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ネットワークに繋がる
『もの（Internet of Things）』
なら何でもお任せ！
NTTデータグループの全国ネットワークを活かした地域密着の トータルICT工務店 戦略

①インタビュー

地域密着の トータル ICT 工務店 として、
右肩上がりの利益拡大を目指す
ネットワーク技術と、全国約 200 拠点を擁する 1 社体制による統制・運用・監視という
他にはない強みを核に、ネットワークに繋がる『もの（IoT；Internet of Things）
』なら
何でも任せられる地域密着の トータル ICT 工務店 を目指す中長期ビジョンを策定し
た NTT データカスタマサービス。本年 4 月に策定した CS（カスタマサービス）ビジネ
スの中長期ビジョンについて、小出勝社長にお話しをうかがった。
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図 1 「CS 基本ビジョン（目指す姿）」の概要
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一人ひとりが考え、皆で議論し、腹
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営業利益率３％の実現を目指す
̶最後に今後のビジネスの抱負をお

地域密着の「トータル ICT 工

（聞き手 ･ 構成：特別編集委員 河西義人）
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