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経営理念

ISID Story

ISIDの企業理念

日本民間初のコンピュータ共同利用サービス。
それは、電通の先進性とGEの情報技術の間で誕生しました。

ISIDは誠実を旨とし

多岐にわたるソリューションの一つひとつに、

革新的で創造性あふれる専門家集団として、

ISIDのチャレンジし続けるDNAが生きています。

情報技術の先進的活用により
顧客企業と社会の発展に寄与する。

1975 年、ISID は単独の広告会社として世界一の売上高を誇る
電 通 と、米 国 屈 指 の 優 良 企 業 General Electric Company
（GE）
との合弁で設立され、日本民間初のTSS（タイムシェアリン

ISIDのビジョン

グ・サービス：コンピュータの共同利用サービス）
を始めました。
パソコンもインターネットも無い時代に、GEの巨大なコンピュータセンターを国際ネット

“IT Solution Innovator” ISID

ワーク経由で利用するという、革新的なサービスを日本の企業に提供することが狙い

ISIDはITソリューションビジネスの革新者を目指す。

でした。

ISIDのTSSは、海外に進出する製造業、金融業の有力企業に支持され、最も高いシェアを
1. 市場創造への挑戦
ISIDは高度な専門性と創意工夫をもって、新たな市場創造に挑戦する。

獲得。数々の先進的な業務アプリケーションをTSS上で提供した経験が、現在の製造業
向け製品開発ソリューション事業や、金融・流通・サービス業向けシステム開発事業の礎
となっています。

2. 最高の提案力と実行力
ISIDは技術・市場の進化を先取りした価値あるソリューションを顧客に提案し、

そして現在、IoTやビッグデータの活用、世界規模で進行する産業革新など、企業を取り巻

確実に実現する。

く環境変化に対して、ISIDはTSS 以 来 培ってきたサービス提 供力と圧 倒 的な業 務ノウ
ハウ、そして先端のテクノロジーを用いたイノベーションの実践により、最適なソリュー

3. 人間魅力
ISIDは社員各自の人間魅力を高めることにより、提供するサービスの質の向上を図る。

ションを提供し続けています。
また電 通グループの ITソリューション事 業の一 翼を担い、その基 盤となるマーケティ
ング・プラットフォームを提 供 。さらに、2020 年とその先を見 据えた新たなソリュー

ISID, Forever New
ISIDは自己革新を継続し、常に新鮮でありつづける。

ション創出に向けて、測位やセンシングなどの先端技術を実装したサービス開発を加速
させています。
確かな業 務 知 識と先 端のテクノロジーを駆 使して、

ISIDの企業文化

幅広い業界のトップクラスの企業に最適なソリュー
ションを提 案し、時 代を先 導する新たなサービス

2

打てば響く職場

開 拓に挑み続ける ISID の企 業 文 化 。

燃えたぎる目

それは、現 在まで受け継がれ、さらに進 化を続けて

溢れるばかりのサービス精神

います。
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業界に特化した専門分野のシステムから、あらゆるビジネスに共通する業務システム、そして生活者とのコミュニケーションを

ISID Solutions & Focuses

デザインするプラットフォームまで。先端のテクノロジーと電通グループの総合力でベストのソリューションを提供し、
また次代に向けた新たなサービス開発にも積極的に取り組んでいます。

Solutions

4

Strategic Focuses

金融ソリューション

ビジネスソリューション

金 融ビジ ネスのグ ロ ーバ ル 化 を

会計・経営管理・人事・ERPなど、

支 援するシステムや最先端の金融

あらゆる企業活動の根幹を支える

工学を実装したシステム、金融機関

ソリューションを提供。豊富な業務

と生 活 者のコミュニケーションを

知識に基づくITサービスと海外の

支える仕組みなど、ITソリューション

ネットワークを通じて、
「グローバル

の提供を通じて、金融の発展に貢献

＆グループ経営」の実践を支援して

しています。

います。

エンジニアリングソリューション

コミュニケーションITソリューション

製造業のエンジニアリング領域全般

電通グループの統合的なマーケティ

にわたる幅 広いソリューションを

ングソリューションの中核となるIT

提供し、革新的なエンジニアリング

プラットフォームを提供。

プロセスの構築を支援。

デジタルマーケティングのノウハウ

新たなビジネスモデルの創造に貢献

と最先端の技術を組み合わせ、企

するソリューションの提供にも取り

業のデジタルトランスフォーメー

組んでいます。

ションを支援しています。

Global Network

IoT / ビッグデータ

海外4エリア
（北米、欧州、
中国、東南アジア）
で

IoT / ビッグデータ領域の事業開発を加速。

事業を展開し、地域ごとに異なるITニーズや

マーケティングやものづくり分野での

法規制、商習慣に適応するソリューションを、

強みを生かし、付加価値の高いサービス提供に

日本品質のサービスとローカルの推進体制で

取り組んでいます。

提供しています。

2020年とその先に向けて
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
マーケティング専任代理店である
電通および電通グループ各社との連携を強化。

2020 & Beyondの日本の持続的成長を、
ITの力で支援します。
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金融ソリューション

ビジネスソリューション

ISIDは創業時から、金融機関の新たなビジネス領域への挑戦を、テクノロジーで支えてきました。

これまで企業グループの基幹業務や経営管理を長きにわたり支援してきました。
ISIDは、

海外展開を支えるグローバル・コアバンキングシステムや先端の金融工学を実装した市場系ソリューションの提供、

様々な業務分野において数多くのシステム構築を手掛けてきた実績と、設立当初から日系企業の海外進出を支えてきた知見を

金融領域でのインターネット活用などにいち早く取り組み、
さらに現在、
金融ビジネスのグローバル化の支援を一層強化しています。

生かし、会計・経営管理領域における連結会計ソフトウエア
「STRAVIS」
や財務管理・管理会計ソリューション、人事領域における

一方国内では、地域金融機関による地域密着型金融をITでサポート。リテール分野では、電通グループの知見を生かし、

統合人事パッケージ「 POSITIVE 」
「 STAFFBRAIN 」、基幹システムのグローバルロールアウト支援、
グローバル競争力強化を

インターネットバンキングやコンタクトセンターなどのシステムを、
マーケティング施策と組み合わせて提供しています。

支援する業務コンサルティング等の提供を通じて、企業における
「グローバル＆グループ経営」
を総合的に支援しています。

金融ソリューションのメニュー

ビジネスソリューションのメニュー

コアバンキング

コーポレートファイナンス

グループ経営ソリューション

ソリューション
ERP（基幹業務）

日系金融機関の海外拠点向けコアバンキング・システム

法人向けのファイナンス業務を総合的に支援するソリュー

企業単体の財務会計から連結決算・決算開示、
グループ

製造、
メディア・コンテンツなど、各種の業種・業界で求めら

や、
企業のグローバルな商取引と資金管理を支えるトラ

ションを提供しています。地域金融機関向けには、融資・

経営管理、IFRS 対応に至る幅広い分野において、コン

れる基幹業務の効率化、高度化を実現するため、基幹シス

ンザクション・バンキング・システムを提供し、
企業や金融機

営業管理を統合的にサポートする「 BANK・R 」や、知的

サルティング、
システムグランドデザイン・構築等、戦略的

や、
日本発マ
テムのグローバルスタンダード
「SAP® ERP」

関のグローバルビジネスを支援しています。また決済分野

資 産・動 産を活 用した融 資を支 援する「 VCFプラット

グループ経営に関わる業務を総合的に支援しています。

ルチサイト型生産・原価管理システム
「AMMIC®」
などの

では、日銀ネットRTGSに対 応した 決 済 管 理システム

フォーム」を提供。リース分野では、
リース会社の海外

自社開発の連結会計ソフトウエア
「STRAVIS」
をはじめ、

ERPパッケージと、自社開発のソフトウエアやテンプレー

「Stream-R」や国債決済照合用ファイル授受サービス

拠 点 向け基 幹 業 務システム「 Lamp 」を提 供し、中国・

Oracle E-Business Suite（ OracleEBS ）/ Oracle

トを組み合わせ、機能とコストのバランスのとれたERPソ

「SFX」、
カード決済・ATM対応の接続ゲートウェイ等を

アジア市場におけるリース・ビジネスの拡大を支援して

Hyperion等各種会計ソリューションを独自の早期導入

リューションを提供します。例えば、
メディア・コンテンツ業

提供しています。

います。

支援テンプレートとともに提供し、
グループ経営を推進

の月額利用料型
界向けの独自テンプレート、
「SAP ERP」

する企業の様々な経営管理ニーズにお応えしています。

サービス「BusinessACXEL for SAP ERP」、デ ータ活
用ソリューション
「Business SPECTRE 」等の自社開発
ソフトウエア、AMO（アプリケーション運用アウトソーシ
ング）
サービス、
グローバル導入支援などにより、ERP導
入前のコンサルティングから稼働後の運用保守まで、
ワン
ストップで支援します。

