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明日の社会に新たな価値を提供する
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▲
     東京都港区西新橋二丁目に会社設立

▲
     労働省（現：厚生労働省）より特定労働者派遣事業の許認可取得

▲
     社団法人日本証券業協会に登録

▲
     東京証券取引所市場第二部に上場

▲
     東京証券取引所市場第一部に上場

▲
     福岡県福岡市博多区に「株式会社九州データ通信システム」

　（現：株式会社九州DTS）を設立

▲
     データリンクス株式会社の株式を取得し子会社化

▲
     日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの付与認定

▲
     東京証券取引所市場第一部の貸借銘柄となる

▲
     「株式会社データ通信システム」から株式会社DTSに社名変更

▲
     日本SE株式会社の株式を取得し子会社化

▲
     株式会社総合システムサービスの株式を取得し完全子会社化

▲
     教育会社株式会社MIRUCAを設立

▲
     逓天斯（上海）軟件技術有限公司を設立

▲
     デジタルテクノロジー株式会社を設立

▲
     特例子会社株式会社DTSパレットを設立

▲
     DTS America Corporationを設立

▲
     株式会社DTS WESTを設立

▲
     アートシステム株式会社の株式を取得し完全子会社化

▲
     横河ディジタルコンピュータ株式会社の株式を取得し子会社化

▲
     DTS SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.を設立

▲
     株式会社DTS WESTと株式会社総合システムサービスを合併

　（社名は株式会社DTS WEST）

▲
     組込み関連事業の一部をアートシステム株式会社へ承継

▲
     インドのNelito Systems Limitedと資本提携

▲
     横河ディジタルコンピュータ株式会社と

　
     アートシステム株式会社を合併し、株式会社DTSインサイトを設立

▲
     データリンクス株式会社を株式交換により完全子会社化

▲
     東京都中央区八丁堀二丁目に本社を移転

▲
     データリンクス株式会社を株式会社DTSへ吸収合併

▲
     逓天斯（上海）軟件技術有限公司が

　
     大連思派電子有限公司との増資契約を締結

▲
     Nelito Systems Limitedの株式を追加取得し子会社化

▲    
  経済産業省より健康経営優良法人2020認定を取得

▲    
  健康企業宣言東京推進協議会より健康優良企業認定（金の認定）を取得

▲    
  アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社の株式を取得し完全子会社化

本　　  　　　社

門前仲町開発センタ

新川開 発センタ

西新宿開発センタ

関 西 開 発センタ

日 暮 里 オフィス

東京都中央区八丁堀2-23-1 エンパイヤビル（受付8階）

東京都江東区福住2-5-4 IXINAL門前仲町2階

東京都中央区新川1-28-44 新川K・Tビル3階

東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル25階

大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング22階

東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル5階

TEL 03-3948-5488（代表）    https://www.dts.co.jp/　

［沿革］ ［所在地］

［アクセス］
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２番

東京メトロ日比谷線
／東西線茅場町駅

亀島川

東京メトロ日比谷線 
      八丁堀駅

都営浅草線
日本橋駅

東京メトロ銀座線
京橋駅

東京メトロ銀座線
／東西線日本橋駅

八重洲地下街

JR京葉線
八丁堀駅

24番
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J R 東　京　駅

至有楽町 JR線 至神田

都営浅草線
宝町駅

Ａ８ 三菱UFJ銀行

エンパイヤビル

［本社までの交通のご案内］
東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 A5出口より徒歩1分
JR京葉線「八丁堀」駅 B1出口より徒歩3分
東京メトロ東西線「茅場町」駅 2番出口より徒歩4分
都営浅草線「宝町」駅 A8出口より徒歩8分
JR線「東京」駅 八重洲中央口より徒歩12分

「八重洲地下街」24番出口より徒歩8分



DTS Group PROFILE DTS Group PROFILE

DTSグループ
ビジョン

VISION

私たちDTSグループは、

お客様価値のあくなき向上に努め、グループ社員一人ひとりが創造的で、自立した人間を目指します

常にお客様の視点に立ち、様々な課題を解決し、自ら考え、自ら行動する企業集団を目指します

独自の技術を活かし、新たな価値を創造します

人と環境を大切にし、明日の社会づくりに貢献します

DTSグループはESGへの取り組みを通して

持続可能な社会の実現に向けた新たな価値を生み出します。

「常に新しいコアビジネスを追求し、技術と知恵を駆使してビジネスプロセスの
トータルソリューションを提案・実現する高付加価値企業を目指す」ことを意味しています。

次の技術、次の人財、次の価値…
次は私たちが創っていく

MADE BY DTSグループ

明日のソリューションをお届けするDTSグループ
Delivering Tomorrow's Solutions

明日の社会に新たな価値を提供する

中期経営計画（2019年4月〜2022年3月）  ビジョン

CORPORATE  MESSAGE

私たちDTSグループは1972年の創業以来、金融や通信をはじめ、公共、法人分野など幅広い業種・

業態のお客様へITサービスを提供してまいりました。

コンサルティングから設計、開発、運用、基盤構築などの情報システムの構築に加え、ビジネス

ソリューションの提供やビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）などを通じて、お客様に付加価値を

継続的に提供し続けることを目指しております。

業界トップクラスの業務知識と品質をベースとした、金融機関の基幹システムの大型プロジェクトへの

参画、小売業の各種管理システム・ECサイトなどのソリューション提供、自動車の自動運転技術に関わる

組込みシステムなどの、様々な分野での開発実績によりお客様の信頼をいただいております。

近年、デジタル・トランスフォーメーション（DX）と呼ばれる最新のデジタル

技術を駆使した企業の変革が急速に進んでおり、DTSグループは、長年培って

きた業務知識・プロジェクトマネジメント力に加え、DX 関連の最先端の

テクノロジーを駆使し、引き続きお客様の業務革新を支援いたします。

2017年、創立45周年を機に新たに掲げた「DTSグループ WAY」のもと、

グループ一丸となり価値創造型企業への変革を進めています。また、

2019年度から始まった中期経営計画では、持続可能な社会の実現

に貢献する企業グループへ進化することを基本方針に掲げ、売上高

1000億円企業を目指し邁進してまいります。

今後とも、お客様のビジネスパートナーとしてDTSグループに

一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

［社長ご挨拶］

MESSAGE

株式会社ＤＴＳ  代表取締役社長

北村 友朗
Tomoaki Kitamura
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●   ビジネスのデジタル化
●   新テクノロジーの普及
●   コスト削減から価値
　創出への転換

ビジネス環境の変化
●   サービス化
●   オープン化（共創）
●   ソーシャル化（シェアリング）
●   スマート化（多様性）

ＤＸへの適応

●   SoEの拡大・推進
　（SoRとの連携・融合）
●   CAMBRICの活用
●   お客様への積極的な提案
　（新たな価値創造）

提供価値の向上
SYSTEM

INTEGRATOR

SIer

SOLUTION / SERVICE
INTEGRATOR

SIer

トータルソリューションの提供
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C
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S ■    DTSグループビジョン／中期経営計画／コーポレートメッセージ P2
■    社長ご挨拶 P3
■    新たなSIerへの進化 P4
■    金　融

金融業界における 40年以上の実績とノウハウ、大規模案件・海外展開まで支援

銀行 信託 証券 クレジット 金融系基盤構築 仮想通貨

P6

■    社　会
社会公共分野のシステム開発・保守における豊富な実績と業務ノウハウ

生命保険 損害保険 医療福祉 年金 共済 官公庁・自治体 通信キャリア

P8

■    法人ソリューション
様々な業界・業種へ最適なシステム・最新の技術を、ワンストップで提案

小売・流通業 製造業 航空運輸業 ITコンサルティング ERP・パッケージ 基幹業務 業界・業種別

ハウジング ビッグデータ 新規領域

P10

■    運用・BPO
煩雑なシステム運用業務からお客様を解放、効率的・最適な運用の実現へ

システム運用 システム運用設計 BPO クラウド カードセキュリティ

P14

■    ITインフラ
お客様のIT戦略の課題を、最新技術や業務ノウハウで解決

インテグレーション プロダクト

P17

■    組込みシステム
組込みシステム開発を主軸に、車載・医療分野のDX化を支援

車載機器 組込み機器 医療機器 デジタル放送監視機器

P18

■    各種パッケージ・ソリューション
ビッグデータ・人事・ハウジングなどのパッケージソリューションを提供

ビッグデータ 人事 ハウジング AI

P20

■    DTSグループ（国内ネットワーク） P22
■    DTSグループ（グローバルネットワーク） P24
■    SDGsを活用したESG経営 P26
■    沿革／所在地／アクセス P28

DTSグループはデジタル・トランスフォーメーションに適応し、

システムインテグレーターから

ソリューション／サービスインテグレーターに進化し、

社会やお客様の課題に応じたトータルソリューションを

提供していきます。

新たなSIerへの進化

DTSグループでは、製品やサービスの品質を担保して透明化
するために、CMMI®をベースとした独自のプロセス構築を行い、
標準プロセス「PMS（プロジェクトマネジメントストラテジー）」と
して整備し、システム開発に従事する組織全体で「JIS Q9001

（ISO 9001）」の認証を取得しています。
さらにSI力強化、生産性向上に向けて、アジャイルなどの開発

手法や、自動化ツールへの対応を行いました。今後も継続して、
PMSの機能改善に取り組みます。
また、システム運用では、ITの利活用サービスをPDCAサイクル
に基づいて管理し、組織的にITサービスの品質を確保・改善する
ITSMS（ITサービスマネジメントシステム）に準拠した高品質な
運用の下、ワンストップでのサービスを提供しています。

