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クラウドアプリケーションサービス（SaaS） メニュー一覧 （1/3）
分 類

1. フロントオフィス業務

2. 基幹業務

3. 新領域

４． 特定業種・規模向け

1. フロントオフィス業務
CRM・SFA・顧客管理

グループウェア・オフィスICT

SFA・CRMシステム「Salesforce」

営業支援システム 「eセールスマネージャー Remix」

グループウェア 「OfficeForce」

テレワーク運用支援 「働き方見える化サービス Plus」

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」

ワークスタイル変革ソリューション「NEC 365」

電子署名サービス「DocuSign」

中小

中小

グループウェア 「Google Workspace」
ワークフロー

「EXPLANNER for SaaS ワークフローⅡ」

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」

コンビニ印刷サービス

セキュリティ

コンビニプリントサービス「CanDay Print for Biz」
「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」

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」

MCメールフィルター「Mission Critical Mail Filter」

クラウド型ID管理サービス「OneLogin」
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・管理
通 訳
健康管理

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

ネットユーザー行動解析ソリューション 「DMP STRATOS」

ファンマーケティングソリューション

グローバル人材育成サービス 「Cultiiva Global/LM」

グローバル人材マネジメント 「Cultiiva Global/HM」

デジタルサイネージ クラウド配信型サービス「PanelDirector for Cloud」

NEC DAM（デジタルアセットマネジメント）サービス

法人様向け通訳クラウドサービス
メンタルヘルス対策

中小

「NEC 感情分析ソリューション」
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2. 基幹業務
ERP
（会計・経理・人事・給与・
販売管理・在庫管理）

EDI

会計サービス 「SuperStream-NX SaaS」

「EXPLANNER/Z 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」
財務会計・給与計算サービス 「基幹業務SaaS by 大臣」

中小

中小

勤怠管理システム 「勤革時（きんかくじ）」
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」

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 「WEBPSN/EC」

データ集配信サービス 「B2B-EXCHANGE」
グローバル受注EDIアウトソーシングサービス

中小

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

3. 新領域
モバイル

クラウド型MDM/EMM 「スマートデバイス管理サービス」

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」

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」

モバイル回線サービス「NECモバイルサービス」

リモートアクセスサービス（RemoteView）

遠隔データ消去サービス

環境パフォーマンス管理ソリューション 「GreenGlobeX」
環境・エネルギー

グローバル

クラウド型HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）

LPガスメーター指針値提供サービス

分散エネルギーリソース統合制御「NEC Energy Resource Aggregation クラウドサービス」

電力需給管理サービス
IoT集配加工マネージドサービス

IoT/M2Mソリューション 「CONNEXIVE」（PaaS）
ビッグデータ/M2M

EV・PHV充電クラウドサービス

エッジ・デバイス管理サービス「CONNEXIVE Edge Device Management」

24時間見守り支援サービス ｢eみまもり｣

ネットユーザー行動解析ソリューション 「DMP STRATOS」
画像認識

画像認識サービス ｢GAZIRU（ガジル）｣

車両管理

事故削減支援サービス 「くるみえ」

AI診断
デジタルサイネージ
ボランティア活動支援
マイナンバーカード認証

道路劣化AI診断サービス「くるみえ for Cities」
クラウド配信型サービス「PanelDirector for Cloud」

混雑/密集状況可視化サービス「施設IoT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」
マイナンバーカード認証サービス
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4. 特定業種・規模向け
自治体基幹業務 「GPRIME for SaaS」

電子入札ASPサービス／入札情報公開ASPサービス

公共事業トータルソリューション

図書館クラウド 「GPRIME for SaaS/図書館」

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）」中小

マイナンバーカード認証サービス

NEC水道窓口クラウドサービス

医 療

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｣

介 護

リモート機能訓練支援サービス

文 教

NEC 教育クラウド「Open Platform for Education」

自治体・公共

金 融

製 造

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

AI不正・リスク検知
「EXPLANNER 生産管理 ホスティングサービス」

「EXPLANNER/Z 販売管理 ホスティングサービス」

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

住宅業向け工事受発注電子化サービス 「easyHousing」

含有化学物質管理ソリューション「ProChemist」

建設業向け基幹システムサービス 「建設クラウド」

売場情報画像解析ソリューションおよびサービス

建設現場顔認証入退管理サービス（出面管理サービス）

「建設現場顔認証 for グリーンサイト」

「建設現場顔認証 for グリーンサイト」

「EXPLANNER/Z 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

NECモバイルPOS

中小

流通・サービス

中小

中小

ペイメントプラットフォーム マルチサービスゲートウェイ

売場情報画像解析ソリューションおよびサービス

小売業向けクラウド型本部&店舗システム 「storeGATE2」
クラウド型「航空海上フォワーディング業務支援サービス」

中小

中小

LPガスメーター指針値提供サービス
中堅・中小企業向けクラウドサービス

ショッピングセンター向けサービス 「SC-SaaS」

中小

中小

ファンマーケティングソリューション

分散エネルギーリソース統合制御「NEC Energy Resource Aggregation クラウドサービス」
中堅・中小向け

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」

電力需給管理サービス

中小
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