市場系

リテールコミュニケーション

デリバティブなど金融工学を駆使した複雑な金融商品の

電通グループの総合力を生かし、金融機関と生活者の

ソリューション
HCM（人事）

管理や、アルゴリズムトレードなど先進的な取引を行う

コミュニケーションに関わる課題解決を支援しています。

ISIDが20年以上にわたって提供しているHCM（Human

仕組みを提供しています。また市場のグローバル化と

インターネットバンキングやコンタクトセンターなどの

ソリューションは、大手企業を中
Capital Management）

複 雑化に対応するリスク管理・担保管理システムを提供

導 入にあたり、
生 活 者が金 融サービスを利用する際の

心に2,000社を超える企業で採用されています。統合人事

し、高度化する市場系ビジネスの拡大を支援しています。

導 線設計やデータ分析に基づくプロモーション施策を

パッケージ「POSITIVE」
「STAFFBRAIN」
を中核に、
コン

さらに、個人トレーダー向けの高度なオンライン・トレー

提供。ITとマーケティングを組み合わせることで、生活者

サルティング、
システム導入、運用保守、
クラウドやアウト

コンサルティングサービス

ディング・システムの構築も手掛けています。

に使いやすい金融サービスを実現します。

ソーシングなどの各種サービスラインアップにより、
お客様

デジタル化とグローバル化がもたらすビジネスの変貌を

の課題・目的に応じた統合ソリューションをワンストップで

捉え、お客様の事業課題を設定します。次に課題解決の

提供しています。

ため「事業計画」
「生産戦略」
「原価管理」
「サービス構想」

FinTechへの取り組み
ISIDは、2007年から世界のFinTech動向に着目し、2012年に日本で初めてFinTechに特化したピッチコン
テスト
「金融イノベーション・ビジネス・カンファレンス（ FIBC ）」を立ち上げました。FIBCには、例年未発
表サービスも含めた先進金融サービスが多数登場し、
日本におけるFinTechの最新トレンドが出揃う場となっ
ています。
2015年からはFinTechスタートアップへの出資や事業支援を開始。さらに2016年には三菱地所株
式会社、
株式会社電通との協業により、大手町に日本初のFinTech 産業拠点「 FINOLAB 」を開設しました。

「ITガバナンス」
「人材管理」等の領域にて、業務改革やIT
適用を含めた最適なソリューションを提示します。

ISIDの総合的な実行力でソリューションを具現化した後
も、
コンサルタントは、お客様の傍らでビジネスの実行を
支援し、新たな問題解決・実行支援のパートナーであり
続けます。

これらの取り組みを通じて、
日本におけるFinTechエコシステムの創出に貢献しています。
ISIDは、
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コミュニケーションITソリューション

エンジニアリングソリューション

製造業のエンジニアリング領域全般にわたる幅広いソリューションを提供し、革新的なエンジアリングプロセスの構築を支援。

ソーシャルメディアやスマートフォンの普及とともに、消費者と企業の間の新しいコミュニケーションが次々に生み出され、

次世代のものづくりを支援する最先端のソリューションに加え、
アフターマーケットを含めたサービス領域での

企業のデジタルトランスフォーメーションがさらに活性化しています。

新たなビジネスモデル創造に貢献するソリューションの提供にも取り組んでいます。

このような中、電通グループは、企業のシステムとデジタルマーケティングを融合する新たな時代に対応した
ビジネスモデルの構築に取り組んでいます。

ISIDは、電通グループとしてのデジタルマーケティングのノウハウと最先端の技術を組み合わせ、

エンジニアリングソリューションのメニュー

企業のデジタルトランスフォーメーションをITの側面から支援。企業における顧客価値の最大化を目指します。

広範なエンジアリングプロセスをトータルで支援

MBSEの推進を支援する独自ソリューション

市場ニーズの把握から、戦略製品の企画、設計、製造、

複雑で高機能な製品を開発する企業では、顧客や市場

保守サービス、さらに製品稼動情報の分析に至るまで、

からの要求、要求を満たす機能、機能を実現する部品の

製造業の基幹業務を支援するソリューションを提供して

それぞれを定量的なモデルとして表現し、
コンピュータ

います。各分野でトップクラスのソフトウエア開発企業と

シミュレ ー ションを 多 用して 開 発 を 進 める、MBSE

の 業 務 提 携 により、CAD / CAM / CAE、PLM、SLM

（Model Based Systems Engineering）手 法 の 導 入

（サービスライフサイクル管理）、高度可視化ツールなどの

が進んでいます。ISIDが世界に先駆けて開発した構想

システムの導入展開と保守運用のトータルサービスを

設計支援システム
「iQUAVIS」は、
自動車をはじめとする

提供。また1DCAEや流体を含む大規模解析に対応し、

主要製造業で採用され、MBSEを推進するツールとして

クラ ウド 型 高 性 能 計 算 処 理（ High Performance

高く評価されています。ISIDは、
「iQUAVIS」の導入支援

Computing）の環境構築サービスを提供しています。

に加え、開発プロセスコンサルティング、
実験解析技術の
エンジニアリングサービスも含めたトータルなソリューショ
ンを提供し、
MBSEによる製品開発を支援しています。

…
電通グループならではのソリューションで、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援

主な提供ソリューション

ISID自社開発のアプリケーションプラットフォームである「 iPLAss 」は、様々な業種や領域におけるシステム
開発の生産性向上を目的とし、ノンプログラミングでのシステム開発を可能にする開発フレームワークと
各種業務モジュールを提供します。

設計と製造を高度に統合化した
生産プロセス最適化ソリューション
昨今では、計測制御とハードウエアの高度な連携により、

IoTを基盤としたサービス領域での価値創造を支援

工場全体の製造工程、
品質、
在庫、
リソースなどの実績情報

製造業では、製品を単に
「モノ」
として売るだけではなく

をリアルタイムで収集し、
見える化することが可能になって

「サービス」
として提供することで、収益性向上や差別化

います。ISIDは、
このような製造現場の実績情報と設計

を図る
「サービタイゼーション」に大きな注目が集まって

情報を高度に連携させた生産シミュレーションを行う

います。IoTを活用して製品の稼働状況等のデータを把

ことにより、生 産プロセス全 体を最 適 化するソリュー

握し、新たなサービスを生み出していくことが、
これから

ションを提供しています。さらに、独自のノウハウを組み

の製造業の競争の鍵となっていきます。ISIDは、
IoTを基盤

込 ん だ 製 造 工 程 管 理（Manufacturing Operation

としたSLMの実現を統合的にサポートするソリューション

の手法を提案し、“次世代ものづ
Management：MOM）

を提供し、
お客様の新たなビジネスモデル創造を支援して

くり環境”の構築を支援します。

います。

セ ールスフォース・ドットコム 社 の 販 売 代 理 店として、

アドビシステムズ社の統合デジタルマーケティングプラット

「Force.com」を活 用したB to B to Cの大規模な基幹業

フォーム「 Adobe Marketing Cloud 」のソリューション

務システムの短期構築を実現。また、Sales Cloud ベース

パートナーとして、企業のデジタルマーケティング領域に

の企業内システム等、様々なソリューション

おいて、最適な顧客体験を実現するソリュー

と組み合わせることでお客様のビジネスを

ションを提供します。

幅広く支援します。

提供ソリューションにおける事例
伊勢志摩サミットにおいて、会場の入退場管理システムを短期間で構築

電通グループでは、2016 年に開催された G7 伊勢志摩サミットにおける運営全般を受注。ISID は、会場の入退場管理システムを
短期間で構築しました。開発運用基盤には「 iPLAss 」を活用し、入退場者の機密情報管理やサイバー攻撃に対する万全のセキュ
リティ機能を提供、伊勢志摩サミットの成功に貢献しました。