（CMMI®はカーネギーメロン大学の米国における登録商標です）

高度な品質要求に応える開発・運用標準

04 05



金　融
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創業以来、銀行、信託銀行、証券など金融ビジネス全般のシステム開発・保守に40余年の実績を有するとともに、大規模
システム統合やシステム再構築などに対応する専門技術者が多数在籍し、業界随一の業務ノウハウを蓄積。お客様から
も高い評価をいただいてきました。豊富な実績に基づくソリューション開発はもとより、メガバンク統合のような大規模案
件や、お客様の海外事業展開におけるIT導入支援にも十分に応えられる動員能力があります。
さらに、高いセキュリティの保持が可能な国内大型プロジェクト向け金融専門開発センターも保有。これらのリソースを
最大限活用し、お客様に最適なソリューションを提供します。

■ 国内メガバンクを主とした勘定系、情報系、外部接続、市場系などの
システム開発・保守を長年手掛けています。

■ 最新のバンキング機能を構築する上で必要な業務ノウハウ、様々な
最新技術を提供しています。

■ 証券会社のマーケットビジネスを支援するために高品質、高性能な
システムの開発と保守を実施しています。

■ 独自の「インターネット残高照会サービス」を用意し、迅速なサービス
提供を支援します。

NTTデータグループ、東海東京フィナンシャル・グループ、日本アイ・ビー・エム、日本電気グループ、年金積立金管理運用独立行政法人、
農林中央金庫グループ、野村グループ、野村総合研究所、日立グループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友トラスト・グループ、
三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ　（五十音順）

■ 国内大手信託銀行の銀行業務、信託業務、併営業務など主要業務
全般のシステム開発・保守に長年携わっています。

■ 専門性の高い年金、証券、証券代行、債権流動化に関する業務に 
ついては、専門SEを数多く有しており、課題解決を支援しています。

■ 会員管理、与信審査、売上・請求、加盟店管理、ポイント管理など、
総合的なクレジット基幹システムの構築を支援します。

■ 汎用機からオープン環境への移行、パッケージシステムへの移行、
ブランド統合による複数システムの片寄せなどの支援も可能です。

主な開発実績

・メガバンクのシステム統合
・メガバンクのシステム更改（勘定系、情報系システム構築）
・メガバンクのグローバル債券システム開発

主な開発実績

・証券会社の基幹システム更改・周辺システム包括保守
・証券会社のインターネット残高照会サービス

主な開発実績

・信託銀行のシステム統合　・信託銀行の電子債権システム更改
・資産運用会社のシステム更改

主な開発実績

・カード会社の基幹システム更改
・カード会社のポイント管理システム構築

DTSの最大の強み、銀行勘定系のシステム開発 

マーケットビジネスの成功を支援するソリューション提供

金融機関向けマネー・ローンダリング対策ソリューション

機能

専門SEによる業務ノウハウの集積

総合的なクレジット基幹システムの構築を支援

金融業界における40年以上の実績とノウハウ、大規模案件・海外展開まで支援

銀　行

信　託 証　券

金融系基盤構築サービスクレジット

主要
取引先

「AMLion（アムリオン）」は、国内外の最新のガイドラインに対応した、マネー・ローンダリング
対策ソリューションです。
AIを活用したネットニュースからの反社会情報の収集や、旧字や異体字といった漢字の
特殊性に対応した曖昧検索（ファジーマッチング）など、海外製品にはない独自の機能を
持っています。

（AMLionは株式会社DTSの登録商標です）　

AML調査およびコンプライアンス遵守に役立つ、暗号資産ブロックチェーン上には存在しない実
用的な属性情報（アドレスやトランザクションのオーナー）や、それらの情報に基づいたリスク値な
どの分析情報を提供する「CipherTrace」。 ダークウェブ、世界中の交換所、ミキサー、ギャンブル
サービス、既知の犯罪アドレスなどに関するオープンソースとクローズドソースのインテリジェンス

（情報収集）を統合し、機械学習、統計分析、クラスタリング手法などを活用して大量の情報を迅
速に実用的な形で提供します。

■疑わしいアドレスとウォレットを関連付けることによりリスクレベルを計算します。
■ 数百もの国際取引、ATM、ミキサー、マネー･ローンダリングシステム、ギャンブルサービス、

既知犯罪者アドレスをプロファイルし、取引評価とリスク査定を実施します。
（DTSはCipherTrace社の販売代理店です）　

顧客デューディリジェンス　
CDD（Customer Due Diligence）

各金融機関が定義した評価軸「顧客の属性（職業、業種、資産
状況など）」により顧客のリスク値を算出し、新規口座開設時だ
けでなく、既存顧客に対して継続的にリスク値を更新します。

メガバンク向けシステム構築の一部にアプリケーション自動
生成ツール「GeneXus 」を適用しています。開発期間と開
発・保守コストの圧縮に貢献するとともに、高品質のサービ
スを提供し、高い評価をいただいています。　　

（DTSはGeneXusパートナーです）

信託銀行、生命保険へのRPAの導入を支援し、UiPath
などの製品を導入します。お客様の事業形態に合わせた
提案を行い、業務効率化・働き方改革の推進に貢献します。

（DTSはUiPathの開発パートナーです）

ウォッチリストフィルタリング　
WLS-R（Watch List Screening Real time）

SWIFTの送受信電文をリアルタイムでチェックし、メッセージ
タイプごとに送受信電文をフィルタリング、疑わしいメッセージ
をブロックします。メッセージタイプごとにチェックするフィール
ドを設定し、効率的なフィルタリングを実現します。

ウォッチリストスクリーニング　
WLS（Watch List Screening）

警察庁や財務省などのウォッチリストやAIが抽出したネガティブ
ニュースと顧客情報を突合し、顧客のリスク値を算出します。 旧
漢字を含むファジーマッチング、各国当局が発行している反社会
情報に加えDow Jones、World-Checkなどの取り込みが可能です。

取引モニタリング　
TMS（Transaction Monitoring Service）

過去取引や各金融機関が定義したルールと突合し、疑わしい
取引を検知しアラートを生成します。ルールは取引頻度（期間、
回数）、 取引金額（平均、合計、最大、最小）などで柔軟な設
定が可能です。

DXソリューション

トピックス

■ 業務系などの大規模基幹システムから小規模なサブシステム･グループ
ウェアまで、システム基盤の設計・構築・保守を一元的に提供します。

■ マルチベンダーでネットワーク、サーバ－、セキュリティ機器を選定し、
お客様に最適な組み合わせを実現します。

● AI （画像認識・自然言語処理）やRPA（定型作業を自動化で
きるソフト）などのFinTech関連の技術を融合させ、業界随一
の金融業界のノウハウとサービスを提供します。

● 新技術の金融ビジネスへの活用研究などに取り組み、海外の 
ソリューションも含めたサービス提供を推進しています。

主な開発実績

・メガバンクのシステム基盤構築
・証券会社のイントラネット構築

システム基盤の設計から、構築までを一元的に提供

金融業界のノウハウとAI、RPAなどの先端技術の融合

●自動生成ツールの導入事例

●RPAの導入事例

仮想通貨対応ソリューション

金融向け
ソリューション 銀行 信託 証券 クレジット 金融系基盤構築 仮想通貨
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社　会

保険、年金、共済、官公庁・自治体、医療福祉、通信と豊富な実績を通じて培ってきた専門知識と技術力を提供しており、
少子高齢化や成熟化に象徴される社会情勢の変化や法制度の改正に迅速に対応します。
また、デジタル・トランスフォーメーションに対応した最適なサービスを提供します。クラウド・AI・アジャイル・マイクロ
サービス・高速開発などの新技術に対応できる人材を有しており、様々なプロジェクトに参画します。

■�生命保険会社の業務を長年支援しており、生保システム全般にわた
る高度なスキルとノウハウを有しています。
■�コンサルティングから開発・保守まで一貫した統合サービス、ホスト系から
オープン系・Web系までの幅広い技術力で、多様なニーズに対応します。

■��保険医療機関からの診療報酬の審査支払や、各保険者が行う事務
処理を電算化した共同電算、広域連合が行う後期高齢者医療など
のシステム開発、保守・運用に豊富な経験と専門スキルを有してい
ます。介護保険などの保健医療福祉サービスにも精通しています。

伊藤忠グループ、NTTコミュニケーションズグループ、NTTコムウェアグループ、NTTデータグループ、NTTドコモグループ、
ソフトバンクグループ、第一生命グループ、電気通信共済会、日本電気グループ、日本ユニシスグループ、日立グループ、
フコク生命グループ、プルデンシャル・ファイナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友トラスト・グループ、
明治安田生命グループ、楽天グループ　（五十音順）

■��損害保険会社で長年にわたり、自動車保険、火災保険、傷害保険、
海上･輸送保険など多様な保険種目のシステム開発・保守を実施して
きました。そこで培った豊富な経験により、要件定義、顧客支援業務
など様々なニーズに応えます。

■��国民年金、厚生年金、労災保険、DB、DCなど、各種年金制度に対応
したシステム構築から運用・保守まで業務に精通したSEが多数在籍
しています。それぞれの制度において制度管理、加入者管理、受給者
管理から数理システムの開発に至るまでの対応が可能です。

