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NTTデータ２０年の歩みと今後の展望

●松下電器産業株式会社

大規模システムの開発・運用ノウハウを踏まえた
グローバルでの積極的な支援に期待
1918 年（大正 7 年）の創業以来、今年で 90 周年の節目を迎える松下電器産業株式会社。創業 90 周年を機に社名と国内ブ
ランドを「パナソニック」に統一する同社とNTTデータとのリレーションは、前身の電電公社データ通信本部時代からだ。
DRESSの提供に始まり、今日まで松下電器グループの ITパートナーとして、同社グループの企業活動を支援し続けてきた
NTTデータの実績と、松下電器産業からみたNTTデータへの今後の期待を紹介する。
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一貫して国内外の情報システム関連
業務に携わってきた、牧田孝衞情報
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本社所在地：大阪府門真市大字門真 1006
創立： 1918 年（大正 7 年）3 月
社長：大坪 文雄
事業概要：部品から家庭用電子機器、電化
製品、FA 機器、情報通信機器、及び住宅関
連機器等に至るまでの生産、販売、サービス
を行う総合エレクトロニクスメーカー。松下
幸之助創業者の経営理念である「企業は社会
の公器」
「全ての活動はお客様のために」
「日
に新た」を不変のものとして実践。創業 90
周年の節目の年である本年 10 月、社名を
「パナソニック株式会社」に変更予定。
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http://panasonic.co.jp/
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NTTデータへの期待
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あなたの街のでんきやさんサイト
（あな街サイト）
【特徴】
・販売店向けポータルサイト
・販売点に必要な情報が全国情報・
地域情報ともに一つのサイトに融合
・ログインした販売店の属性に応じて
公開可能なコンテンツを自動制御
Panaたっち Web版
【特徴】
・販売店向けWeb受発注システム
・注文機能、在庫問合せ機能
注文状況表機能
等

前線コア倉庫

図 1 「PEGASUS」の概要（図提供：㈱ NTT データ）

図 2 販売店向け Web システムの概要（図提供：㈱ NTT データ）
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組んで欲しい。マクロトレンドとし
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