JINSのグローバル展開を支える社内コミュニケーションポータルをSalesforceで構築

株 式 会 社ジンズにおいて効 率 的なグローバルコミュニケーションを可 能にする社内ポータルを構 築。
「iQUAVIS」画面イメージ

CAD / CAM / CAE統合ソリューション「NX」の設計画面。

流体解析システム
「XFlow」
を用いて、

アセンブル、
ダイナミックな3D形状モデリング、

走行車両に生じる風力をシミュレーション

干渉チェック、動作検証、CAE連携、2D製図などの

Salesforceプラットフォームを活用し、必要な情報を一箇所に集約することで本部と店舗が同じ精度の
情報を把握できる仕組みを実現しました。

メカ設計を支援
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グローバルネットワーク

IoT / ビッグデータ

ISIDは設立以来、金融機関や製造業など日本を代表する数多くの企業の海外進出を、

あらゆるものがインターネットにつながるIoTの時代。

GEの国際ネットワークを通じた業務アプリケーションの提供により支えてきました。

ネットワーク化された様々な製品や設備、
センサー、
ソーシャルメディアなどから得られる

1986年には欧州拠点を開設し、国内IT企業としていち早く海外に進出。

ビッグデータの活用は、業種を問わず重要なテーマとなっています。

（北米、欧州、中国、東南アジア）
で事業を展開し、地域ごとに異なる
以降、海外4エリア
法規制や商習慣に適応するITソリューションを、

ISIDは2015年に専門組織を設置し、本領域の事業開発を加速。

日本品質のサービスとローカルの推進体制で提供しています。

ものづくりやマーケティング分野での強みを生かし、人工知能などのテクノロジー活用も含めた、
付加価値の高いサービス提供に取り組んでいます。

日系企業の本社主導によるグローバルロールアウトの支援はもとより、
海外拠点が主体で進めるシステム導入においても、
自社開発パッケージの現地化対応や、

例えばものづくりの領域では、製品開発や生産、販売、
アフターマーケットなど、

ローカルパッケージのカスタマイズ対応など、多様化する現地ニーズに幅広くお応えしています。

産業活動の中で生み出される膨大なデータ、
すなわち
「インダストリアル・ビッグデータ」
を活用した

また成長著しい中国・アジア市場においては、現地企業向けのサービスを強化するべく、

製造業のデジタル・エンタープライズへの変革を支援。

現地IT企業との提携やM&Aも視野に入れた事業展開を図っています。

中でも予知保全領域では、2014年に米国プレディクトロニクス社と資本・業務提携を行い、

さらに電通の海外ネットワークと連携し、
デジタル・マーケティングやCRMの領域において、

従来の手法では検知できなかった製品・生産設備等の故障発生や残寿命期間を高精度に予測する
「知的保全ソリューション」
を提供しています。

電通グループならではの総合力を生かしたITソリューションを提供しています。

また、屋内で稼働する作業車の位置や稼働状況などをリアルタイムで可視化するシステムの開発や、

IoTによるバス安全運転支援システムの開発等、社会インフラにおける新しい仕組みやサービスの
研究開発・実証実験に積極的に取り組んでいます。

IoT ／ビッグデータ領域における取り組みの例
故障予兆分析アプリケーションの開発
米国プレディクトロニクス社と共同で、新たな知的保全ソリューションの開発に取り組んでいます。第一弾として、産業用ロボットに
特化した故障予兆分析アプリケーションを開発。異常を事前に検知し、その中でどの部品が原因となっているのか特定することが

Europe
London

China
Hong Kong
Shanghai
Beijing

Japan

North America

Tokyo

New York

Yokohama

San Francisco

できるため、故障前の部品交換が可能となります。今後は様々なIoT環境に対応するマルチプラットフォーム化を実現し、顧客の環境や
ニーズに柔軟に対応するサービスの開発を目指しています。

Osaka

Shenzhen

IoTの活用でバスの安全運行をサポート

Nagoya
Toyota
Taipei

IoTデバイスの活用による新たなサービスの開発に取り組んでいます。

Hiroshima

2016 年に大 阪 電 気 通 信 大 学、京 都 産 業 大 学、京 都 大 学、株 式 会 社 社 会システム総 合 研究所、みなと観光バス株式会社と共同で、
IoTによるバス安全運転支援システムを開発し、実証実験を行いました。運転手の健康上のトラブルに起因する交通事故の発生を
防ぐため、車両の走行状況に加えて、運転手の健康状態や道路情報もセンサーで計測・蓄積・分 析し、車 両の危 険 状 態を細やか

South East Asia

に検 知することを可能とします。将来的には自動運転技術への適用も見据えて、研究開発を進めています。

Singapore
Bangkok
Jakarta
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2020 年とその先に向けて

企業市民としての ISID

2020年に向けて、大規模なインフラ整備や都市開発が計画され、東京の都市構造や機能が大きく変わろうとしています。
東京だけではなく、全国の企業や自治体においてもまた、持続的成長につながる新たな事業機会の創出が

コンプライアンス

社会貢献活動

「高い倫理性」は、企業活動において最も重要な理念で

期待されており、
その実現にITはもはや欠かせません。

社会の健全な発展のために、企業市民の

あり、
これに基づく
「誠実な行動」
こそが、お客様から長期

一員として様々な社会貢献活動に取り組

的な信頼をいただくために重要であると、ISIDは認識

んでいます。公 益 社 団 法 人日本ユネスコ

ISIDでは、2011年に設置したオープンイノベーションラボ（イノラボ）が中核となり、

しています。

協 会連盟が推進する「ユネスコ世界寺子

最先端のテクノロジーを活用した街づくりや独自の映像配信技術の実用化等に取り組んでいます。

こうした観点から、
「 電通グループ行動憲章」および「私

屋 運 動」や、
特 定 非 営 利 活 動 法 人TABLE

2014年には、2020テクノロジー＆ビジネス開発室を設置し、翌年にイノラボを移管。

たちの行 動 宣 言」と題した倫 理 綱 領を、全 役員および

FOR TWO International が 実 施 する

全 社員に浸 透させることにより、倫 理 観・遵 法 精 神の

「TABLE FOR TWOプログラム」
に参画し、

「街づくり」
「観光」
「映像」
など、都市計画やエンタテインメントに関連する領域の知見とノウハウを集約するとともに、
東京オリンピック・パラリンピック競技大会のマーケティング専任代理店である電通および電通グループ各社との

徹底を図っています。

またWFP国連世界食糧計画や、国際医療

連携を強化しています。さらに、多くの企業や研究・教育機関との協働を通じて、

ISIDは、倫理性がすべてに優先するということを肝に銘じ、

支援団体である特定非営利活動法人ピー

企業の新事業創出支援や新たなソリューションの開発を加速させています。

事業を推進しています。

プルズ・ホープ・ジャパンへの支援等を行って
います。

日本が世界に誇れる革新的なサービスを。

コーポレート・ガバナンス

私たちは、2020 & Beyondの日本の持続的成長を、ITの力で支援します。

公正で透明性の高い企業統治は、
あらゆるステークホル

環境への取り組み

ダーから求められる経営の基本です。監査役制度を採用

ISIDは、事業活動を通じて環境負荷の低減および環境

新たなサービス創出に向けた実証実験の例
ブロックチェーン技術を活用した地方創生支援
分散型台帳をネットワーク上に構築するブロックチェーン技術を活用して、地方創生を支援するサービスの
開発に取り組んでいます。

ブロックチェーン上で
生産管理された綾町産の野菜

みを構築しました。この仕組みが農産物を購入する消費者の行動にどのような影響を与えるか、
また運用が

高度な映像配信技術の開発
テレビやディスプレイの高精細化が急速に進む中で、大容量映像配信技術の研究開発に取り組んでいます。

2017年には電通と共同で、平成28年度総務省実証事業「高度な映像配信サービス実現に向けた調査研究
の請負」
の一環として、高精細4Kデジタルサイネージの実証実験を実施。再開発や観光インバウンドで注目
される渋谷において、観光スポット・イベント・商店など魅力あふれる渋谷ならではの映像と、渋谷区をホーム
ました。高度映像技術の採用に伴う大容量配信の技術・インフラの要件、高精細映像におけるコンテンツの
あり方、動画広告のあり方について検証し、高度映像配信サービスの実用化を目指しています。

また、執行役員制を採用することで事業の執行責任を

の一員として、
「電通グループエコ・プログラム」を国内全

明確にするとともに、迅速な意思決定を図っています。

事 業 所で導 入しました。
「電通グループエコ・プログラ

ISIDは、今後もステークホルダーの皆様にご満足いただけ

ム」は、電 通グループが 様々な面から環 境への対 応を

るよう、
コーポレート・ガバナンスの強化に努めていきます。

進めていくための活動計画であり、
プログラムの推進を

情報セキュリティへの取り組みは、
ステークホルダーから

©SUNROCKERS SHIBUYA

プロバスケットボールB.LEAGUE
サンロッカーズ渋谷

ISIDが生み出す価値の源泉は社員にあります。継続的

にも、
極めて重要な経営課題です。ISIDは、2005年3月

な価値創造のためにも、社員のワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の両立・調和）
の実現は重要な課題です。

リティ規 格「 B S 7 7 9 9 」および「 I S M S 認 証 基 準 」の

ISIDでは、2007年4月から社員が効率的・効果的に業務

グ ル ープ 認 証 を 取得。その後、認証規格を
「BS7799」

に取り組 める環 境 づくりの 一つとして裁 量 労 働 制 を

から
「ISO / IEC27001」
へ移行し、2017 年 2 月1 日現 在、

導入し、
同時に過重労働の防止と健康を確保するため

「ISO / IEC27001: 2013」
およ
電 通グループ会社50社が

の措置を講じています。

び「JISQ27001: 2014」
（ISO / IEC27001をもとにJIS

育児と仕事の両立支援にも積極的に取り

化した日本国内の規格）認証を取得しています。

組み、2007 年 5月には厚 生 労働省による

またISIDは、個 人 情 報 保 護への社 会

子 育て支 援 企 業 認 定「くるみん」を取 得。

的要請が昨今のように高まる以 前よ

2016年3月には、より高い水準で取り組み

り、その重要性をいち早く認識し、個人
情報保護活動に取り組んできました。
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ワーク・ライフ・バランス