主な開発実績

・生保会社の基幹システム刷新
・保険代理店向けシステム

主な開発実績

・損保会社�Webシステム構築
・保険代理店向けシステム

主な開発実績

・社保支払基金の退職者医療システム再構築
・国保連合会の国保総合システム再構築

主な開発実績   ・年金機構のサーバー更改システム
・信託銀行の事務支援システム

個人保険から団体保険まで支援

医療IT化の推進に対応

高度なAIデータ分析を可能とする
プラットフォーム

リウマチ診療支援システムを全国の医療機関に導入

システム開発・保守から顧客支援まで

各種年金制度に精通したSEが対応

社会公共分野のシステム開発・保守における豊富な実績と業務ノウハウ

生命保険 損害保険

医療福祉

共　済

通信キャリア

年　金

官公庁・自治体

主要
取引先

AI（機械学習）を用いたデータ分析プラットフォーム
「DAVinCI�LABS（ダヴィンチラボ）」は、精度の高い予測
モデル作成を全自動で行うことのできるソリューション
です。データサイエンス業務は、RやPythonなどを利用
したプログラミング技術、統計、線形代数、情報理論と
いった応用数学の知識、そしてビジネスに対する的確
な課題設定、分析対象とするデータの理解といった業務
知識、この3つが求められる専門性の高い業務です。
「DAVinCI� LABS」は、誰にでもわかりやすい操作性と
グローバルで活躍するデータサイエンティストによって
構築された高度なアルゴリズムによって、業務知識さえ
あればAIによる高度なデータ分析を可能とします。データ
サイエンティストに依存することなく、お客様のそれぞれ
の現場で、AIによるビジネスイノベーションを支援します。 （DAVinCI�LABSは、株式会社ailysが保有するAI基盤を活用したデータ分析プラットフォームです）

2016年にオンプレミス版（自社運用）で販売開始した「リウマチ診療支援システム」を、
北海道から九州まで全国の医療機関に導入してきました。そして、2018年2月、大阪の中核
病院で大手電子カルテメーカーと連携し、「電子カルテ版」の運用がスタートしました。
現在では、電子カルテメーカーや医療商社が「リウマチ診療支援システム」の代理店
として、販売を開始し、さらに全国の医療機関への導入を目指しています。また、リウマチ
診療支援システムのスキームを利用した他診療科目への展開も検討しています。

DXソリューション

トピックス

■��会員の新規加入から退会までの掛金の管理、積立や貸付、保険、給
付などの業務に関する豊富な経験と専門スキルを有し、共済システ
ムの構築から運用・保守までトータルサポートします。事務手続きの
効率化や会員の個人情報保護などの課題解決にも応えます。

■��国内大手通信キャリアの基幹系/周辺系システム開発での豊富な実
績・業務ノウハウを活用し、顧客管理、契約管理、請求入金、設備管
理、監視制御やサービスオーダー管理システムなど、お客様に最適
なシステム構築やその後の保守サポートまで対応します。

■��中央省庁、地方自治体のシステム構築から運用・保守、業務最適化
など幅広い実績に基づいた、豊富な業務経験と専門スキルで支援し
ます。コスト低減などの課題解決に際して、パッケージやOSS（オープ
ンソース・ソフトウェア）なども積極的に活用します。

主な開発実績   ・地共済の一元化システム構築
・地共済の基幹システム機器変更

主な開発実績   ・通信会社の運用管理システム
・通信会社のCSシステム構築

主な開発実績    ・札幌市の税・介護システム再構築
・京都市の税・介護システム再構築

共済システムをトータルサポートし課題解決

大手通信キャリアで培ったノウハウを提供中央省庁、地方自治体の業務最適化を実現
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社会向け
ソリューション 生命保険 損害保険 医療福祉 年金 共済 官公庁・自治体 通信キャリア

データベース AI PC

①データ読み込み  ②データの前処理
③学習と分析　  　 ④予測モデル・クラスタリングセットの作成

【 機 能 】

保険業界でのユースケース
1 マーケティング
2 損害額予測
3 アンダーライティング

4 支払査定
5 不正検知 
6 営業職員のマッチング
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法人
ソリューション

これまで小売・流通業や、航空運輸業を中心に、多くの業界・幅広いニーズに対してトータルサービスを提供してきました。そうした
開発実績・ノウハウはもとより、自社および他社のパッケージやサービスを活用し、お客様の目的・課題解決策に最適な技術や
製品を選択し提案します。また、デジタル技術（BI・AI・クラウド・IoT）を活用した新しいビジネスモデルを、それぞれの業界・
業種に応じて、開発力・技術力・ソリューション力を総合的に組み合わせ、ワンストップサービスにて提供します。

■�大手小売業の基幹システム開発に携わり、コンビニエンスストア、アパ
レル、百貨店ほか、小売業界全般で豊富な実績を有しています。
■�販売・商品管理、クレジット会員管理、電子マネー、モバイルアプリ開発の
ほか、EC・店舗システムなどのオムニチャネル開発にも注力しています。

■�航空業界の業務ノウハウを生かし、座席予約、整備・運航管理などの
主要業務のシステムを構築します。
■�運輸業界に向けても、バス観光を中心とするお客様に、基幹システム
の設計・開発・保守のサービスをワンストップで提供します。

IIJグループ、いすゞ 自動車、伊藤忠グループ、エイベックス・グループ、NTTコミュニケーションズグループ、NTTコムウェアグループ、
NTTデータグループ、NTTドコモグループ、NTT東日本グループ、KDDIグループ、JA全農たまご、JALインフォテック、シモンズ、
ソフトバンクグループ、タタ・グループ、DXCテクノロジー・ジャパン、トヨタホーム、ニコン、西本Wismettacホールディングス、日本NCR、
日本電気グループ、日本ユニシスグループ、はとバス、日立グループ、富士通グループ、丸井グループ、ミサワホーム、みずほフィナンシャルグループ、
三菱電機グループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、ヤマダホールディングスグループ、ヤマトシステム開発、ローソングループ　（五十音順）

■�大手製造業の受発注管理・商品開発管理システムにおける豊富な
開発実績を有しています。
■�生産計画から、製造・販売に至るまで、IoTとビッグデータ（AI・BI）を組み
合わせ、トータルに管理するソリューションを提供します。

■�長年のシステム開発・運用の実績・経験をもとに、お客様の業務課
題や経営課題に一歩踏み込み、現状分析から業務プロセス改善の
立案、ソリューション導入の提案など、幅広いコンサルティングサー
ビスを提供します。

主な開発実績

・大手コンビニエンスストアの店舗システム、ECサイトの構築
・大規模専門小売店のクレジット会員管理システム構築

主な開発実績

・大手航空会社の旅客システム構築
・大手バス旅行会社の予約管理システム構築

主な開発実績

・大手自動車メーカーの基幹システム構築
・大手飲料メーカーの需給管理システム構築

主な開発実績

・繊維メーカーの基幹システム構築プロジェクト
・大手製薬メーカーのマスターデータ管理プロジェクト

多様なチャネルを通じた「お客様満足」向上を支援

業界特有のノウハウに精通したシステム構築を提供

豊富な実績をもつ受発注・商品管理システム開発

お客様の業務を洗い出し業務プロセス改善

様々な業界・業種へ最適なシステム・最新の技術を、ワンストップで提案

小売・流通業 製造業

航空運輸業

ERP・パッケージソリューション

基幹業務ソリューション

ITコンサルティングサービス

業界・業種別ソリューション

主要
取引先

トピックス

■�独立系SIerとして、大企業から中堅・中小企業まで多くの導入実績を
誇るERP・生産管理パッケージなどの導入支援サービスを提供します。
■�システム導入後の運用・保守についても、お客様のビジネスやシステ
ムを十分に理解しているため、安心してお任せいただけます。

■�小売・流通業、サービス業、製造業など幅広いお客様へ、販売・生産管理
から人事、会計まで様 な々基幹システム・ソリューションを提供します。
■�パッケージ機能にお客様ごとの独自の強みを付加し、競争力のある
柔軟なシステムを実現します。

■�業界や業種が異なれば、解決すべき課題も必要とされるシステム
も異なります。業界の最新動向や知見、生産管理やサプライチェー
ンなど、現場業務で培った経験・ノウハウをもとに、最新のテクノロ
ジーを活用し、最適化されたソリューションを提供します。

様々な業種・業態のお客様に、フロントオフィスやバックオフィスのERPソリューションとして、
デジタル・トランスフォーメーション（DX）の実現をサポートします。

主な開発実績

・大手通信会社の基幹システム更改フレームワーク導入
・大手自動車メーカーのSAP人事給与勤怠システム導入

主な開発実績   ・大手衣料メーカーの基幹システム導入・海外展開
・印刷会社の基幹パッケージ導入

主な開発実績   ・貿易会社の貿易管理システム導入
・製紙メーカーの基幹システム導入

主要取り扱い製品

ERPパッケージ

生産管理パッケージ

SAP（SAP）

勘定奉行（オービックビジネスコンサルタント）

Factory-ONE 電脳工場 （エクス）

ソリューションの導入・運用・保守を支える

基幹業務を支えるソリューションを提供 経験・ノウハウをもとに課題を解決

1110

法人向け
ソリューション 小売・流通業 製造業 航空運輸業 ITコンサルティング ERP・パッケージ 基幹業務 業界・業種別

ワークフローフレームワーク
intra-mart （NTTデータ�イントラマート）

人事総合ソリューション
リシテア （日立ソリューションズ）

Digital Technology

Accel Platform

SoE アプリケーション

OCR RPA AI

SoR アプリケーション

フロントオフィス バックオフィス得意先、代理店、加盟店、仕入先、消費者、設備
などを含めた業務プロセスの一元化と自動化

紙帳票をデジタル化し、業務プロセスに取
り込み、アナログ業務をデジタル化

BPMやワークフローと組み合わせること
で、業務全般の自動化を実現

デジタルデータを解析することで、予測や
意思決定を迅速に支援することが可能

ERPフロント（人事、経理など）、グループウェ
ア、旅費精算、文書管理、個別業務システム

IoT

ポータル

レポート

RPA

ルールエンジン

SNS

OCR

BPM/WF

全文検索

AI

ERP 連携 アクセスセキュリティモバイル

（記載されている製品名や会社名などは、各社の商標または登録商標です）

数多くの開発実績とそのノウハウを生かしたイントラマートソリューション

オープン系システム開発の総合ソリューション
TERASOLUNA （NTTデータ）
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法人
ソリューション

