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NSD Philosophy

お客様とともに人と社会に役立つITソリューションを実現し、
未来にわたって必要とされるビジネスパートナーへ。
私たちNSDは、1969年の創業から現在まで、半世紀にわたり国内有数のシ
ステムインテグレーターとして、さまざまな業種・業態のお客様にソフトウエア
開発やITインフラの構築、ソフトウエアプロダクトなどのITソリューションを提
供してまいりました。独立系の強みを活かした最適な提案と、実践で磨いた
品質管理力やプロジェクトマネジメント力を発揮することにより、お客様のビ
ジネスでの成功をご支援し、社会に貢献するよう努めてまいりました。
こうした取り組みの結果、NSDはこれまで数千社に及ぶお取引をいただき、

人 に 、み ら い を
人 と 、み ら い へ

多くのお客様より永年にわたりご信頼をいただいております。
しかしながら、近年、AIやIoTをはじめとする新技術の進展により、ITの活用
範囲は大きく広がり、お客様のニーズは急速に多様化・高度化しています。
「人とITの未来」を見据え、自ら進んで改革に取り組まなければ、このようなお
客様のニーズに応えることはできません。
そこで私たちは、こうした危機感を将来の飛躍につなげていけるよう、NSD
が大切にしなければならないDNAは何か、変革しなければならない課題は何
か、熟考を重ねてまいりました。
そして改めて、社会を支えるITインフラには、お客様をはじめとした多くの
人々の夢や想いが込められていること、そして優れたシステムには人々の夢や
想いを実現したいという、エンジニアの強い意志が込められていることを思い、
「人を大切にする経営」への確信を強くもちました。またその一方で、NSDの
強みである幅広い業種・業態・業務への知見を一層深化させながら、次代に
向けた新しいビジネスのあり方を考え、挑戦していかねばならないと考えて
おります。
NSDの良きDNAを受け継ぎながら、これからもお客様とともに人と社会に
役立つITソリューションを実現し、自らの変革を通じてお客様の期待と信頼に
お応えしていく「ビジネスパートナー」として、努力を続けてまいります。

代表取締役社長

ロゴマークについて
NSDは「人」を最大の財産と考え、お客様から信頼され愛される人創りをめざしています。
ロゴマークは、躍動する「人」をモチーフとして、社名「NSD」の「N」を表現しています。若葉
の色をイメージしたグラデーショングリーンは「成長・発展」を表し、オレンジの球体は、
常に新しいものへ挑戦する「熱意」を表現しています。
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NSD Overview

3つのサービスラインでお客様の経営課題にアプローチ。
お客様に最適なIT環境とビジネス競争力の強化を
総合力で支援しています。

3,000名規模の技術者集団
社員の90％以上をSEが占めるNSD。
システ
ムや業務の個別コンサルティングから、数
百名規模のミッションクリティカルな大規
模開発まで、案件特性に応じた体制を自在
かつ柔軟に構築します。

お客様を理解する力
独立系システムインテグレーターとして、
創業以来、半世紀にわたって多種多様な業

プロジェクト管理

種・業態のお客様の“ビジネスの根幹”を支え
るシステムを開発。
お客様のビジネスを理解
する力がNSDの提案力を支えています。

サービスライン

金融

銀行 ● 信託 ● 証券
クレジットカード
● 生命保険
● 損害保険
●
●

工程管理力

報道

●

ポイント ①

大規模かつミッションクリティカルな金融

サービス
●

「ソフトウエア開発」事業

お客様に最適な
ITシステムの実現

系システム、社会インフラ系システムをは

情報サービス

じめ、多彩なお客様の“ビジネスの根幹”