の信頼に応えるためにも、IT 社会の健全な発展のため
には、電通グループ会社41社（当時）
とともに、情報セキュ

地方自治体でも可能であるか等を検証し、地方創生を実現するサービスの創出を目指しています。

タウンとするプロバスケットボールB.LEAGUE「サンロッカーズ渋谷」のリーグ戦を4K映像でライブ配信し

運用・向上を推進しています。2005年には電通グループ

情報セキュリティ / 個人情報保護

チェーン技術を活用して、農産物の生産管理を行う実証実験を実施。有機農法で生産された農産物の植え
綾町独自の取り組みの厳格さや、出荷する農産物の品質の高さを消費者に向けてアピールするための仕組

改 善に寄 与できるよう、環 境マネジメントシステムの

通じて2006年6月に
「ISO14001」認証を取得しました。

2016 年には、日本における有機農法の取り組みをリードしてきた宮崎県東諸県郡綾町と連携し、ブロック
付け、収穫、肥料や農薬の使用、土壌や農産物の品質チェックなどの生産工程をブロックチェーン上に記録し、

するISIDでは、健全な経営が行われるよう、取締役会な
どに監査役が参加し、取締役の職務を監査しています。

を行う企業として特例認定「プラチナくる
IS 91070 / ISO(JIS Q)27001

みん」
を取得しました。

個人情報の保護を適切に行っている企

さらに2016年9月には女性活躍推進法に

業に付与される
「プライバシーマーク」

基づく優良企業として厚生労働省より
「える

の認証を、2000 年 12月に電通グルー

ぼし
（２段階目）」
の認定を取得。3カ年の行

プの中でも最 初に取 得し、継 続 的に

動計画を策定し、継続して取り組みを進め

個人情報の保護に努めています。

ています。
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Message from the President

Today, the world is undergoing tremendous change.
The earth faces numerous problems ─ climate change,
food and energy shortages, and environmental issues.
Particularly in Japan, the society is experiencing problems
to be solved such as declining population caused by low
birthrate and longevity, and saturated demand as Japanese
economy matures.
A new era has come.
Companies are advancing their own business models
further in order to adapt to the new social environment,
where the behavior patterns of consumers and market
change.
Since its establishment in 1975, ISID has set out our mission statement:
ISID is dedicated to significantly contribute to the prosperity of our clients and
society by the judicious application of information technologies, working as a
team of professionals who are always creative and innovative.
Facing a new era, ISID is keenly aware of our responsibilities, that is,
promoting customer innovations and contributing to society through fulfilling
our mission statement.
ISID provides IT solutions to many Japanese industry leaders in the financial,
manufacturing and service sectors.
We have built up our strengths by accumulating experiences in working closely
with customers to resolve the business issues they face.
We have cultivated these strengths, which are “understanding our customersʼ
businesses,” “identifying problems” and “providing IT solutions.”
The strengths underpin ISIDʼs corporate vision: “Market Creation,” “Best
Solution through Best Practice,” and “The Key Asset, Human Resources.”
ISID strives toward the goal by pursuing the possibility of innovative
information technology: realizing and providing solutions with “Customer
Insight,” which is the ability to identify profound business issues, and
improving the quality of service to customers with our efforts of developing
our human resources.
The social environment keeps changing. Therefore, our customerʼs problems
seem to become more complex in the future.
As the best partner, ISID will contribute to society by supporting the further
innovation of our customers.
Setsuo Kamai
President & CEO
Information Services International-Dentsu, Ltd.
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Management Philosophy

Mission Statement
ISID is dedicated to significantly contribute to the prosperity of our clients and
society, with integrity as our moral backbone, by the judicious application of
information technologies, working as a team of professionals who are always
creative and innovative.

Corporate Vision
“IT Solution Innovator” ISID

1. Market Creation
ISID challenges to create the new market through its advanced expertise
and high degree of creativity.
2. Best Solution through Best Practice
ISID, fully utilizing Best Practices, proposes to its clients effective IT
solutions that take advantage of the state-of-the-art technologies available,
and implements them to clientsʼ satisfaction.
3. The Key Asset, Human Resources
ISID strives to improve the quality of its services to clients by encouraging
its people to make efforts to enhance their professional caliber and personal
virtue.
ISID, Forever New

Corporate Culture

ISID Story

Information Services International-Dentsu, Ltd. (ISID) was
established in 1975 as the first private computer
time-sharing service (TSS) provider in Japan, a joint venture
between Dentsu Inc., the worldʼs largest independent
advertising firm in terms of revenues, and General Electric
Company (GE), one of the leading blue-chip companies in
the United States. In this era before personal computers or
the Internet, the aim of the project was to utilize GEʼs
massive computer center over international networks to
provide Japanese companies with innovative services.
Supported by Japanese leading corporations in the
manufacturing and financial industries who aimed for overseas expansions,
TSS of ISID acquired the largest market share. The experience we gained by
providing numerous leading-edge business applications on the TSS network is
the foundation of the services we offer today, including product development
solutions for the manufacturing industry and system development for financial,
retail and service industries.
Today, the business environment is changing, including the utilization of the
Internet of Things (IoT) and Big Data, and industry revolution on a global scale.
Under such environment, ISID continues to provide the best solutions with
leading-edge technologies and extraordinary business knowledge as well as
service capabilities that were all cultivated and accumulated since its
appearance as a TSS provider. ISID also plays a role as the IT solutions
business of Dentsu Group, and provides the group with the underlying
marketing platform. To create new solutions
for 2020 and beyond, ISID is also accelerating
its service development with cutting-edge
technologies such as location-based and
sensing.

Responsive Teamwork, with Integrity
Being Alert and Eager to Do What You Have To Do
Service to Our Clients Comes First
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ISID Solutions & Focuses

ISIDʼs focuses range from specialized systems for specific industries to operational systems that can be used by
various types of businesses and on to platforms that facilitate communications with consumers.
We combine leading-edge technologies with the comprehensive capabilities of the Dentsu Group to provide optimal
solutions and engage proactively in the development of new, next-generation services.

Solutions

Strategic Focuses

Financial Solutions

Business Solutions

We contribute to the growth of
financial industry by providing our
IT solutions, including systems to
support globalization of financial
business, systems incorporating
leading-edge financial engineering,
and a platform that facilitate
communication between financial
institutions and people.

We provide solutions that support
the foundation of every business,
such as accounting, corporate
management, human capital and
ERP. We assist our clients to carry
out “Global & Group Management”
by providing IT services and
overseas networks built upon our
extensive knowledge and
expertise.

Engineering Solutions

Communication IT Solutions

We support customers in
establishing innovative engineering
processes by offering a wide range
of solutions which cover all areas
of engineering in manufacturing.
We also provide services that
contribute to creations of new
business models.

We provide IT platforms that are
the core of integrated marketing
solutions offered by the Dentsu
Group. We combine digital
marketing know-how with
cutting-edge technologies to
support corporate digital
transformation with IT perspective.

Global Network
Internet of Things / Big Data
Through our four overseas regional
locations (North America, Europe, China
and Southeast Asia), ISID provides
IT solutions tailored to the different needs,
legal regulations and business customs in
each region, with Japan-quality services
and local support capabilities.

ISID accelerates business development in
the areas of IoT and Big Data.
We are leveraging our strengths in the
marketing and manufacturing fields to offer
high-value-added solutions.

Innovation
for 2020 & Beyond
We are reinforcing our ties with Dentsu
which has been named as the exclusive
marketing agent for the upcoming Tokyo
Olympic and Paralympic Games, and other
group companies under its wing.
Through our efforts, we will leverage
the power of IT to support
Japanʼs ongoing growth to
2020 and beyond.
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Financial Solutions

Business Solutions

Since ISID establishment, we have supported Japanese financial institutions with technology solutions as they
ventured into new business frontiers.
Today, ISID is enhancing solutions to support globalization in the financial sector. We help build algorithmic
trading systems to meet the demands of rapid and complex market trades, as well as transaction banking
systems to assist companies with global cash management.
In Japan, ISID provides regional financial institutions with IT solutions to support community-based financing.
In the retail sector, by utilizing the expertise of the Dentsu Group, ISID offers IT solutions such as internet
banking and contact center in combination with marketing services.

Our Offerings
Core Banking
ISID provides core banking systems for the overseas
offices of Japanese financial institutions and transaction
banking systems to support companiesʼ global
commercial transactions and cash management, thereby
providing business support for the globalization of
companies and financial institutions. In the settlement
category, we offer the Stream-R settlement management
solution, which is compatible with the BOJ-NET RTGS.
We also provide “SFX,” a file transfer service for
reconciling Japanese government bond settlements.

Corporate Finance
ISID provides solutions that comprehensively support
corporate finance operations. For regional financial
institutions, we provide “BANK・R,” which provides
integrated support for lending and marketing
operations, and the “VCF Platform,” which supports
financing involving intellectual property and movable
assets. In the leasing sector, we provide “Lamp,”
a mission critical system for the overseas operations of
leasing companies, and support expansion of the
leasing business in China and other Asian markets.