■�住宅建設業向けの3D住宅�CADパッケージ「Walk�in�home」を中心に、
DTSの独自プロダクトの導入・保守や周辺システムなどを開発します。
■�顧客管理・受発注管理・工事工程管理・原価管理・アフター管理な
どの業務システム開発も行っています。

■�ビッグデータは、企業経営や現場の意思決定プロセスに変革をもた
らす重要な資源です。DTSは、多種多様なビッグデータを可視化し
活用することによる業務の効率化や新サービスの創出を通じて、お
客様のビジネスの成長を支援します。

■�クラウド、AI、モビリティ、ビッグデータ、ロボティクス、IoT、サイバー
セキュリティーなどの先端技術をお客様のビジネスへ活用する方法
を提案します。
■最先端のソリューションで、お客様のビジネスイノベーションを支援します。

主な開発実績   ・大手住宅メーカーの基幹CAD開発
・大手住宅メーカーの図面作成BPO

主な開発実績   ・大手住宅メーカーの基幹業務分析システム導入/運用
・大手携帯通信会社の業務/顧客分析

主な開発実績 ��・大手POSメーカーとの協業で、
小売業向け分析ソリューションの開発

3D CADを中心に業界のIT化を強力サポート 蓄積された膨大なデータを経営に生かす

テクノロジーを生かしたソリューション

ハウジングソリューション

新規領域ソリューション

ビッグデータソリューション

トピックス

1312

法人向け
ソリューション ハウジング ビッグデータ 新規領域

100件以上の開発実績、TERASOLUNAソリューション

「TERASOLUNA®」は、NTTデータの開発標準・開発環境（フレームワーク、開発支援ツール）・サポートを一体とした、システム開発の総合
ソリューションです。DTSは同社と協業し、主に「TERASOLUNA®」フレームワークを適用したシステム開発を行い、100件以上の開発
実績があります。オープン系システム開発のプロジェクトの特性を踏まえたベストな提案が可能です。

（記載されている製品名や会社名などは、各社の商標または登録商標です）

研究開発（R&D）

人材育成セミナー

プロジェクト支援

システム開発

R&Dメンバーとしてプロセス、フレームワーク開発など多分野に参
画し広範囲に深くTERASOLUNA®に精通。

教育子会社「MIRUCA」と協業し、ハンズオンセミナーを提供。

適用プロジェクトに対する開発プロセスのテーラリング技術支
援、トラブルシュート、PMO支援など100案件以上の支援実績。

TERASOLUNA®を利用したシステムの受託開発。

TERASOLUNA®をベースとした金融業界向け業務ソリューション「FINALUNA®」についてもプロジェクト支援、
システム開発を実施しています。

「FINALUNA®」

DXソリューション

※

・保全予知
・歩留まり改善
・生産性向上

・需要予測
・在庫最適化
・ライン
　バランシング

分析（AI）

可視化（BI）

Production Business

センサー開発から
基盤構築まで

情報の可視化と
高度分析

みんな“つながる”
生産管理

共通化EDIと
個別対応RPA

IoT
プラットフォーム

センサー

センサー

タブレット
電子入力

センサーデバイス

IoTプラットフォーム

電子入力

（オーダー開発）

BI

ダッシュボード

AI FAQ

生産・販売管理

会計

納入出荷

入金 出金

生産管理

販売管理

会計システム
原価計算表
No.1

材料費

労務費

経費
製造費

合計

1,200

800

1,500
1,200

4,700

1,800

1,200

1,500
1,800

6,300

3,000

2,000

3,000
3,000

11,000

No.2 合計

受注リスト
日付

1001

受注No

1002
1003

1004

1005

2019-05-01

2019-05-02

2019-05-03
2019-05-04

2019-05-05

1,500

2,200

3,500
2,800

4,300

銀行振込

銀行振込

銀行振込

銀行振込
銀行振込

金額

100

600

500
1,000

2,000

数量 支払方法

EDI

RPA

RPA

EDI 工場

発注先

加工先

本社

支社

“データ” で
生産を最適化

“データ”で
ビジネスを制御

“データ”で
ビジネスをつなぐ

“データ”で
生産とビジネスをつなぐ

提案から設計、開発、運用まで、お客様にとって最適なソリューションをワンストップで提供。生産現場のIoT化から
業務プロセス・サプライチェーンのIT化まで、DTSは“データ”中心のアプローチでお客様の課題を解決します。

製造業をITでつなぐ

DTS Connected Industries
IoT・AI・BI・生産/販売管理・EDI・RPA

※Pasteriot（パステリオ）は、製造現場のデジタル化を実現する IoTプラットフォームです。様々な製造機器・センサー・PLC等と
　接続し、製造現場の可視化、独自ルールやAIによる異常検知などをリアルタイムに行うことが可能です。初期費用を抑えた導入が
　可能な年間サブスクリプション型でご提供いたします。�������������　�����　　　　　�����　　　　　（Pasteriotは株式会社DTSの登録商標です）
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運用・BPO

システム運用のスペシャリストがお客様の運用に関する課題を解決し、システム運用の最適化を提案します。さらにマルチ
ベンダーに対応したサーバー構築やクラウドの導入を提案します。また、BPOサービスとしてお客様の業務支援や、業務
改善のスペシャリストがRPAを活用した業務の自動化と業務プロセス改善を提案します。

■�40年以上の経験とノウハウで、高品質な運用体制を迅速に構築。
システム運用に関わるすべての領域をサポートしています。
■�運用フェーズをいかに効率的かつ高品質に運用できるか、システムの特
性や現場の課題に即し、最適な仕組みでお客様の業務を改善します。

■�従来のオンプレミス環境に加え、最新のクラウド系サービスや仮想
化システムに対しても、幅広く運用設計サービスを提供します。
■�独立系の強みを生かし、お客様のニーズに合った製品を活用し運
用設計を実施します。

I I Jグループ、伊藤忠グループ、NTTコミュニケーションズグループ、NTTコムウェアグループ、NTTデータグループ、
NTTドコモグループ、NTT東日本グループ、KDDIグループ、ソフトバンクグループ、日本電気グループ、日立グループ、富士通グループ、
富士フイルムグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、明治安田生命グループ、リクルートグループ　（五十音順）

■�システム運用だけではなく、ヘルプデスクやキッティングをはじめ、IT
領域から離れた様々な業務をお客様に代わって対応します。
■�お客様先に要員を常駐させ、より密接なコミュニケーションを築き
様々なニーズに合わせて柔軟に対応します。

システム運用を可視化、最適な “仕組みづくり”

クラウドサーバーから仮想化システムまでの運用を提案

営業支援やヘルプデスクなど、様々な業務をトータルサポート

煩雑なシステム運用業務からお客様を解放、効率的・最適な運用の実現へ

システム運用サービス BPOサービス

システム運用設計サービス

主要
取引先

（ReSMは株式会社DTSの登録商標です）

トピックス

1514

運用・BPO向け
ソリューション システム運用 システム運用設計 BPO クラウド カードセキュリティ

システム総合運用サービス
｛Re｝ System Management

24時間365日、セキュアなリモートセンターからお客
様のシステムを運用管理

導入準備支援 ロボット作成支援 運用支援

WinActor基本操作技術のガイダンス
RPA導入対象となる業務の洗い出し
適用業務選定のコンサルティング
導入部門でのトライアル効果検証

ロボットの作成代行
WinActor操作技術講習の実施
運用へ向けた課題の抽出

保守点検／不具合などの修正対応
社内運用体制の構築支援
全社展開設計の策定支援
全社運用ルールの整備

WinActorのロボット作成支
援を行うとともに、操作技術
習得に向けた教育を行い、社
内技術者の育成をサポート
します。

WinActorのスムーズな運用
が図れるように保守・点検を
徹底し、全社展開に向けての
計画や運用ルールの策定を
サポートします。

RPA導入対象業務の洗い出
しからフローチャート作成、
WinActor試験導入、効果測
定まで、DTSのスタッフが常
駐体制でお手伝いします。

https://www.resm.jp/

業務改善RPAの導入・
運用支援サービス
経験豊富な技術者によるコンサ
ルティングとRPAツールなどを
駆使して、お客様の業務を改善
していきます。お客様のオフィス
に一定期間常駐し、導入業務
部署の状況に応じた臨機応変
なサポートを提供しています。

