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分 類

1. フロントオフィス業務

2. 基幹業務

４． 特定業種・規模向け

3. 新領域

1. フロントオフィス業務
オンデマンドCRMソリューション 「Salesforce」
CRM・SFA・顧客管理

SFA（営業支援） 「Sales Force Assistantシリーズ」
会員（顧客）関係強化 「公益CRM」

クラウド型コンタクトセンター 「CSVIEW/Contact Center Cloud」
中小

中小

グループウェア 「OfficeForce」
グループウェア・オフィスICT

中小

営業支援システム 「eセールスマネージャー Remix」

中小

コンテンツマネージメントプラットフォーム 「BOX」
オフィス電話サービス 「UNIVERGE クラウド音声サービス」

中小

ワークフロー

「EXPLANNER for SaaS ワークフロー」

Web会議

「共創ワークサービス Zoom」

文書管理

文書管理サービス 「Document Management Service」

セキュリティ

中小

テレワーク運用支援 「働き方見える化サービス」

グループウェア 「NI Collabo Smart」
グループウェア 「わくわくオフィス」

SFA（営業支援） 「見積共有管理」

中小

「ActSecureセキュリティゲートウェイサービス」

SaaS型統合メールセキュリティ 「ActSecureクラウドメールセキュリティサービス」

「ActSecureクラウドサンドボックスサービス for FortiGate」

Webアプリケーション脆弱性対策向けSaaS型WAF 「ActSecureクラウドWAFサービス」

「ActSecureセキュリティリスク管理サービス」

SaaS型ファイル暗号化サービス 「ActSecureクラウドセキュアファイルサービス」

「ActSecureセキュリティ異常検知サービス」

「ActSecure モバイル基盤サービス Powered by VMware AirWatch®」

法人向けクラウド認証サービス 「NEC Cloud Authentication」
事業継続
マーケティング
人材育成・管理/eラーニング
コンテンツ配信
通 訳
健康管理
インターネット高速化

緊急連絡・安否確認システム

事業継続支援ソリューション

クラウドバックアップサービス
ネットユーザー行動解析ソリューション 「DMP STRATOS」

ソーシャルメディア分析サービス 「感°Report（かんどれぽーと）」

人物行動分析サービス （流通業：店舗向け）
ラーニングマネジメント 「Cultiiva Global/LM」

人材マネジメント 「Cultiiva Global/HM」

「人材育成支援サービス eラーニング」
情報・コンテンツ配信クラウドサービス

デジタルサイネージソリューション 「PanelDirector for Cloud サービスパッケージ」

法人様向け通訳クラウドサービス
ストレスチェック義務化対策システム

中小

Akamai活用 「インターネット高速化サービス」
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2. 基幹業務
生産・販売・会計サービス 「IFS Applications」
ERP
（会計・経理・人事・給与・
販売管理・在庫管理）

グローバル

会計サービス 「SuperStream-NX SaaS」

「EXPLANNER/Ai 販売管理 ホスティングサービス」

電子給与明細サービス 「S-PAYCIAL with 電子給与明細」

勤怠管理システム 「勤革時（きんかくじ）」

経費・給与・会計サービス 「MFクラウドシリーズ」
中小

中小

財務会計・給与管理サービス 「基幹業務SaaS by 奉行iシリーズ」

中小

SaaS型購買システム 「PLEOMART/PS」

クラウド型企業間購買支援サービス 「購買WEBEDI/STANDARD」

見積支援サービス 「WEBPSN II」

受注支援サービス 「WEPSN/EC」

データ集配信サービス 「B2B-EXCHANGE」

直接材発注支援サービス(EIAJ準拠) 「FITEDI」＆「購買WEBEDI/EIAJ」

グローバル受注EDIアウトソーシングサービス
クレジット

グローバル

会計・人事・給与・債権・債務サービス 「EXPLANNER for SaaS」

財務会計・給与計算サービス 「基幹業務SaaS by 大臣」

EDI

「SAP Business ByDesign」

グローバル

信販クレジットカード総合サービス 「マルチファンクション・クレジット・サービス（MCS）」

3. 新領域
クラウド型MDM 「スマートデバイス管理サービス」
モバイル

モバイル対応 社内接続サービス 「UNIVERGEどこでもアクセスサービス」

モバイルからのグループウェア活用 「UNIVERGE モバイルポータルサービス」 スマートフォンをモバイル内線端末利用 「UNIVERGE どこでも内線サービス」
NECモバイルサービス