Capital Market
We provide systems for complex financial products such
as derivatives and involving financial engineering, as well
as structures for algorithm trading and other advanced
transaction types. Meanwhile, we offer risk management
and collateral management systems in response to
increasing market globalization and complexity, supporting
the expansion of high-end business in the capital markets.
ISID also engages in the construction of sophisticated
online trading systems for individual traders.

Retail Communication
ISID leverages the comprehensive capabilities of the
Dentsu Group to help resolve issues of communication
between financial institutions and consumers. For the
introduction of Internet banking and contact centers,
we help design the pathways that help consumers use
financial services and offer promotional measures
based on data analysis.
Through combinations of IT and marketing, we offer
financial services that are easy for consumers to use.

Efforts to FinTech
Early on, ISID recognized the wave of financial innovation sweeping around the world.
Since 2012, we have boosted financial innovations in Japan by hosting the Financial Innovation Business
Conference (FIBC), an event to spotlight innovative services in the financial sector.
At this event, a number of advanced financial services, including unpublished services are introduced.
Now, FIBC is recognized as “event that all new trends of FinTech in Japan appear.” We have started investing
and supporting to FinTech startups from 2015. Furthermore, in partnership with Mitsubishi Estate Co., Ltd.,
and Dentsu Inc., we opened “FINOLAB” in 2016, an incubation center to support and accelerate the growth
of FinTech startups.
Through our various efforts for FinTech, we are working to invigorate financial innovation in Japan.
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ISID has supported corporate the group management for long time.
With our experience in building numerous systems in a variety of business sector and our knowledge gained
through supporting the overseas expansion of Japanese firms ever since our establishment, we help our clients
carry out “Global & Group Management” by providing comprehensive solutions, including consulting, IT services,
and local support at overseas locations with our in-house developed software:「STRAVIS」for corporate
「STAFFBRAIN」for human capital management.
consolidated accounting, and「POSITIVE」

Our Offerings
Group Management Solutions
In a broad range of areas, from non-consolidated
corporate financial accounting to consolidated
accounting and disclosure, group management
administration and IFRS compliance, we offer
comprehensive support for services related to
strategic group management, spanning
consulting, and system design / configuration. In
addition to “STRAVIS,” a consolidated accounting
system we have developed in-house, we offer the
Oracle E-Business Suite (Oracle EBS) / Oracle
Hyperion and other accounting solutions. We
provide these solutions along with our original
templates that support rapid introduction, thereby
meeting the various needs for promoting the
corporate group management.

HCM Solutions Human Capital Management
ISID has provided HCM solutions for more than
20 years, supporting the recruiting efforts of more
than 2,000 large and medium-sized companies.
“POSITIVE” and “STAFFBRAIN,” integrated human
resource software developed in-house. We
provide one-stop integrated solutions, such as
consulting, system implementation, system
operation and maintenance, outsourcing, and
cloud services for customersʼ needs.

ERP Solutions
We offer ERP packages to help manufacturing,
media content and various sectors and industries
achieve desired levels of efficiency and
sophistication for the mission critical operation.
These include global-standard core systems like
“SAP ® ERP” and “AMMIC ®,” a Japanese multisite
production and cost management system. We
combine these with software and templates
developed in-house to provide ERP solutions that
achieve a balance between functionality and cost.
For the media content industry, for example, we
provide software developed in-house, such as
proprietary templates, a monthly fee-based “SAP
ERP” service called “Business ACXEL for SAP
ERP” and “Business SPECTRE,” a data leveraging
solution; application management outsourcing
(AMO) services; and global deployment support.
In these ways, we provide one-stop solutions that
range from consulting prior to ERP deployment to
post-launch operations and maintenance.

Consulting Services
Digitization and globalization are transforming the
business landscape; we help customers set up
their operations to respond to these challenges.
We present optimal solutions, including
operational reforms and IT applications to help
companies address upcoming challenges in a host
of areas, including business planning, production
strategies, cost management, service configuration,
IT governance and human resource management.
After rendering ISIDʼs comprehensive executional
capabilities into solutions, our consultants work
alongside customers to support their business
execution, working on an ongoing partnership basis
to address any new problems and support execution.
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of FinTech startups.
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Engineering Solutions

Communication IT Solutions

ISID assists its customers in establishing innovative engineering processes by offering a wide range of solutions
covering all areas of engineering in the manufacturing sector. Along with its leading-edge solutions for driving the
next generation of manufacturing, ISID also provides solutions that help customers create new business models
for their services, including aftermarkets.

The spread of social media and smartphones is giving rise to numerous new modes of communication between
consumers and corporations, which in turn further invigorate the corporate digital transformation.
Amid these conditions, the Dentsu Group is engaged in constructing a business model for the new age integrating
corporate systems and digital marketing.
ISID combines digital marketing know-how with cutting-edge technologies to support the corporate digital
transformation with IT perspective.

Our Offerings
Total Support for a Broad Spectrum
of Engineering Processes
ISID provides solutions for supporting mission critical
tasks in the manufacturing sector: grasping market
needs, planning strategic products, design,
manufacturing, maintenance services and analyses of
product operations data. Through business partnerships
with leading software development firms in every
manufacturing system, ISID offers a comprehensive
service menu of implementing and maintenance
operation for such as CAD / CAM / CAE, product
lifecycle management (PLM), service lifecycle
management (SLM) and advanced data visual display
tools. In addition, ISID provides services for setting up
high-performance cloud computing environments that
enable customers to handle large-scale analysis
associated with fluid mechanics and one-dimensional
computer-aided engineering (1D CAE).

Solutions for Optimizing Production Processes
through the Advanced Integration of Design and
Manufacturing
Recently it has become possible to collect and visually
display production-related data in real time, including
manufacturing processes of entire factories along with
product quality, stock, and resources, through
sophisticated linkages of measurement control systems
and hardware. ISID is providing solutions for optimizing all
manufacturing processes with advanced integration of
computer simulations, and information and measurement
data in manufacturing plants. ISID also proposes
manufacturing operations management (MOM) methods
incorporating its original know-how to help its customers
set up next-generation production environments.

Screen images of “iQUAVIS”
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Original Solutions for Facilitating Progress in
MBSE
Manufacturers of cutting-edge products that feature
a high level of functionality and exceptional
performance are applying Model-Based Systems
Engineering (MBSE) methods, which accelerate
product development process with frequent
computer simulations by quantifying the models of
the requirements of customers and the marketplace,
the functions to fulfill such requirements, and the
components to realize those functions.
As a global pioneer in this field, ISID developed
“iQUAVIS” as a tool for displaying planning and
design processes visually. It has been adopted by
automakers and major manufacturers in various
industries, and has gained a strong reputation as a
tool for facilitating MBSE. ISID offers MBSE with the
comprehensive solutions including consulting on
development processes and engineering services for
testing and analysis.

Support for Value Creation in Services Based on IoT
Servitization, which involves selling products as
services rather than simply as things, has been
attracting attention in manufacturing as a means for
differentiating products and boosting earnings.
Developing new services by utilizing Internet of
Things (IoT) platforms to understand the operational
status of products and other data is now recognized
as a key to competitiveness in manufacturing
business in the future. ISID is helping customers
create new business models with solutions that
provide integrated support for SLM based on IoT
platforms.

CAD / CAM / CAE Solutions

Simulation of wind power occured in vehicle

to support manufacturing process

(Fluid analysis system)

…
Supporting the corporate digital transformation with solutions only Dentsu Group can offer.

Main Solution Offerings
“iPLAss,” an application platform proprietarily developed by ISID, aims to increase system
development productivity in a variety of industries and domains. We provide the development
framework, which enables non-programming system development and various business modules.

As the sales agent for salesforce.com Co., Ltd., we realize
the quick construction of B to B to C wide-scale core
business systems using “Force.com.” We provide a wide
range of support for client business through
the combination of various solutions, such
as corporate group in-house SFA systems
based on Sales Cloud and etc.

As a solutions partner of “Adobe Marketing
Cloud” integrated digital marketing platform
from Adobe Systems Incorporated, we provide
solutions realizing optimal client
experiences in the corporate digital
marketing domain.

Case Study of Solution Offerings
Quick Construction of a Venue Entry/Exit Management System for the 42nd G7 Summit in Ise-Shima
The Dentsu Group was selected to oversee the operation of the 42nd G7 Summit in Ise-Shima held in 2016.
ISID quickly constructed a venue entry/exit management system. “ iPLAss ” was used for the development
management platform, providing careful management of information pertaining to everyone who entered and exited the
venue as well as security functions preventing cyber-attacks, all of which contributed to the success of the summit.
Using Salesforce to Construct an In-house Communications Portal Supporting JINS
Global Expansion
We constructed an in-house portal facilitating efficient global communications for JINS Inc.
We created a system enabling the head office and shops to acquire identical and accurate
information by amassing the required information in one place using the Salesforce
platform.
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Engineering Solutions

Communication IT Solutions

ISID assists its customers in establishing innovative engineering processes by offering a wide range of solutions
covering all areas of engineering in the manufacturing sector. Along with its leading-edge solutions for driving the
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“iPLAss,” an application platform proprietarily developed by ISID, aims to increase system
development productivity in a variety of industries and domains. We provide the development
framework, which enables non-programming system development and various business modules.