（記載されている製品名や会社名などは、各社の商標または登録商標です）

DTS Group PROFILE DTS Group PROFILE

RPAの｢導入｣と｢ロボット作成｣
を失敗しないために

■�簡単・手軽なRPAツールなら
WinActorがおすすめです。

■�スムーズに導入するならDTSのRPA
導入・運用支援サービスがおすすめ
です。

社内FAQシステムと
有人ヘルプデスクを
合わせて提供

FAQの更新・追加も
おまかせで、

運用負荷を大きく軽減

コンサルタントによる
安心の導入・利用促進

サポート

社内業務の「？」を、
いつでもどこでも
すぐに解決

WEBのFAQシステムで解決しない
問題は、有人のオペレーターがカバー。
社内ヘルプデスクの業務をトータル
でサポートできます。

意外に大変なFAQの運用も、ヘルプ
デスクで受ける問い合わせを元に追
加・更新をするので、常にフレッシュ
で利用されるFAQを提供できます。

業務の内容は各社さまざまです。
業務フローやドキュメントの整理
から初期FAQの作成、利用促進
までをサポートできます。

業務の「？」を、従業員が「自分で
解決できる」というサポートのセルフ
サービスをWEBポータルで実現
します。

従業員サポートデスクサービス

煩雑な社内ヘルプデスク業務の課題をまとめて解決。
ReSM plus（リズムプラス）は、デジタル時代の従業員サポートを実現
するアウトソーシングサービスです。社内向けWEBポータル（社内FAQ）
やヘルプデスクの運用サポートを行います。

社内の問い合わせに対応

社内ヘルプデスク
（有人）

情報を蓄積して社内FAQ
を充実・最新化

Webポータル

社内業務における
問題を迅速に解決

社員にサポート
ポータルを提供

クラウド型のＩＴサービス
マネジメントプラットフォーム を採用

基　　　盤

ご担当者様

関係保守ベンダーお問い合わせ

障害連絡

監視

障害対応
オペレーション

保守ベンダーの
コントロール

お客様

マネジメント
センター

監視システムITシステム

リモート運用監視 　　24時間365日運用監視／障害対応／SE保守／技術支援／運用設計／ヘルプデスク

クラウドをはじめ、オンプレミス・データセンターに設置されたお客様のシステムをリモート運用監視いたします。

煩雑なサポート業務から解放し、必要な規模のヘルプデスクを
最適な価格で提供します。また、顧客や社員といった内外からのIT
に関する「サポート窓口」を提供します。システム運用監視サービス
と組み合わせることで、ITシステム運用を統合サポートできます。

ITヘルプデスクサービス システム運用設計サービス
長年のノウハウとITILに準拠した標準プロセスをもとに、運用
の整理からドキュメント作成まで一貫して対応します。クラウド、
オンプレミスそれぞれの特性をいかし、環境に最適化された
システム運用の形を実現します。

「オンプレミス」と「クラウド」に対応。
「ハイブリッド環境」も統合的に運用

お客様にて導入済みの
監視サーバーも受け入れ可能

障害検知障害検知

24時間365日
有人体制

24時間365日
有人体制

24時間365日、セキュアなリモートセンター
からお客様のシステムを運用管理

システム総合運用サービス

https://www.resm.jp/

（ReSMは株式会社DTSの登録商標です）

ReSM（リズム）は、ITシステムの運用管理をトータルでお任せ
いただけるアウトソーシング・サービスです。24時間365日
有人体制のリモートセンターから、システムを運用・監視し、

障害対応、保守サポートを行います。また運用設計はもちろん
サーバー構築、クラウドの導入支援といったITインフラのイン
テグレーションにも対応しています。

DXソリューション
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運用・BPO

■�調査・現状分析から、各種クラウドサービスのメリットを生かす設計・
構築、動作確認、そして運用設計・運用監視までをサポートします。
■�プライベート、パブリック、ハイブリッドすべてのクラウドサービスの
デリバリモデルを最適化された形で提案します。

Amazon Web Services

・Azure導入、移行支援

・クラウドサーバーのセキュリティ対策

・AD導入、移行支援

・クラウドのセキュリティ運用

クラウド接続サービス

・Azure運用管理

・セキュア環境構築

・Azure請求代行

・導入後の運用、監視

Microsoft Azure 

クラウドセキュリティ

すべてのサービスのデリバリモデルを最適化

クラウド導入支援サービスクラウドサービス

トピックス

1716

ITインフラ

様々な業種・業態のお客様が利用されている基幹系システムや、業務・情報系システムの基盤となるITインフラを、最適な構成
で提供します。お客様のIT戦略実現と課題の解決、DXの推進を支援するために、各メーカーの製品やソリューションおよび
通信・IDC事業社のクラウドなど、最新技術（仮想化技術などの基盤技術）と業務ノウハウを駆使して提案します。

■�業務系を含む大規模な基幹システムから小規模なサブシステムま
で、システム基盤の設計・構築を一元的に提供します。
■�様々なベンダ－からネットワーク、サーバ－、ストレージ、セキュリティ
機器を選定し、お客様に最適な組み合わせを実現します。

NTTコミュニケーションズグループ、NTTデータグループ、NTT東日本・西日本グループ、大阪大学、京都大学、KDDIグループ、
国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、
シャープグループ、大学共同利用機関法人人間文化研究機構、東京大学、独立行政法人家畜改良センター、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、パナソニックグループ、日立グループ、富士通グループ、三菱重工グループ、
リコーグループ、ルネサスグループ　（五十音順）

■�ITインフラ構成に基づいた最適機器の提案から調達、キッティング
までをワンストップで提供。250社以上の仕入れ先とのネットワーク
を最大限に活用します。
■�デジタルテクノロジー株式会社（DTC）との
連携でスピーディーかつ柔軟に対応できます。

システム基盤の設計から、構築までを一元的に提供 サーバーやPC端末などをワンストップで提供

お客様のIT戦略の課題を、最新技術や業務ノウハウで解決

インテグレーションサービス プロダクトサービス

主要
取引先

中堅・中小企業のお客様に最適なハイパーコンバージドインフラを提供

ハイブリッドクラウド環境の
データ保護を強力に支援

DTCのオリジナルHCI（Hyper�Converged� Infrastructure）である「D-RAID�Advance（ディーレイド
アドバンス）」は、メーカー製の既製HCIとは異なり、DTCが長年培った仮想化技術の蓄積や、各ハード
ウェア/ソフトウェアメーカーとの太いパイプも生かして商品化した独自ソリューションです。拡張が容易
で高速に動作するほか、低価格からの商品構成となっており、とりわけ中堅・中小のお客様に好評です。
運用コストを下げ、クラウドとの併用もできることから、お客様の働き方改革やDX推進にも寄与します。

仮想化環境に特化し、お客様の大事な
データをバックアップする「Veeam」、アプ
リケーションやデータをマルチクラウド
環境で自由に移行できる「zerto」など、ハイ
ブリッドクラウド時代に対応するHCI関連
ソリューションも豊富に用意しています。

VM

VM

VMVMVMVMVMVMVMVMVM

DXソリューション

情報セキュリティについて
お客様の情報資産を大切に扱い、外部への流出を防ぐため、プライバシーマークの付与認定を
受けるとともに、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得しています。

対応可能なクラウドサービス例

・IIJ�GIO��・IDCF�Cloud��・Amazon�Web�Services
・Enterprise�Cloud�・Microsoft�Azure　　　　　����（五十音順）

（記載されている製品名や会社名などは、各社の商標または登録商標です）

・AWS導入、移行支援
・Amazon Workspaces導入支援

・AWS運用管理
・AWS請求代行

24 時間 365 日
有人運用体制

利用者 連絡先サーバー

ReSM

お客様 DC

Direct Connect AWS

ELB

WEB
/AP

DB

管理

EBS

EBS

VPC VPC

EC2

EC2

ELB

監視バックアップ ウイルス対策 WSUS

WEB
/AP

DB

EBS

EBS

EC2

EC2

■�2018年9月の割賦販売法改正により、クレジットカード情報を取り
扱うすべての事業者は、取り扱う環境やセキュリティ管理について、
厳しく管理しなければならなくなりました。当社では、クレジットカード
情報が含まれた申込書のデータなどを、PCI�DSSに準拠した高セキュ
リティ環境下で安全に代行処理します。様々な業態の実積を
もとに、お客様の運用に合わせて最適な運用の提案が可能です。

EC2でWEB三層システムを構築し、ELBでWEB/APアクセスをロードバランス。
Direct�Connectサービスを使用し、お客様データセンターとの接続を可能としました。

PCI DSSに準拠した高セキュリティ環境で
安全に代行処理

導入事例

カードセキュリティサービス
・PCI DSS Ver 3.2.1に完全準拠
・PCI DSSを最低限とした高セキュリティ
・定期的なセキュリティ教育による安全性の向上
・業界の指針にスピーディーに対応

・業界・業務ごとに異なる運用に対応
・お客様の要望に沿って運用をカスタマイズ
・ 特有の業務工程やイレギュラーケースにも柔軟に

対応が可能

PCI DSSに完全準拠したBPOセンター

お客様の要望に沿ってカスタマイズが可能な業務設計
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組込みシステム

IT社会を牽引するCAMBRIC。組込みシステム開発を主軸に、車載・医療分野をはじめ各分野におけるDX化の推進に向けて、
DTSインサイトはお客様の開発を支援します。車載分野や組込み分野における組込み開発支援ツールや検証ツール/生産
支援ツールなどの自社プロダクトの提供、各分野における受託開発、医療分野における計測制御システム、ハードウェア・
ファームウェア受託開発、システムLSI設計ソリューションなどの豊富な実績で、お客様の開発をサポートします。

■�カーナビゲーションや制御ECUなどの開発支援ツールから、自動ブ
レーキなど先進運転支援システムに要求されるASAM規格への対
応や高速通信CANFD計測、開発用シミュレータ（HILS）などに対応
した製品やサービスを提供しています。

