

成されうるかを検証可能
n 導入した検知・防御策の、実際の攻撃に対する有効性を検証可能
n SoC・CSIRTに、実際の攻撃に対応する経験を積ませることが可能

金融を中心に主要インフラ、自動車業界など、
さまざまな業種／業態で導入実績。

導入実績

n 攻撃シナリオ作成支援メニュー
お客さま固有の脅威を分析し、攻撃シナリオの作成を支援します。

n レッドチーム実施支援メニュー
擬似攻撃の詳細計画を作成し、擬似攻撃を実施します。

n ホワイトチーム実施支援メニュー
TLPT実施によるリスク管理、お客さま環境のリスク分析/リスク評価を支援しま
す。また、レジリエンス評価、および総合評価の実施を支援します。

NTTデータ先端技術が提供するサービスだから��

脅威ベースペネトレーションテスト「TLPT」

サービスメニュー
＜擬似攻撃のイメージ＞

「システム」だけでなく
「組織」も評価

自社NW

クラウド

重要情報を保有するサーバ

フィッシングメール

権限昇格

機密情報
取得

不正アクセス

マルウェア送り込み
遠隔操作

情報持ち出し
ホワイトハッカー
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MDR（Managed Detection and Response）サービス

お客さま

・発生状況の確認
・被害拡大防止のためのアドバイス
・今後の対応方針策定の支援

管理者さま

当社セキュリティ監視センター

外部からの脅威→ ←内部からの脅威

次世代FW/IDS/IPS EDR

分析

Cyber
Threat Intelligence

緊急アラート

月次レポート

VPN

マルウェア感染 標的型攻撃 脆弱性攻撃
未知の攻撃
DDoS攻撃

調査行為など マルウェア
拡散

C&Cサーバー通信 不正サイトへ
のアクセス

オンサイト初動対応

・本格調査
・対策計画策定
・対策実施、回復、再発防止
など

本格対応

監視員

アナリスト

IRチーム 緊急連絡/対応

お客さまネットワークを24時間365日監視し、素早い脅威の検知と除去、回復・再発防止を支援
お客さまネットワークに侵入した外部や内部からの脅威を24時間365日セキュリティ監視を行う当社セキュリティ監視センターにて、いち早く検知し、素早く
対応をとるためのマネージドサービスです。自社にインデントレスポンスの専門家がいなくても、お客さまネットワーク内に存在する脅威の検知と除去、システム
の回復・再発防止を行うことができます。
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ＮＴＴデータ先端技術株式会社
セキュリティ事業本部 事業推進部 営業担当

〒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 : 03-5859-5422 FAX : 5859-5429
E-mail : sec-info@intellilink.co.jp
URL: http://www.intellilink.co.jp/

お問い合わせ先

各セキュリティサービス・ソリューションの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

• 本資料は当社のサービス内容理解の用途にのみご使用ください
• 本資料には当社の秘密情報が含まれておりますので、本資料のお客様以外の第三者への開示はお控え願います
• 記載されている商品名、会社名等の固有名詞は各社の登録商標です
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あなたとともに、変わる世界をかえていく

Be a forerunner,create more wonderful world"s"

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。

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。

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。



NTTデータ先端技術 会社概要

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

事 業 所
所 在 地

佃オフィス��
〒104-0051 東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエア

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

本 社
所 在 地

〒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

設 立 1999年 8月 3日

資 本 金 1億円（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100％出資）

連 結
売 上 高

571億円
（2019年度）

連 結
社 員 数

1,361名
（2020年4月1日現在）

主 な
お取引先

NTTデータグループ、
NTTグループ

TOKYO

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／都営地下鉄大江戸線
「月島駅」7番出口、8番出口 徒歩6分

佃オフィス
〒104-0051 東京都中央区佃 1-11-8 
ピアウエストスクエア

交通アクセス

東京メトロ有楽町線／都営地下鉄大江戸線
「月島駅」6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。

〒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

関西オフィス

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 $ﾒ2020 NTT DATA INTELLILINK Corporation

事業内容 l 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

l 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

l 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

l 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

l 建築物の設計・工事監理

l 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

l 労働者派遣事業

l 古物売買業

l その他前各号に付帯する一切の業務

各 種
許 認 可

l 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)＊

l 一般建設業許可(消防施設工事業)＊

l プライバシーマーク(第21000225号)

l 情報セキュリティマネジメントシステム ISO 27001(IC15J0400)

l 環境マネジメントシステム ISO 14001(EC99J1048-22)

l 品質マネジメントシステム＊ ISO 9001��2015(JSAQ 2685) 
＊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

沿 革 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22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
に

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

子 会 社 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

関 連
施 設

INTELLILINK ShowRoom

INTELLILINK AI Lab Oracle Engineered Systems Lab
〒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1階

INTELLILINK Training Academy（研修施設）
〒104-0051 東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエア3階

KANSAI
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あなたとともに、変わる世界をかえていく―
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