As the sales agent for salesforce.com Co., Ltd., we realize
the quick construction of B to B to C wide-scale core
business systems using “Force.com.” We provide a wide
range of support for client business through
the combination of various solutions, such
as corporate group in-house SFA systems
based on Sales Cloud and etc.

As a solutions partner of “Adobe Marketing
Cloud” integrated digital marketing platform
from Adobe Systems Incorporated, we provide
solutions realizing optimal client
experiences in the corporate digital
marketing domain.

Case Study of Solution Offerings
Quick Construction of a Venue Entry/Exit Management System for the 42nd G7 Summit in Ise-Shima
The Dentsu Group was selected to oversee the operation of the 42nd G7 Summit in Ise-Shima held in 2016.
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Global Network

IoT / Big Data

ISID has since its establishment supported the overseas expansion of many industry leaders in Japan from financial to
manufacturing domains by offering business applications through the GEʼs international network. In 1986 we
established a branch office in Europe, the first such overseas expansion as Japanese IT vendor. We now have
overseas operations in four regions (North America, Europe, China and South East Asia), allowing us to provide IT
solutions tailored to the different legal regulations and business customs of each region with Japan-quality services
and local support capabilities.
Whether for global IT system rollout projects directed by Japanese headquarters of customers or system
implementation projects carried out by overseas subsidiaries on their own, ISID offers a full service lineup to meet
various local needs from diverse clients, including localization of clientsʼ in-house software packages, as well as
customization of local solutions.
We also make every endeavor to enhance our services by building mutually-beneficial partnership and taking M&A
measures with local companies especially in the rapidly growing Chinese and other Asian markets.
Further, through our ties with the Dentsu overseas network, ISID provides IT solutions such as digital marketing and
Customer Relations Management (CRM) that take advantage of the aggregate capabilities of the Dentsu Group.

We are now at the beginning of IoT era, in which all kinds of physical objects are connected to each other via the
Internet. Many types of products and facilities are embedded with sensors and network connectivity while people are
interconnected via social media, and the big data obtained from these sources has become important for every type of
industry.
ISID set up a specialized organization in 2015 to accelerate its business development in these fields. Leveraging its
competitive advantages in manufacturing and marketing, ISID is working to offer high-value-added services that utilize
artificial intelligence and other advanced technologies.
In manufacturing, for example, ISID supports companies to evolve into digital enterprises by utilizing “Industrial Big
Data,” meaning the massive amounts of data generated in industrial activities such as product development,
production, sales, and aftermarket. ISID is also offering intelligent maintenance solutions for predicting potential
breakdowns and the remained life periods of equipment and systems with a high degree of accuracy, which was not
possible to detect with previously methods. The company bolstered its capabilities in this business by forming a capital
tie-up and business alliance with Preditronics Corp. in 2014.
In addition, we are working on various research and development / demonstration experiments on new
mechanisms and services in social infrastructure, such as development of system that visualizes the position and
operation status of working vehicles operating indoors in real time, development of bus safe driving support
system utilizing IoT and etc.

Case Study of Our Solutions in IoT / Big Data

Europe
London

China
Hong Kong
Shanghai
Beijing

Japan

North America

Tokyo

New York

Yokohama

San Francisco

Development Intelligent Maintenance Solutions for Prediction Potential Breakdowns
ISID develops intelligent maintenance solutions for prediction potential breakdowns with Preditronics Corp.
As the first step, we developed the software for breakdowns analysis specialized for industrial robots.
It is possible to detect abnormality in advance and to identify which part is causing the problem, so part could be
replaced before breakdown. We aim to achieve multi-platform adaptation to various IoT environments and develop
services that flexibly respond to customersʼ needs.
Joint Development of Bus Safety and Driver Assistance System Using IoT
ISID has developed a bus safety and driver assistance system using IoT in collaboration with Osaka
Electro-Communication University, Kyoto Sangyo University, Kyoto University, Japan Research Institute for Social
Systems, and Kobe Minato Kanko Bus, Inc. in 2016.
This system monitors not only the vehicleʼs running state, but it also uses sensors to measure, collect data, and analyze
the health condition of the driver. Also, this sensor data is analyzed in combination with the road shape, gradient,
surfacing conditions, and other road information for enabling detailed detection of vehicle hazardous states.
When this system detects a hazard, feedback (visual warning) is immediately provided to the driver.
Based on the knowledge gained from this demonstration, ISID will continue to collaborate in adding improvements to
this system with a goal of towards incorporating into self-driving car technology in the future.
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Global Network

IoT / Big Data

ISID has since its establishment supported the overseas expansion of many industry leaders in Japan from financial to
manufacturing domains by offering business applications through the GEʼs international network. In 1986 we
established a branch office in Europe, the first such overseas expansion as Japanese IT vendor. We now have
overseas operations in four regions (North America, Europe, China and South East Asia), allowing us to provide IT
solutions tailored to the different legal regulations and business customs of each region with Japan-quality services
and local support capabilities.
Whether for global IT system rollout projects directed by Japanese headquarters of customers or system
implementation projects carried out by overseas subsidiaries on their own, ISID offers a full service lineup to meet
various local needs from diverse clients, including localization of clientsʼ in-house software packages, as well as
customization of local solutions.
We also make every endeavor to enhance our services by building mutually-beneficial partnership and taking M&A
measures with local companies especially in the rapidly growing Chinese and other Asian markets.
Further, through our ties with the Dentsu overseas network, ISID provides IT solutions such as digital marketing and
Customer Relations Management (CRM) that take advantage of the aggregate capabilities of the Dentsu Group.

We are now at the beginning of IoT era, in which all kinds of physical objects are connected to each other via the
Internet. Many types of products and facilities are embedded with sensors and network connectivity while people are
interconnected via social media, and the big data obtained from these sources has become important for every type of
industry.
ISID set up a specialized organization in 2015 to accelerate its business development in these fields. Leveraging its
competitive advantages in manufacturing and marketing, ISID is working to offer high-value-added services that utilize
artificial intelligence and other advanced technologies.
In manufacturing, for example, ISID supports companies to evolve into digital enterprises by utilizing “Industrial Big
Data,” meaning the massive amounts of data generated in industrial activities such as product development,
production, sales, and aftermarket. ISID is also offering intelligent maintenance solutions for predicting potential
breakdowns and the remained life periods of equipment and systems with a high degree of accuracy, which was not
possible to detect with previously methods. The company bolstered its capabilities in this business by forming a capital
tie-up and business alliance with Preditronics Corp. in 2014.
In addition, we are working on various research and development / demonstration experiments on new
mechanisms and services in social infrastructure, such as development of system that visualizes the position and
operation status of working vehicles operating indoors in real time, development of bus safe driving support
system utilizing IoT and etc.

Case Study of Our Solutions in IoT / Big Data
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Development Intelligent Maintenance Solutions for Prediction Potential Breakdowns
ISID develops intelligent maintenance solutions for prediction potential breakdowns with Preditronics Corp.
As the first step, we developed the software for breakdowns analysis specialized for industrial robots.
It is possible to detect abnormality in advance and to identify which part is causing the problem, so part could be
replaced before breakdown. We aim to achieve multi-platform adaptation to various IoT environments and develop
services that flexibly respond to customersʼ needs.
Joint Development of Bus Safety and Driver Assistance System Using IoT
ISID has developed a bus safety and driver assistance system using IoT in collaboration with Osaka
Electro-Communication University, Kyoto Sangyo University, Kyoto University, Japan Research Institute for Social
Systems, and Kobe Minato Kanko Bus, Inc. in 2016.
This system monitors not only the vehicleʼs running state, but it also uses sensors to measure, collect data, and analyze
the health condition of the driver. Also, this sensor data is analyzed in combination with the road shape, gradient,
surfacing conditions, and other road information for enabling detailed detection of vehicle hazardous states.
When this system detects a hazard, feedback (visual warning) is immediately provided to the driver.
Based on the knowledge gained from this demonstration, ISID will continue to collaborate in adding improvements to
this system with a goal of towards incorporating into self-driving car technology in the future.
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Innovation for 2020 & Beyond

Corporate Citizenship

The urban structure in Tokyo is set to undergo major changes, with large-scale infrastructure and urban redevelopment
projects being planned in the lead-up to 2020. These developments are expected to involve not only Tokyo, but also
enterprises and public entities throughout Japan, creating new business opportunities leading to sustainable growth.
IT will be essential to realize these opportunities.
ISID is undertaking initiatives of applying cutting-edge technologies to community development and realizing
proprietary video transmission technology.
We are also fostering collaboration in urban planning and entertainment categories with Dentsu, the exclusive
marketing agency for the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games and its subsidiaries.
Furthermore, we are working on the creation of new business and accelerating the development of new services with
numerous enterprises, research / educational institutions
ISID endeavors to offer innovative services that Japan can be proud in the world. Through our efforts, we will leverage
the power of IT to support the sustainable growth of Japan toward 2020 and beyond.