トレーサビリティ管理ツール

アヴネット、アマノ、NTTデータグループ、キヤノングループ、クボタ、J-QuAD�DYNAMICS、シスメックスグループ、JHONAN、
ソニーグループ、ダイハツ工業、デンソーグループ、東京電機産業、東芝グループ、日本光電工業、日本精機、日本電気、日本放送協会、
ネットワンシステムズ、パナソニックグループ、日立グループ、ファナック、フェリカネットワークス、富士フイルムグループ、
プレシジョン・システム・サイエンス、ヘルスケアリレイションズ、三菱電機グループ、横河電機グループ　（五十音順）

■�情報家電（デジタルTV、スマートフォン、複合機など）、産業機器（ロ
ボット、制御用装置など）に代表される組込み機器開発に向け、開発
支援ツールやエンジニアリング・サービスを提供。技術トレーニング
やサポート業務などでもお客様を支援します。

主なソリューション

・生産ライン向けフラッシュマイコンプログラマ
・ECU内蔵RAMリアルタイム計測システム
・トレーサビリティ管理ツール（機能安全規格対応支援ツール）
・デバッグ支援ツール（JTAG-ICE）
・ソフトウェア構造解析ツール
・ECUに対しての標準ソフトウェア、プラットフォーム受託開発
・車載アプリケーションの受託開発、技術者派遣

主なソリューション

・デバッグ支援ツール（JTAG-ICE）　・動的テスト/解析ツール
・ソフトウェア構造解析ツール
・Arm社純正開発ツール（IDE、コンパイラ、評価ボードなど）
・FPGAの設計・製造
・トレーサビリティ管理ツール（機能安全規格対応支援ツール）
・ハードウェア設計からOS移植、ドライバ、アプリまでの受託開発
・開発コンサルティング、障害解析サービス、パフォーマンスチューニング

車載システムの各種開発・検証ツールを提供

豊かなモビリティ社会の実現に向けて

組込み機器の開発支援ツール、受託開発を提供

組込みシステム開発を主軸に、車載・医療分野のDX化を支援

車載機器 組込み機器

医療機器 デジタル放送監視機器

主要
取引先

自動車業界は「100年に1度の大変革期」と言われています。
今後の自動車は「所有」するのではなく「利用」するものへと移行
し、MaaS（Mobility�as�a�Service）という大きな枠組みに組み
込まれていきます。
このMaaS化への動向において、今、開発が熾烈化している電動
化や自動運転をはじめとする最先端開発において、DTSインサイ
トは、これまでの車載開発の実績とノウハウで、お客様の技術開
発に貢献しています。
自動運転技術において重要なポイントは、エレクトロニクスとIT
の技術を結び付けた高度な自動運転システムの開発であり、自
動運転システムレベルの向上のためには、様々なセンサーなど
から得た情報の迅速な解析や信頼性の高い高速通信やAIによ
る「認識・予測・判断」との連携など多種多様な技術開発が必要

DXソリューション

■�人の命を預かる医療システムでは、何よりも安全性が優先されます。
医療機器（内視鏡、各種検査装置など）を開発しているお客様に
向けて、開発標準工程規約や内部品質監査を徹底したソフトウェア
受託開発、ハードウェア設計・試作開発を手掛けています。
■�臨床現場の方々のご意見を受け止め随時発生する変更要求に対す
る即応力を重視し、IEC62304に準拠して策定されている開発規格
を遵守し、それぞれの場面に適応した最適なエンジニアリングを提供
します。

■�日本全国の地上デジタル放送局やBS・CSデジタル放送局、ケーブル
テレビ局向けに、最新の技術や規格に対応したデジタル放送用
監視・解析機能、計測機器などを提供しています。
■�デジタル放送は、社会に欠かせないインフラとして常に安定した運用
を求められる一方で、4K放送などの技術革新による高品質化・高音
質化・高機能化が進んでいます。デジタル放送に関する豊富な経験と
ノウハウを生かし、放送サービスの監視・解析機器を提案・提供する
ことで、放送サービスの安定的な運用を支援します。

主なソリューション

・IEC62304に準拠した生体情報システム（波形制御）の受託開発
・医療機器組込み開発ソフトウェア・医療情報システムの受託開発
・試作ボード、量産ボード、FPGAの設計・製造
・トレーサビリティ管理ツール（機能安全規格対応支援ツール）
・デバッグ支援ツール（JTAG-ICE）
・動的テスト/解析ツール
・ソフトウェア構造解析ツール

主なソリューション

・マスター総合監視システム
・業務用デジタル放送受信機
・デスクランブラ
・地上デジタル放送電波モニター

生体
信号系 検体系

治療系画像系

・ベッドサイドモニター
・心電図
・血圧計
・パルスオキシメーター
・脳波計
・筋電図・誘発電位
・心カテポリグラフ
・トレッドミル
・エルゴ
  メーター

・超音波検査機器
・動画配信

・血球分析装置
・尿検査装置
・免疫検査装置

・除細動機器
・透析装置
・輸液ポンプ

生体情報システムなどを受託開発 デジタル放送の監視・解析・計測機器を提供

1918

組込みシステム向け
ソリューション 車載機器 組込み機器 医療機器 デジタル放送監視機器

フラッシュオン
ボードプログラマ
NETIMPRESS�avant

ソフトウェア構造分析ツール Arm社純正開発ツール
（IDE、コンパイラ、評価ボードなど）

Arm社マイコン対応RAM計測ツール

ECU内蔵
RAMリアルタイム
計測システム
RAMScope-EXG

デバッグ支援ツール
（JTAG-ICE）
adviceXross

です。DTSインサイトは豊かなモビリティ社会の実現に向けて技
術で貢献します。

DTS Group PROFILE DTS Group PROFILE18 19



各種パッケージ
ソリューション

様々なサービス、製品と組み合わせたソリューションを提供します。DTSグループは、各種業務の専門分野に対応できる
パッケージソリューションをご用意しています。お客様環境に合わせたカスタマイズにも対応しています。

主な導入実績 　
・人事パッケージ分析オプション（OEM）
・製造現場の可視化ソリューション（OEM）
・小売分析サービス（自社ソリューションとして発売予定）

主な導入実績 　
金融・保険業、製造業、小売・卸業、建設業、アパレル業

ビッグデータ・人事・ハウジングなどのパッケージソリューションを提供

ビッグデータパッケージソリューション

ハウジングパッケージソリューション

人事パッケージソリューション

■��住空間のプラン立案や3Dパースを簡単に作成できるプレゼンテーショ
ンソフトです。システム基盤を刷新し処理速度の大幅向上により、集合
住宅や商業施設の図面や3Dパースなどが容易に入力・編集可能。環境
対策、VRなどウェアラブルにも対応します。

■�顧客管理・受発注管理・工事工程管理・原価管理・アフター管理などの
一連の基幹業務を支える、ハウスメーカー、ビルダー、工務店向けWeb
システムです。注文住宅、分譲住宅、リフォームなどお客様のビジネスに
合わせた柔軟なシステムの導入が可能です。

■��SAP人事システムとe-Gov（電子政府総合窓口）のデータ連携を実現
するソリューションです。雇用保険の届出など、各省庁への申請について、
ワンストップでe-Govと連携することにより、SAP人事システム内だけで
業務オペレーションが完結します。

■��Walk�in�homeのデータを自宅PCや無料アプリで体感できるツールで
す。物件データはクラウド上で共有、ブラウザだけで閲覧が可能。無料
アプリによりスマートフォンやタブレットでも閲覧でき、どこでも住まい
づくりやリフォームを検討できます。

主な開発実績

大手ハウスメーカー、大手建材メーカー、工務店

主な開発実績

ハウスメーカー、ハウスビルダー

主な開発実績

大手ハウスメーカー、大手建材メーカー、工務店

住空間プレゼンテーションCADソフト
Walk in home

（ウォークインホーム）

SAP人事システムとe-Govのデータ連携
eG-Connector（イージーコネクター）

クラウドサービス型の住宅提案営業支援ツール
Walk in home plaza

（ウォークインホームプラザ）

20

各種パッケージソリューション
ビッグデータ 人事 ハウジング AI

■�豊富なグラフパーツとAI・機械学習に対応したPython連携に加え、BI
ツールのDaTaStudio@WEBが標準搭載された、BIダッシュボードソ
リューションです。製造業や人事向けパッケージ製品の分析プラット
フォームとしても採用されており、同プラットフォーム上で展開される
小売分析サービスの発売を予定しています。

■��基本機能としての高度な表集計に加え、エンタープライズユースに求
められる詳細なセキュリティ・権限管理に対応したBIソリューションで
す。エンタープライズBIの良さをそのままに、セルフユースに求められ
るExcelなどのデータ取込みやすぐに使用開始できる簡易設定インタ
フェースも備え、お客様のあらゆるニーズにお応えすることが可能です。

（eG-Connectorは株式会社DTSの登録商標です）

データをグラフィカルに可視化
GalleriaSolo（ガレリアソロ）

データを簡単に集計・分析
データスタジオ@WEB

・報酬月額算定基礎届
・報酬月額変更届
・賞与支払届
・労働保険確定保険料申告書
・個人番号登録届

・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
　　　　　　　　　　　　など

eG
C no o nec r

eG
C no o nec r

住宅建設業向け基幹システム
速い

VR対応

美しい 使いやすい

DTS Group PROFILE DTS Group PROFILE

■��人と会話をしているような自然なやりとりでFAQを利用できるソリュー
ションです。日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語、スペイン語が利用
可能。電話・メール問合せなどを自動化することで、働き方改革・顧客
満足度の向上を実現します。