製造

を支えるシステム構築・ソフトウエア開発

自動車 ● エレクトロニクス
製薬 ● 機械 ● 食品
● 化学
●
●

お客様の
経営理念・ビジョン

システム企画・提案

お客様の経営課題

対話・調査・検証
課題の見える化

設計・開発

を手掛けています。

「ITインフラ」事業
長年の実績に基づいたシステム設計と構

導入

築、高品質な保守運用まで包括的に支援

ポイント ②

動員力

SOLUTION

お客様のお客様まで
利便性・安全性の向上

し、お客様に最適なインフラ環境を提供し

商業
●

商社

●

建設
●
●

建設
住宅

●
●

運輸
●

鉄道

通信

公共

不動産
ビル管理

●

航空

●

モバイル

通信
●

行政機関
● 公共施設
●

運用管理

小売

●

「ソフトウエアプロダクト」事業
汎用性の高いソフトウエアから業務特化

陸運

品質管理力

型のパッケージまで、多様な自社開発商
品と国内外の優れたプロダクトをトータル

ポイント ③

お客様の
競争力強化を支える
ビジネスモデル開発

ソリューションとして提供しています。

自治体
● 電力
・ガス
●

豊富な実績と知見

先端技術への対応力

プロジェクトマネジメント力

10,000システム以上の開発案件で蓄積し

お客様の競争力強化や生産性向上へのニーズの

品質、工程、セキュリティ、体制づくりなど、

てきた豊富な実績と、国内外の優れた技術

実現に向け、AI・IoTやRPAなどの先端技術を積極

プロジェクトを成功に導くために必要な

を積極的に活用する知見に基づく“提案

的に活用しています。
また、NSD先端技術研究所

さまざまな観点から、最新の手法・ツール・

力”が日本を代表する企業から高く評価さ

では、お客様と協働で先端技術を駆使した新た

方法論を導入。お客様の満足度向上を図っ

なソリューションの開発に取り組んでいます。

ています。

れています。
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ています。
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サービスライン①

サービスライン②

「ソフトウエア開発」事業

「ITインフラ」
事業

お客様のビジョンや経営戦略を共有しながら
“ビジネスの根幹”を支えるソフトウエアを開発しています。
豊富な「実績と知見」に基づく提案力

主なシステム開発例

NSDは1969年の創業以来、幅広い産業界のお客様に対して、日々のビジネスを支える基
幹業務システムを中心に、お客様固有のビジョンや経営戦略、経営課題に対応するソフト
ウエア開発に携わってきました。加えて、国内外の優れた技術を積極的に活用してきた知
見に基づく“提案力”により、多くのお客様より永年にわたり信頼をいただいています。

金融
● 銀行

勘定系システム
（預金・為替・融資等）
● 信託銀行 年金管理システム
● 証券 オンライントレードシステム
● 保険 契約管理システム

「業務ノウハウ」
を活かした設計・開発
NSDのソフトウエア開発における最大の強みは、多様な業種・業態のお客様の業務現場
で学び、蓄積してきた豊富な業務ノウハウです。NSDは、
これらの業種・業態・業務に関す
る膨大な専門知識をベースに、お客様との緊密な対話を通じて解決すべき課題やあるべ
き姿をお客様と共有しながらプロジェクトを推進します。お客様の業務に最適なシステム
を、確かな品質でお届けしています。

独立系ならではの柔軟性と独創的な提案により、
クラウドをはじめ、
お客様に最適なインフラ環境を提供しています。
お客様に
「寄り添う」企画・調達
現状の課題・問題点をお客様とともに考え、業種・業態の特性を活かし、新しい発想のもと
最善の基盤構成をご提案しています。今やプラットホーム検討時に有力な選択肢となっ

● 選挙報道システム

バー攻撃に対するセキュリティ対策も企画コンサルティングしています。

企画・調達
● コンサルティングサービス

NSDは、
クラウド技術を中心に、各種メーカーのサーバ、
ストレージ、ネットワーク機器、最
新のＯＳ、
ミドルウェアまで幅広い製品やサービスの設計・構築技術を有しています。高

● 製品需給管理システム

い品質を確保しつつ、コストやリソースの課題も解決し、効率の良い構成で、ビジネスの

● 受発注管理システム

土台となるインフラ環境を構築しています。データマネジメント領域においても新サービ

● 設計管理システム

お 客 様 のシステムライフサイクルに
応じて、企画から運用・保守までをワン
ストップでサポートしています。

たクラウド基盤において、パブリックからプライベートまで幅広く提案し、増長するサイ

「プロフェッショナル」な設計・構築・導入
産業

主な提供メニュー

スを提供するなど、新たな展開も開始しています。

● ITインフラサービス営業支援
（セールスエンジニア）

設計・構築・導入
● クラウド設計・構築支援
● プラットフォーム設計・構築支援
● ネットワーク設計・構築支援
● ストレージ設計・構築支援
● 仮想化基盤設計・構築支援
● セキュリティ基盤設計・構築支援