スマートデバイス向けクラウド型サービスソリューション 「Smart Mobile Cloud」

「ActSecure モバイル基盤サービス Powered by VMware AirWatch®」
環 境

ビッグデータ/M2M

環境パフォーマンス管理ソリューション 「GreenGlobeX」

グローバル

EV・PHV充電クラウドサービス

クラウド型HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）
農作物生産支援サービス

IoT/M2Mソリューション 「CONNEXIVE」（PaaS）

24時間見守り支援サービス ｢eみまもり｣

ソーシャルメディア分析サービス 「感°Report（かんどれぽーと）」

ネットユーザー行動解析ソリューション 「DMP STRATOS」
漏水監視サービス

画像認識

人物行動分析サービス （流通業：店舗向け）

車両管理

事故削減支援サービス 「くるみえ」

デジタルサイネージ

情報・コンテンツ配信クラウドサービス

ボランティア活動支援

画像認識サービス ｢GAZIRU（ガジル）｣
デジタルサイネージソリューション 「PanelDirector for Cloud サービスパッケージ」

自治体・企業・団体向け各種イベント支援 「NEC ボランティア支援サービス」
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4. 特定業種・規模向け

自治体 ・ 公共

自治体基幹業務 「GPRIME for SaaS」 [SaaS型/共同センタ型]

電子入札ASPサービス／入札情報公開ASPサービス

工事情報共有システム ｢工事監理官｣

図書館クラウド 「GPRIME for SaaS/図書館」

漏水監視サービス

自治体・企業・団体向け各種イベント支援 「NEC ボランティア支援サービス」

公共図書館向けサービス 「LiCS-Re for SaaS（リックス・アールイー・フォー・サース）」
医 療

金 融

小規模病院向け電子カルテサービス 「MegaOakSR for SaaS」

中小

地域医療連携ネットワークサービス 「ID-LINK」

24時間見守り支援サービス ｢eみまもり｣
API連携プラットフォーム

共同インターネットゲートウェイ

為替集中BPOサービス

信販クレジットカード総合サービス 「マルチファンクション・クレジット・サービス（MCS）」

金融業向けクラウドサービス 「neo Station」
生産・販売・会計サービス 「IFS Applications」
製造

EXPLANNER 生産管理 ホスティングサービス

住宅業向け工事受発注電子化サービス 「easyHousing」

クラウド型PLM（製品情報管理）サービス 「Obbligato for SaaS」

建設業向け基幹サービス 「NEC建設クラウド」 [共同センタ型]

REACH対応 含有化学物質管理ソリューション 「ProChemist」

医薬品販売実績管理 「実消化クラウドサービス」

店頭棚割画像解析サービス

中小

グローバル

中小

EXPLANNER/Ai 販売管理 ホスティングサービス

ホテル基幹業務システム 「NEHOPS」

物流統合クラウドサービス 「NeoSarf/Logistics」

EC・通販統合ソリューション 「NeoSarf/DM」

輸配送進捗管理サービス

タブレット（iPad）対応クラウド型POSレジシステム 「NECモバイルPOS」

電子決済ソリューション（MS-GW）

クラウド型防犯カメラサービス（サイト準備中）

店頭棚割画像解析サービス

アパレル業向けクラウド販売管理

小売業向けクラウド型本部&店舗システム 「storeGATE2」

中小

ショッピングセンター向けサービス 「SC-SaaS」
中堅・中小企業向けクラウドサービス

中小

航空業向け物流ソリューション 「航空貨物代理店向けASPサービス」

中小

バス業向けソリューション 「バスナビゲーションシステム for SaaS」
中堅・中小向け

グローバル

EXPLANNER/Ai 販売管理 ホスティングサービス

「SAP Business ByDesign」

流通 ・ サービス

「SAP Business ByDesign」

グローバル

中小

青果業向けソリューション 「ICHIBANSEICA for ASP・SaaS」

中小

中小
中小

中小

中小
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