■��テキストから人の声に近い自然な発音の
　音声ファイルを生成します。日本語、英
　語、北京語、韓国語、スペイン語に対応
　し、声の抑揚・高さ・速度の調整も可能。
　音声ガイダンス、防災無線、施設内アナ
　ウンスなどで活用できます。

AI FAQソリューション
kotosora （コトソラ）

多言語音声合成ソリューション 
kotosora voice （コトソラボイス）

AIパッケージソリューション

kotosoraデモサイト
https://kotosora.jp/dtswest/faq.php

kotosora
イメージキャラクター　
古都そら

地方自治体主な開発実績

kotosora for LGWAN
■総合行政ネットワーク（LGWAN）上で利用できるkotosoraソリューションです。

kotosoraおよびkotosora�voiceは
株式会社DTS�WESTの登録商標です（

（
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DTSグループは国内9社（DTSを含む）、海外6社の15社です。
グループ各社がそれぞれの強みを生かしながら連携し、様々なITニーズにお応えします。
首都圏だけではなく地場でのサービスの提供も積極的に行っています。
また、各地域での地域貢献事業にも積極的に取り組んでいます。

IT専門商社として、システム機器（サーバー、ストレージ、ネットワーク、セキュリ
ティ製品）やソフトウェアの販売および、関連するインフラ構築を行っています。
国内メーカーだけでなく海外メーカーからの機器も多数取り扱っています。

本社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル５階
拠点：大阪支店
https://www.dtc.co.jp/

車載分野と医療分野を主軸に、自社開発プロダクトと受託開発による
組込みシステム開発支援と、Arm社純正開発ツールの提供を行って
います。また、全国のデジタル放送局向けに、デジタル放送用監視・解析機器、
各種計測機器などを提供しています。

本社：〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル6階
拠点：高田馬場第一オフィス、高田馬場第二オフィス、中部支店、大阪オフィス、

九州オフィス
https://www.dts-insight.co.jp/

DTSグループのビジネスサポートを行う特例子会社です。名刺・パン
フレット・各種資料の印刷、各種文書のデータ化のPCオペレーション

（紙ベースの文書化、録音音声の電子化、PDF化）、メール便配達、
文書管理のサポート業務などを行っています。

本社：〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-22-11 八丁堀千島ビル4階
http://www.dtspalette.co.jp/

　デジタルテクノロジー
　株式会社

　株式会社
　DTSインサイト

　株式会社
　DTSパレット

DTSグループ15社が一体となり
お客様に最適かつ
最新の価値あるソリューションを提供します。

DTSグループ（国内ネットワーク）

北海道（札幌）、関東（東京）、東海（沼津、名古屋）に開発拠点を設
け、主に卸売・小売、保険・証券、自治体向けのシステム提案から設
計、開発、基盤構築、運用/保守までを行っています。特に販売管理に
おいて数多くの実績を有しています。

本社：〒163-0725 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル25階
拠点：北海道支店、沼津営業所、名古屋営業所
https://jse.co.jp/

　 日本SE株式会社

九州発とした、SIサービスを金融、法人、公共などの様 な々分野で展開
しています。特に金融分野においては、地銀・メガバンク（勘定系・情報
系）での開発実績を数多く有しています。また、金融や法人分野では
ニアショア開発のサポートにも対応しています。

本社：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル7階

http://www.qdts.co.jp/

　 株式会社九州DTS

大阪・京都・名古屋を中心に、消防防災・製造・自治体などへのSIサービス
を展開し、RPA・AI・クラウドなどのCAMBRICをテーマとした新規事業に
も取り組んでいます。

本社：〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 
大阪国際ビルディング22階 

拠点：京都オフィス、名古屋オフィス
https://www.dtswest.co.jp/

　 株式会社DTS WEST

IT分野における教育・研修、能力開発およびコンサルティングを行って
います。研修施設（東京・三田）での集合研修、インターネットを活用
したeラーニング研修、研修施設とリアルタイムでの双方向通信で行
うオンライン研修システムで約1,400種の研修メニューをご案内して
おります。

本社：〒105-0014 東京都港区芝2-29-14 一星芝公園ビルディング6階
http://www.miruca.jp/

ネットワーク基盤の設計・構築・運用管理を手掛けるシステム受託開発業
を行っています。また、物理層の電気通信工事・現場環境の調査から運送・
展開（組立）・設置・疎通確認・機器引上・リサイクルに至るまでをカバーし、
ネットワーク基盤構築業務をワンストップで対応しています。

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-13 アールビルWEST4階
拠点：新宿サービスセンター、多摩サービスセンター、箱崎キッティングセンター
https://www.inetrely.co.jp/

障害者雇用において優良な取り組み
が評価され2017年10月に行われた
厚生労働省東京労働局やJEED主催
の「平成29年度障害者雇用優良事業所等表彰式」において

「障害者雇用職場改善好事例奨励賞」を受賞しました。

障害者雇用職場改善
好事例事業所として表彰

トピックス

国内ネットワーク

　株式会社MIRUCA

アイ・ネット・リリー・
コーポレーション株式会社

表彰状を受け取るDTS取締役
常務執行役員坂本孝雄

札幌

東京

沼津

名古屋
大阪

福岡

京都
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DTSクオリティを海外にも広げ、拠点間のさらなる連携も強化。
さらにグローバルビジネスの拡大を行います。

南米へ

ヨーロッパへ

東南アジアへ

ムンバイ
金融機関向け
システム開発・販売

ハノイ
日系企業向け
オフショア開発とBPO

上海
日系企業向け
システム開発

ロサンゼルス
日系金融機関向け
勘定系システム開発

ダラス
日系企業向け
システム基盤の維持管理サポート

ニューヨーク
日系金融機関向け
グローバルサービスを展開

大連
日系企業向け
オフショア開発
中国国内企業向け
システム開発

※ D のボールが付き出てる部分の三日月は白色

お客様のグローバル展開を支援するために、オフショア開発の海外拠点を設け、BPOサービスも推進しています。
さらに金融ビジネスソリューションも拡充し、海外展開をトータルにサポートできる体制を構築しています。

DTSグループ（グローバルネットワーク）

アメリカ（東海岸、中西部、西海岸）およびカナダでの金融機関向け
コンサルタントサービスやSIサービス、小売業、ヘルスケア、製造業へ
の基幹システム向けSIサービス、ITインフラ構築対応を行っていま
す。 Nelitoと連携した金融業向けソリューションの提供、SAPなどの
オフショア開発にも対応できます。

本社：369 Lexington Ave, Suite 301, New York, NY 10017
拠点：ロサンゼルス支店：601 S. Figueroa Street, Suite 4050,
　　　　　　　　　　Los Angeles, CA 90017

ダラス支店：1999 Bryan Street, Suite 900, 
　　　　　Dallas TX 75201-3136

https://www.dtsacorp.com/

金融業、通信業、小売業、製造業など、法人のお客様向けオフショア
開発サービス、および住宅設計図面作成、建築部材の3Dモデリング、
データ入力などのアウトソーシングサービスを行っています。

本社：3rd Floor, Ladeco Building, 266 Doi Can Street, Lieu Giai 
Ward, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam

https://dtsvn.com/

金融機関向けのSIサービス、自社パッケージ（FinCraft）の開発・販売
を行なっています。SWIFTの認定パートナーでもあります。また、DTS
本社、DTSアメリカと連携し、北米・アジアでのSIサービス、自社パッ
ケージ販売、オフショア開発を行っています。

本社：SB-1201, 12th Floor, ‘C’ Block, Empire Tower, Reliable Tech Park, 
Thane-Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai 400 708. Maharashtra, India.

https://www.nelito.com/

　DTS America
　Corporation

　DTS SOFTWARE
　VIETNAM CO., LTD.

　Nelito
　Systems Limited

グローバルネットワーク
今 後 の 拡 大 領 域

製造・小売・流通業向けのERPソリューション、金融業向けの業務
効率化コンサルティング、および上流工程を含めた高付加価値のオフ
ショア開発・保守サービスを提供しています。

本社：201101 中国上海市閔行区新龍路399弄1号703A室
http://www.dts-cn.com/

大連思派電子有限公司はDTS上海の子会社です。日本企業
向けのITオフショア開発、中国国内企業向けのITソリュー
ション、自社ソフトウェア製品の開発・販売・保守などのサービス
を提供しています。

本社：遼寧省大連市高新園区高能街125号高新区云計算中心ビル13Ｆ
http://www.dlse.com.cn/

　逓天斯（上海）
　軟件技術有限公司

　大連思派電子有限公司

　株式会社思派電子ジャパン

株式会社思派電子ジャパンは、大連思派電子有限公司の子会社です。

本社：〒110-0031 東京都台東区千束2-33-8　岩丸産業株式会社ビル3階
http://www.dlse.co.jp/

北米へ
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2007年から、グローバル展開する日系法人企業のお客様へのSIサービス
提供を本格的に開始し、金融業、通信業、小売・卸売業、製造業などの幅広い
分野のお客様を支援してきました。現在拠点は、ニューヨーク、ロサンゼルス、
ダラス、上海、大連、ハノイ、ムンバイの7都市です。今後もお客様のニーズを
先取りし、拠点を増やしていきます。

グローバル競争力の強化を目指して、海外拠点でのオフショア開発の提供
ならびにBPOサービスを推進しています。オフショア開発では拠点のある
上海、ハノイ、大連などで開発を行い、BPOサービスはハノイや提携企業のある
ホーチミンなどでも住宅CAD入力をはじめ、データエントリー系、バックオ
フィス系などのサービスを行っています。