先端技術を応用したソリューションの創造
お客様の競争力強化のための戦略的IT投資を共に成功させていくため、NSDはソフトウ
エア開発においてAIやIoTを活用するなど、先端技術を積極的に取り入れています。
また、
RPAと業務知識を融合した開発により、お客様の業務効率化・生産性向上へのニーズにも
お応えしています。

社会インフラ
● 運航計画管理システム
● 座席予約管理システム
● 通話料金管理システム
● 電気料金管理システム

「高品質」だから永く任せられる運用
NSDには、会社設立当初から半世紀にわたって、お客様のシステム運用を担ってきた実績

運用・保守

があります。時代とともに進むシステム変革の中で、常に新技術に対応しながら効率化・

● システム運用管理・保守サービス

標準化を意識した運用改善をお客様に提案しています。24時間・365日で運用オペレー

● システムオペレーションサービス

ション、システムサポートに対応し、データセンター運用の受託、ヘルプデスクによる顧客
支援など、お客様のアウトソーシングニーズに応えています。
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● アプリケーション開発支援

● ライフサイクルマネジメントサービス
● ヘルプデスクサービス
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サービスライン③

先端技術への取り組み

「ソフトウエアプロダクト」事業

「ビジネスソリューション」
の観点から、
国内外の優れたソフトウエアを提供しています。
汎用ソフトウエアから
業務特化型のプロダクトまで

ソフトウエア開発を含めた
幅広いソリューションを提案

NSDは、
ソフトウエア開発で培った技術開発力をベースに、
「ビジ

お客様の満足度をより高めていくために、
ソフトウエア開発から

ネスソリューション」
という観点から、
ソフトウエアプロダクトを独

システム運用に至るまで幅広いソリューションを提案するよう努

自に開発し、提供しています。セキュリティソフトのような汎用性

めています。
システム構築においても、
ソフトウエア開発のみなら

の高いソフトウエアから、特定の業界に特化した業務パッケージ

ず、お客様の課題に応じたパッケージ導入を提案することでコス

まで、幅広いソリューションを取り揃えています。

トパフォーマンスの向上につなげています。

業務効率化

セキュリティ

イートランスポーター

パスワード付きZipファイル運
用から脱却しファイルを安全・
安心に送受信

コピロボ

今お使いのExcelフォーマットの
まま、かんたんな操作で、集計
業務を自動化

物流ソリューション

ヒューマンリソース
採 用 、人 材 管 理 等 、人 事 の
トータルソリューション（※1）

マイメリット

ジョブスイート

オルディア

NSD先端ラボ

人材派遣ビジネス業務に関
わる全てを一元的にサポート

営業倉庫業務を充実した機能
と他システム連携で強力にサ
ポート（※1）

株主優待サービス

（※1）

「人とITの未来」
を見据え、
積極的に先端技術の活用に取り組んでいます。
お客様のニーズにお応えするための
取り組み体制

基礎技術 × マーケティングで
市場に適合する次世代プロダクト開発

急激なデジタル化の流れにより、先端技術の利用に対するお客

NSDでは、
これまで研究を重ねてきた自然言語解析、画像解析、

様のニーズは多様化・高度化しています。

音声解析などの基礎技術と、入念なマーケティングリサーチに基

NSDでは、先端技術事業部や株式会社NSD先端技術研究所を設

づいて、マーケットにフィットする次世代プロダクトの企画・開発

置し、お客様と協働で先端技術を活用したソリューションを開発

に取り組んでいます。

することを通じて、お客様のニーズにお応えするとともに社会の

株 主 優 待 業 務 の フ ル アウト
ソーシングサービス（※2）
グッぴー

課題解決に取り組んでいます。

先端技術を活用したソリューション

ヘルスケア
スマートフォンアプリを利用し
た遠隔健康支援サービス

トラッキングナビ

自律航法を用いて屋内で活動する
作業者の位置情報を見える化
人員・部材の最適配置により物流・
モノづくりの現場を効率化

アイコトバ

顔認識で来訪者を特定し、自動で担
当者まで通知する無人受付システム
受付業務の効率化、感染症対策に！

顔認証
話者
識別

音声解析