Demonstration Experiments Aimed to Create New Services
Regional Revitalization Utilizing Blockchain
The ISID Open Innovation Laboratory is collaborating with Aya town, Miyazaki Prefecture,
the leader in organic agriculture initiatives in Japan, to conduct a demonstration experiment
in 2016 using Blockchain to verify the quality of organic farm products.
We developed the system to record producing process such as planting, harvesting, use
of fertilizer and agricultural chemicals, quality of soil and agricultural products on
Blockchain.
The experiment appeals this unique approach and the quality of agricultural products.
Also it seeks to verify whether it is possible for this authentication system using Blockchain
to influence consumer behavior and whether the system is not too complex to be operated
by a local government.
Development of Advanced Video Distribution Technology
As a part of “contracted research and development aimed at realizing advanced video
distribution services” engaged in by the Ministry of Internal Affairs and Communications in
2016, Dentsu and ISID conducted 4K@SHIBUYA, a high-definition 4K digital signage
demonstration experiment in Shibuya, where attention is focused on redevelopment and
inbound tourism. The content included video content unique to Shibuya, which offers a variety
of attractive tourist destinations, events and shops. Live 4K video of professional basketball
games by B.LEAGUE was broadcast. The purpose of this experiment is to examine the
technology and infrastructure required for large-capacity distribution in line with the
adoption of advanced video technologies as well as the ideal state of high-definition video
content and video advertisements.

Vegetables produced in Aya town
recorded on Blockchain

©SUNROCKERS SHIBUYA

Professional basketball games
by B.LEAGUE

Compliance
ISID recognizes a strong sense of morality is the most
important in corporate activities. By acting sincerely on
this basis, we strive to create long-term trust-based
relationships with our customers.
From this perspective, we follow “Dentsu Group Code
of Conduct” and “Our Declaration of Conduct.”
We penetrate them among all executives and
employees and foster a thorough sense of ethics and
spirit of legal obedience.
ISID always places morality in high priority to promote
our business.

Social Contribution Activities
ISID supports various social contribution
activities as a corporate citizen.
We participate in “UNESCO World
Terakoya Movement” promoted by the
National Federation of UNESCO
Associations in Japan, and “TABLE FOR
TWO Program” conducted by TABLE FOR
TWO International. We also support the
United Nations World Food Program and
Peoplesʼ HOPE Japan, an international
medical support organization.

Corporate Governance
Fair and highly transparent corporate governance is a
fundamental aspect of management desired by all
manner of stakeholders. At ISID, which has adopted a
system of corporate auditors, corporate auditors attend
Board of Directors and other meetings, and audit the
duties performed by directors. We have also adopted
an executive officer system to clarify responsibility for
operational execution and facilitate swift decision-making.
ISID will continue working to reinforce its corporate
governance to enhance the satisfaction of its
stakeholders.

Environmental Initiatives
ISID has in place and works to enhance its
environmental management system, which aims to
reduce the environmental impact of its corporate
activities and contribute to environmental
improvements. As a member of the Dentsu Group,
in 2005 all of our offices in Japan joined the
Dentsu Group Eco Program.
The Dentsu Group Eco Program plans activities that
respond to environmental challenges on a host of
fronts. As part of this program, we obtained ISO
14001 certification in June 2006.

Information Security / Personal Information Protection
Information security activities are of extreme
management importance to ISID, from the standpoint
both of ensuring the trust of stakeholders and promoting
a sound IT-oriented society. In March 2005, with the 41
members of the Dentsu Group (at that time), ISID
acquired group certification under the BS7799 information
security standard and ISMS certification standard.
Since that time, the certification standard has evolved
from BS7799 to ISO / IEC27001.
As of February 1, 2017, 50 companies in the Dentsu
Group were certified under ISO / IEC27001:2013 and
JISQ27001:2014 (the Japanese domestic standard,
converting ISO / IEC27001 to JIS).
Even before present-day societyʼs increasingly prominent
calls for personal information protection, ISID recognized
the importance of such protection and engaged in
personal information protection initiatives accordingly.
In December 2000, we became the
first company in the Dentsu Group to
receive Privacy Mark certification,
which is bestowed on companies
that protect personal information
appropriately, and we continue with
our personal information protection
efforts.

Work-Life Balance
People are the wellspring of the added value ISID
generates. Accordingly, ensuring a work-life balance
among its employees is an important issue in terms
of generating added value on an ongoing basis. In
April 2007, ISID introduced a flextime system as one
of its efforts to create an environment that
encouraged employee effectiveness and efficiency.
At the same time, we put in place measures to
prevent excessive overtime and ensure employee
health.

IS 91070 / ISO(JIS Q)27001

26

We promote awareness and encourage the use of
our systems surrounding childbirth and child-rearing.
We were recognized by the Ministry of Health,
Labor and Welfare as a company that
proactively supports child-rearing.
We earned the certification nicknamed
“Kurumin” in May 2007, and “Platinum
Kurumin” in March 2016.
We were granted “Eruboshi” company
certification by the Ministry of
Health, Labor and Welfare in 2016 in
recognition of our effort to promote the
active involvement of female
employees.
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Innovation for 2020 & Beyond

Corporate Citizenship

The urban structure in Tokyo is set to undergo major changes, with large-scale infrastructure and urban redevelopment
projects being planned in the lead-up to 2020. These developments are expected to involve not only Tokyo, but also
enterprises and public entities throughout Japan, creating new business opportunities leading to sustainable growth.
IT will be essential to realize these opportunities.
ISID is undertaking initiatives of applying cutting-edge technologies to community development and realizing
proprietary video transmission technology.
We are also fostering collaboration in urban planning and entertainment categories with Dentsu, the exclusive
marketing agency for the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games and its subsidiaries.
Furthermore, we are working on the creation of new business and accelerating the development of new services with
numerous enterprises, research / educational institutions
ISID endeavors to offer innovative services that Japan can be proud in the world. Through our efforts, we will leverage
the power of IT to support the sustainable growth of Japan toward 2020 and beyond.

Demonstration Experiments Aimed to Create New Services
Regional Revitalization Utilizing Blockchain
The ISID Open Innovation Laboratory is collaborating with Aya town, Miyazaki Prefecture,
the leader in organic agriculture initiatives in Japan, to conduct a demonstration experiment
in 2016 using Blockchain to verify the quality of organic farm products.
We developed the system to record producing process such as planting, harvesting, use
of fertilizer and agricultural chemicals, quality of soil and agricultural products on
Blockchain.
The experiment appeals this unique approach and the quality of agricultural products.
Also it seeks to verify whether it is possible for this authentication system using Blockchain
to influence consumer behavior and whether the system is not too complex to be operated
by a local government.
Development of Advanced Video Distribution Technology
As a part of “contracted research and development aimed at realizing advanced video
distribution services” engaged in by the Ministry of Internal Affairs and Communications in
2016, Dentsu and ISID conducted 4K@SHIBUYA, a high-definition 4K digital signage
demonstration experiment in Shibuya, where attention is focused on redevelopment and
inbound tourism. The content included video content unique to Shibuya, which offers a variety
of attractive tourist destinations, events and shops. Live 4K video of professional basketball
games by B.LEAGUE was broadcast. The purpose of this experiment is to examine the
technology and infrastructure required for large-capacity distribution in line with the
adoption of advanced video technologies as well as the ideal state of high-definition video
content and video advertisements.
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Compliance
ISID recognizes a strong sense of morality is the most
important in corporate activities. By acting sincerely on
this basis, we strive to create long-term trust-based
relationships with our customers.
From this perspective, we follow “Dentsu Group Code
of Conduct” and “Our Declaration of Conduct.”
We penetrate them among all executives and
employees and foster a thorough sense of ethics and
spirit of legal obedience.
ISID always places morality in high priority to promote
our business.

Social Contribution Activities
ISID supports various social contribution
activities as a corporate citizen.
We participate in “UNESCO World
Terakoya Movement” promoted by the
National Federation of UNESCO
Associations in Japan, and “TABLE FOR
TWO Program” conducted by TABLE FOR
TWO International. We also support the
United Nations World Food Program and
Peoplesʼ HOPE Japan, an international
medical support organization.

Corporate Governance
Fair and highly transparent corporate governance is a
fundamental aspect of management desired by all
manner of stakeholders. At ISID, which has adopted a
system of corporate auditors, corporate auditors attend
Board of Directors and other meetings, and audit the
duties performed by directors. We have also adopted
an executive officer system to clarify responsibility for
operational execution and facilitate swift decision-making.
ISID will continue working to reinforce its corporate
governance to enhance the satisfaction of its
stakeholders.