2019年6月に子会社化したNelitoは金融機関向けソリューションを多数保
有し、SWIFT※パートナー（ゴールド）認定を受ける社員数約1,200人のSIer
です。DTS本社、DTSアメリカとNelitoが連携し、北米・アジアでのお客様
のグローバル金融ビジネスにおけるSI事業を構築し、さらなる先進的かつ
競争力のある金融向け各種ソリューションを提供していきます。

マネー・ローンダリング対策ソリューション「AMLion（アムリオン）」を海外
での提供を開始しています。東南アジアなどへの展開を計画しており、海外
FinTech関連の展示会にも出展を行っています。

※ SWIFT（スイフト 国際銀行間金融通信協会）。世界各国の金融機関などに高度に
安全化された金融通信メッセージ・サービスを提供する金融業界の標準化団体。

■グローバル展開を支援

■オフショア開発とBPOサービスを提供

■グローバル金融ビジネスへのソリューションを拡充

■マネー・ローンダリング対策ソリューションを海外へ
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CO2の削減、ペーパーレス環境の構
築など、環境負荷の低減に向けて、
全社的な取り組みを推進しています。

DTSグループは、持続可能な明るい未来に向け、
環境と社会との調和がとれた事業運営に取り組みます。

環境貢献への取り組み

ガバナンス強化への取り組み

社会貢献への取り組み

ESG経営を推進し、DTSグループならではの新たな価値の創出を目指します。

Environment

Governance

Social

環境
Environment

ガバナンス
Governance

社会
Social

DTSグループは、SDGs（国連の持続可能な開発目標）を活用したESG（環境、社会、ガバナンス）への取り組みを通して
持続可能な社会の実現に向けた新たな価値を生み出すことを目指します。

DTSグループでは、環境と人にやさしい、持続可能な社会の実現に向けて、
ソリューションやサービスの提供による社会課題の解決や、省エネルギー・
省資源活動を通じたグループ全体のグリーン化に取り組んでいます。
DTSでは2006年にISO14001（環境マネジメントシステム）の認証を取得。
以降、国内グループ会社7社・22カ所に範囲を拡大し、グループ一体となり
環境マネジメントの強化を図っています。

グループ企業として不正行為の防止と競争力・収益力の向上を総合的に
とらえ、持続的な成長と長期的な企業価値向上を目指した効率的かつ
公正な経営を推進しています。
具体例としては、さまざまなリスクを適切に管理する「リスクマネジメント
委員会」を設置し、リスク評価や問題点の把握を行い、対応計画を策定
しています。
また、定期的にコンプライアンス遵守に向けた社員教育を行い、グループ
全体としての意識の徹底を図っています。

DTSでは、社員一人一人が自律性を発揮し持続的に活躍出来る環境づく
りとして、時間外労働の削減、有給休暇取得率の向上、時差出勤、健康経
営、ダイバーシティ＆インクルージョンなどの施策に取り組んでいます。これ
らの活動が認められ、健康経営優良法人、えるぼし2段階目（女性活躍推
進）の認証、健康優良企業認定（金の認定）を取得しています。

DTSグループは、「良き企業市民」として、社会への義務と責任を果た
し、より安心して暮らせる社会の実現を目指します。またDTSグループ社
員一人一人が社会貢献への意識を高め、行動していくことが重要と考
え、積極的に社会貢献活動を推進します。

DTSでは、2017年10月の本社移転、開発拠点の集約により、オフィス環境
の効率化を実現しました。その結果、2019年度にオフィスの電力使用にと
もなうCO2排出量を2013年度比で57%削減しました。
今後も、パリ協定に基づき、日本政府が宣言する「脱炭素社会の実現」に向
け、さらなる削減を目指していきます。

2011年に特例子会社のDTSパレットを設立し、企業の社会的責任と
ダイバーシティの観点なども踏まえ、障がい者の雇用に取り組んでいます。

外部環境を踏まえ、ガバナンス
強化に向けた透明性の高い経
営の確立を目指しています。

持続可能な社会の実現に向け、
社会貢献活動へ積極的に参画
しています。

■環境保全への取り組み

■コーポレート・ガバナンスの状況

■働き方改革の推進■社会貢献活動

■地球温暖化対策（CO2排出量削減）

■障がい者雇用の推進

SDGsを活用したESG経営

ESG
経営

東日本大震災復興支援ボランティア活動
2013年より、DTSグループ社員約50人が東日本大震災復興支援ボランティア
活動を毎年行っております。 2018年からは福島県双葉郡富岡町にて、産業復興支
援の一環として醸造用ぶどう試験栽培の取り組みに協力しています。
※2020年はコロナウイルス感染拡大の影響により社員参加のボランティア活動は自粛しました。

時差通勤制を利用するDTS社員（本社勤務）

 
 

 
 

最小サイズ
ヨコ 12.8 ミリまで

（DTS WEST）

SDGsを活用

本社移転・拠点集約に伴い、複合機環境の最適化や、全ての会議スペー
スにモニターが設置されたことによりペーパーレス環境が整備され、省資
源及び効率化によるCO2削減に効果を上げています。

■ペーパーレス環境の構築

DTS Group PROFILE DTS Group PROFILE26 27
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明日の社会に新たな価値を提供する
Next Value Creator

AI

Big Data

Cyber Security

Mobility

IoT

Cloud

Robotics

History Office

Access

8月

4月

2月

9月

9月

10月

4月

3月

9月

10月

11月

2月

4月

10月

10月

10月

11月

4月

4月

4月

4月

4月

4月

3月

4月

8月

10月

10月

3月

6月

3月

9月

６月

1972年

1987年

1991年

1997年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2006年

2007年

2009年

2011年

2014年

2015年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

▲
     東京都港区西新橋二丁目に会社設立

▲
     労働省（現：厚生労働省）より特定労働者派遣事業の許認可取得

▲
     社団法人日本証券業協会に登録

▲
     東京証券取引所市場第二部に上場

▲
     東京証券取引所市場第一部に上場

▲
     福岡県福岡市博多区に「株式会社九州データ通信システム」

　（現：株式会社九州DTS）を設立

▲
     データリンクス株式会社の株式を取得し子会社化

▲
     日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの付与認定

▲
     東京証券取引所市場第一部の貸借銘柄となる

▲
     「株式会社データ通信システム」から株式会社DTSに社名変更

▲
     日本SE株式会社の株式を取得し子会社化

▲
     株式会社総合システムサービスの株式を取得し完全子会社化

▲
     教育会社株式会社MIRUCAを設立

▲
     逓天斯（上海）軟件技術有限公司を設立

▲
     デジタルテクノロジー株式会社を設立

▲
     特例子会社株式会社DTSパレットを設立

▲
     DTS America Corporationを設立

▲
     株式会社DTS WESTを設立

▲
     アートシステム株式会社の株式を取得し完全子会社化

▲
     横河ディジタルコンピュータ株式会社の株式を取得し子会社化

▲
     DTS SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.を設立

▲
     株式会社DTS WESTと株式会社総合システムサービスを合併

　（社名は株式会社DTS WEST）

▲
     組込み関連事業の一部をアートシステム株式会社へ承継

▲
     インドのNelito Systems Limitedと資本提携

▲
     横河ディジタルコンピュータ株式会社と

　
     アートシステム株式会社を合併し、株式会社DTSインサイトを設立

▲
     データリンクス株式会社を株式交換により完全子会社化

▲
     東京都中央区八丁堀二丁目に本社を移転

▲
     データリンクス株式会社を株式会社DTSへ吸収合併

▲
     逓天斯（上海）軟件技術有限公司が

　
     大連思派電子有限公司との増資契約を締結

▲
     Nelito Systems Limitedの株式を追加取得し子会社化

▲    
  経済産業省より健康経営優良法人2020認定を取得

▲    
  健康企業宣言東京推進協議会より健康優良企業認定（金の認定）を取得

▲    
  アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社の株式を取得し完全子会社化

本　　  　　　社

門前仲町開発センタ

新川開 発センタ

西新宿開発センタ

関 西 開 発センタ

日 暮 里 オフィス

東京都中央区八丁堀2-23-1 エンパイヤビル（受付8階）

東京都江東区福住2-5-4 IXINAL門前仲町2階

東京都中央区新川1-28-44 新川K・Tビル3階

東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル25階

大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング22階

東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル5階

TEL 03-3948-5488（代表）    https://www.dts.co.jp/　

［沿革］ ［所在地］

［アクセス］

Ａ５

Ｂ１

２番

東京メトロ日比谷線
／東西線茅場町駅

亀島川

東京メトロ日比谷線 
      八丁堀駅

都営浅草線
日本橋駅

東京メトロ銀座線
京橋駅

東京メトロ銀座線
／東西線日本橋駅

八重洲地下街

JR京葉線
八丁堀駅

24番

外堀通り

新大橋通り

昭和通り

中央通り

ローソン■ ■ロイヤルホスト

■吉野家

　■

川
新
至

至築地 至水天宮

り
通
洲
重
八

り
通
代
永

り
通
橋
冶
鍛

八重洲中央口
J R 東　京　駅

至有楽町 JR線 至神田

都営浅草線
宝町駅

Ａ８ 三菱UFJ銀行

エンパイヤビル

［本社までの交通のご案内］
東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 A5出口より徒歩1分
JR京葉線「八丁堀」駅 B1出口より徒歩3分
東京メトロ東西線「茅場町」駅 2番出口より徒歩4分
都営浅草線「宝町」駅 A8出口より徒歩8分
JR線「東京」駅 八重洲中央口より徒歩12分

「八重洲地下街」24番出口より徒歩8分