カレナ

グルケット

血糖への理解と行動変容を促
す血 糖トレンド見える化 サー
ビス

手指消毒ナビ

AIによる画像解析で、正しい手指消
毒をサポート
感染症対策には厚生労働省が推奨
する６ステップで！

画像解析
自然言語
解析

物体
検知

※1 株式会社ステラスで提供しています ※2 株式会社シェアホルダーズ・リレーションサービスで提供しています
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海外拠点と一体となって、
グローバルな事業展開を図るお客様を支えていきます。
NSDは、日本を代表するグローバル企業に対して長年ITを提供して
きた業務ノウハウやシステム構築力、きめ細やかなサービスを武器
に、米国、中国の海外拠点と一体となって、幅広いお客様のグローバ
ル展開に積極的に対応しています。

NSD International, Inc.

北京仁本新動科技有限公司

現在、米国では、現地の日系企業向けにシステムインテグレーション
事業を、中国・成都では、
オフショアによるシステム開発事業を、
また、

成都仁本新動科技有限公司

北京では中国国内向けにスマートフォンを活用した遠隔医療サービ
ス事業を展開しています。
ソリューションや
自社製品の
海外販売

技術・製品・
サービスの
調査・発掘

グローバル人材の
育成

お客様から期待され、
社会から信頼される企業であり続けるために。
品質管理

働きやすい環境づくり

NSDではお客様に満足いただける品質を提供するため、品質マネ

NSDでは経営の基本方針において「社員が最大の財産である」と

ジメントや標準プロセス・各種研修を担当する専門部署を設置して

宣言し、社員一人ひとりの心と体の健康の維持に努めています。仕

います。

事とプライベートのバランスをとりながらいきいきと働くことによ

品質ガイドラインにもとづいた品質マネジメントにより、システム開

り、結果として仕事の生産性が向上する、そのような好循環をつく

発における各工程での品質を確保しています。また、一定規模以上

るため、働き方のさらなる改善に注力しています。

のプロジェクトには、品質部署メンバーが専任担当として加わり、さ

出産・育児制度 ※1 や社員の健康増進への取り組み、時差出勤や時

らなる品質保証に努めています。加えて、標準プロセス展開による

間単位年休の導入など、性別や年齢に関係なく社員が能力を充分

「プロセス改善」、各種研修実施による
「人材育成」への取り組みを通

人の想いがかなう みらいを
I Tで支えたい

に発揮し活躍できる、働きやすく働き甲斐のある会社づくりに努め
ています。※2

じて、品質の向上を図っています。

品質
マネジメント
プロセス
改善

人材育成

※1 厚生労働省により、子育て支援などに積極
的に取り組む企業として認定され「くるみ
ん」マークを取得しました。2008年に認定
されて以降、継続して認定を受けています。

※2 経済産業省が日本健康会議と共同で優良
な健康経営を行う企業などを認定する「健
康経営優良法人2022（大規模法人部門）」
に認定されました。

コンプライアンス・情報セキュリティ

人材育成
ソフトウエアの開発力向上は、人材の能力開発なくしてあり得ませ

システムインテグレーターとして、安全性・信頼性・効率性の高いシ

ん。多様な人材を真のプロフェッショナルに育成することは、NSDが

ステムを提供することは最も重要な責任です。NSDでは個人情報保

最も重視する課題の一つです。
これを実践していくため、NSDでは自

護方針、情報セキュリティ基本方針を定め、毎年、専門研修を行うほ

律的考動をテーマに、ヒューマンスキルを磨く年次別・階層別の研修

か、社員一人ひとりが正しい行動をとれるようコンプライアンス研修

体系を整備するほか、システム構築に必要な技術スキルやPMスキ

を実施することを通じ、周知徹底を図っています。

ルの向上をめざす研修を充実
させています。
これらにOJTを
組み合わせ、個々の現場に応
じたスキルの実践と業務知識・
ノウハウの修得を促すことで、
一人ひとりの個性に応じた成
長を後押ししています。
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堅確な情報セキュリティ体制の証として、
プライバシーマークの認証を取得しています。
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