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～ “手作り”力でお客様のニーズに
応える～
「WAVE225旅費・経費精算」は、
多様な旅費・経費精算業務機能と、
経理部の業務を支援する伝票起票機
能を備え、一連のワークフローをカ
バーすることで業務効率化を実現す
るソリューションだ。
2015年に販売を開始する時点

で、市場には既に複数の競合製品が
存在していた。しかしながら、お客
様のニーズに合わせて細部にわたっ
てカスタマイズをしていくというこ
れまで培ってきたノウハウ、”手作

り”力が活かせると考えた。
お客様の社内規定や業務
にあわせてカスタマイズ・機
能拡張に柔軟に対応できる
ことを訴求してきた結果、カ
スタマイズによるメリット
が見込める 500-1000名規
模以上のお客様を中心に、製
造業から金融機関、教育機関
など幅広いお客様に導入し
ていただいている。
～ワークフロー業務のシステム拡張～

WAVE225には、稟議書、決裁
書等の申請画面・入力項目を、ノン
プログラミングで容易に作成すること
が 可 能 な 稟 議ソリューション
「WAVE225稟議」もある。さらに、

システム共通基盤に多くの企業で利
用されている『intra-mart』を採用し
ていることから、様々なワークフロー
業務へのシステム拡張も容易に行う
ことができる。システム基盤の統一に
よって、システム環境コストの低減や
運用コストの効率化にもつなげられる
ものともなっている。

～ ネットワーク、クラウド、セキュ
リティをワンストップ提供～
「WaveNETMate」には、企業の
国内拠点と海外拠点の通信環境を一
括して提供する「ネットワークサー
ビス」、最適なクラウド基盤を提供
する「クラウドサービス」、既存シ
ステムのセキュリティ診断から各種

NTT データ ウェーブは、JT（日本たばこ産業）の情報システム部門と共に歩んできた経験を活かしたサービス・ソリュ
ーションを展開している。お客様のニーズに沿ったカスタマイズ対応ソリューション「WAVE225」と、目利き力を活か
したマルチベンダー・マルチキャリアのワンストップサービス「WaveNETMate」、「WavePCMate」をご紹介する。
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図１　WAVE225旅費・経費精算ソリューション概要

最適な ICTインフラ環境を
一括提供するWaveNETMate
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セキュリティ対策ソリューションを
提供する「セキュリティサービス」
の 3つのカテゴリーがある。
時代の流れに応じて、ネットワー
ク構築・運用からクラウドの活用、
セキュリティ対策へとお客様ニーズ
の観点は拡大しており、さらに、コ
ロナ禍を受けてのリモートアクセス
の環境整備などの引き合いも多くい
ただいている。
～ マルチキャリア・マルチベンダーで
お客様のニーズに寄り添う～
世の中にある数多くのネットワーク
系のソリューション・サービスの中か
ら目利きをしてセレクトし、マルチキャ
リア、マルチベンダーの ICTパート
ナー体制を構築してきた。お客様の
ニーズに応じ、個々のサービス単位
でのご提供から、ネットワーク系のソ
リューションを組み合わせた展開、さ
らには海外拠点を含めたフルアウト
ソースまで、幅広く対応が可能だ。

JTの情報システム部門と共に、
既存製品での課題解決を模索し、そ
れだけでは解決できない部分の開発
やカスタマイズを担ってきた経験と
ノウハウを活かし、より多くのお客

目指すものである。
IT活用の重要性が増す中で、我々
が日々の運用業務を担い、サポート
していくことで、お客様の情報シス
テム部門が ITの企画・立案業務に
集中し、事業拡大へ貢献することに
つながると考えている。
～ 定額制により戦略的IT投資を実現～

WavePCMateは、お客様での機
器調達、運用管理環境の構築など初
期費用は不要だ。導入コストも含め
利用月数で平準化した月額サービス
料金のみとなっており、計画的な IT

投資が可能となる。また、導入後の
ユーザーサポートや維持更新にかか
る運用コストが明確になり、IT部門と
しての管理コストが把握しやすく、会
社全体の年間 PC運用予算の策定も
明確となる。2-3000台規模の製造
業を中心に最大 9,000台規模のお
客様にご利用いただいているが、今
後はより規模の小さいお客様への対
応も検討している。また在宅勤務の
拡大に伴い、キッティングセンターで
お客様予備機を保管し、払い出し時
にキッティング・セットアップ処理まで
実施することで、ユーザーは PC到
着後すぐに使用が可能となる予備機
管理サービスの利用も増えている。

様の課題の解決に結びつくサービス
の提供を目指している。

～ 情報システム部門の事業拡大への
貢献をサポート～
企業においては、各部門や拠点に
よってパソコン（以下 PC）の利用
環境や使い方が異なる。「WavePC 

Mate」は、PC運用管理業務のテン
プレートを適用することにより、機
器の標準化、ソフトの標準化、プロ
セスの標準化を行い、システム化・
自動化して、全社で最適な運用を実
現し、ITの対事業効率の最大化を

図３　WavePCMate サービス
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図２　WaveNetMate フルサービス導入イメージ

パソコン運用管理をワンストッ
プで提供するWavePCMate