Environmental Initiatives
ISID has in place and works to enhance its
environmental management system, which aims to
reduce the environmental impact of its corporate
activities and contribute to environmental
improvements. As a member of the Dentsu Group,
in 2005 all of our offices in Japan joined the
Dentsu Group Eco Program.
The Dentsu Group Eco Program plans activities that
respond to environmental challenges on a host of
fronts. As part of this program, we obtained ISO
14001 certification in June 2006.

Information Security / Personal Information Protection
Information security activities are of extreme
management importance to ISID, from the standpoint
both of ensuring the trust of stakeholders and promoting
a sound IT-oriented society. In March 2005, with the 41
members of the Dentsu Group (at that time), ISID
acquired group certification under the BS7799 information
security standard and ISMS certification standard.
Since that time, the certification standard has evolved
from BS7799 to ISO / IEC27001.
As of February 1, 2017, 50 companies in the Dentsu
Group were certified under ISO / IEC27001:2013 and
JISQ27001:2014 (the Japanese domestic standard,
converting ISO / IEC27001 to JIS).
Even before present-day societyʼs increasingly prominent
calls for personal information protection, ISID recognized
the importance of such protection and engaged in
personal information protection initiatives accordingly.
In December 2000, we became the
first company in the Dentsu Group to
receive Privacy Mark certification,
which is bestowed on companies
that protect personal information
appropriately, and we continue with
our personal information protection
efforts.

Work-Life Balance
People are the wellspring of the added value ISID
generates. Accordingly, ensuring a work-life balance
among its employees is an important issue in terms
of generating added value on an ongoing basis. In
April 2007, ISID introduced a flextime system as one
of its efforts to create an environment that
encouraged employee effectiveness and efficiency.
At the same time, we put in place measures to
prevent excessive overtime and ensure employee
health.
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会社概要

Corporate Data
商号

株式会社電通国際情報サービス
（略称ISID）

設立年月日

1975年（昭和50年）12月11日

代表者

代表取締役社長

本社所在地

東京都港区港南2-17-1

資本金

81億8,050万円

連結従業員数

2,635名（2016年12月末現在）

URL

www.isid.co.jp

釜井 節生

Company Name Information Services
International-Dentsu, Ltd. (ISID)
Establishment

December 11, 1975

Representative

Setsuo Kamai, President and CEO

Head Office

2-17-1, Konan, Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan

Capital

8,180.5 million yen

Employees

2,635

URL

www.isid.co.jp/english

(as of December 31, 2016)

事業内容

Business Activities
・コンサルティングサービス

・Consulting services

・受託システム開発

・Custom system development

・ソフトウエア製品（自社開発ソフトウエア）
の販売／サポート

・Sales and support of software developed in-house

・ソフトウエア商品（国内外ベンダーのソフトウエア）
の
販売／サポート

・Sales and support of software provided by domestic and

・アウトソーシング・運用保守サービス

・Outsourcing, operation and maintenance services

・情報機器販売・その他

・IT equipment sales and others

overseas vendors

事業所

Offices
本社
〒108-0075 東京都港区港南2-17-1

TEL 03-6713-6111

FAX 03-6713-9928

関西支社
〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28 堂島アクシスビル内

TEL 06-6346-2011 FAX 06-6346-2910
中部支社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス内

TEL 052-238-0222 FAX 052-238-4579
豊田支社
〒471-0833 愛知県豊田市山之手5-121 GA豊田ビル内

TEL 0565-25-3660 FAX 0565-25-3670
広島支社
〒732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-53 広島イーストビル内

TEL 082-262-7705 FAX 082-262-9905

Head Office
2-17-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
TEL 03-6713-6111 FAX 03-6713-9928
Kansai Branch Office
Dojima Axis Bldg., 2-2-28, Dojimahama,
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0004, Japan
TEL 06-6346-2011 FAX 06-6346-2910
Chubu Branch Office
Nagoya Hirokouji Place, 4-2-29, Sakae, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi 460-0008, Japan
TEL 052-238-0222 FAX 052-238-4579
Toyota Branch Office
GA Toyota Bldg., 5-121, Yamanote,
Toyota-shi, Aichi 471-0833, Japan
TEL 0565-25-3660 FAX 0565-25-3670
Hiroshima Branch Office
Hiroshima East Bldg., 1-3-53, Danbara-Minami, Minami-ku,
Hiroshima-shi, Hiroshima 732-0814, Japan
TEL 082-262-7705 FAX 082-262-9905

財務情報

Financial Data
連結売上高（単位：百万円）

Consolidated Net Sales（Unit: millions of yen）
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※決算期変更により9カ月決算
9months due to the change in our fiscal year-end

2016年12月期 事業セグメント別連結売上高（単位：百万円）
Consolidated Net Sales by Segment（Year ended December 31, 2016 / Unit: millions of yen）
コミュニケーションIT
電通グループに対する基幹システムの提供、
ならびに電通グループとの協業による
ITソリューションを提供する事業

Communications IT
Providing IT solutions for core systems
at the Dentsu Group, as well as
in collaboration with the Dentsu Group

金融ソリューション
金融機関の各種業務を支援する
ITソリューションを提供する事業

Financial Solutions
Providing IT solutions that support
various operations at financial institutions

16,908

22,037

（21.2%）

（27.6%）

79,783
23,872

（29.9%）

エンジニアリングソリューション
製造業の製品開発・製造分野を対象とした
ITソリューションを提供する事業

Engineering Solutions
Providing IT solutions for the product
development and production fields
in manufacturing industry

16,965

（21.3%）

ビジネスソリューション
基幹システムや経営管理分野を対象とした
ITソリューションを提供する事業

Business Solutions
Providing IT solutions for core systems
and the business management field

組織図

2017年7月1日現在

Organization Chart

as of July 1, 2017
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沿革

History
1971年 / 株式会社電通東京本社内にタイムシェアリング・サービス局創設
米国General Electric Company（GE）
との技術提携による民間初の商用タイムシェアリング・サービスを提供開始
1975年 / 電通とGEの合弁により、株式会社電通国際情報サービスを設立
1976年 / 大阪営業所（現 関西支社）、名古屋営業所（現 中部支社）を開設
構造解析システムを提供開始

1982年 / CAEテクノロジーセンターを開設し、米国Structural Dynamics Research Corporation
（現 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.）
との業務提携により、同社のCAEソフトウエアを提供開始
1983年 / 金融機関の海外拠点向けバックオフィスシステム「GBS（Global Banking System）」を提供開始
1984年 / 連結会計システムを提供開始
1986年 / 英国にロンドン支店（現 ISI-Dentsu of Europe, Ltd.）を開設
1987年 / 米国にISI-Dentsu of America, Inc.を設立
1989年 / 電通の社内情報システムについて、システム開発・運用業務の継続受注を開始
香港に香港支店（現 ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.）
を開設
1992年 / シンガポールにISI-Dentsu Singapore Pte. Ltd.（現 ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.）を設立
1993年 / 米国Structural Dynamics Research Corporation（現 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.）の
3次元設計ソフトウエア「I-DEAS Master Series（現 NX）」を提供開始
1994年 / 連結会計ソフトウエア「SCOPE（現 STRAVIS）」を提供開始
中堅企業向け統合人事ソフトウエア
「STAFFBRAIN」
を提供開始
米国Structural Dynamics Research Corporation（現 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.）
の
PLMソフトウエア「Metaphase（現 Teamcenter）」を提供開始
1997年 / 広島オフィス（現 広島支社）を開設
2000年 / 東京証券取引所市場第一部に上場
上海駐在員事務所（現 上海電通信息服務有限公司）
を開設

2001年 / 日銀ネットに対応した決済管理システム「流動性管理システム（現 Stream-R）」を提供開始
株式会社キスコソリューション
（株式会社ブレイニーワークス）
を子会社化（2009年当社に統合）
米国International TechneGroup Inc.との合弁により株式会社アイティアイディコンサルティングを設立（2010年完全子会社化）
株式会社経調（現 株式会社ISIDインターテクノロジー）
を子会社化
2002年 / 株式会社アイエスアイディ・フェアネスを設立
株式会社エスアイアイディ
（株式会社ISIDテクノソリューションズ）
を子会社化（2009年当社に統合）
大手企業向け統合人事ソフトウエア
「POSITIVE」
を提供開始
2004年 / 地域金融機関向け融資統合ソフトウエア「RiskTaker（現 BANK・R）」を提供開始
2005年 / タイにISID South East Asia（Thailand）Co., Ltdを設立
2006年 / 株式会社エステックを子会社化
2009年 / 設計・開発業務支援ソフトウエア「iPRIME NAVI（現 iQUAVIS）」を提供開始
株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング（現 株式会社ISID-AO）
を設立
2010年 / 中国に北京支店を開設
クラウドサービス
「CLOUDiS」
を提供開始
2011年 / 西日本支社を廃止し、関西支社、中部支社、広島支社を設立
先端技術活用による新規ビジネスを開発する組織、
オープンイノベーション研究所（現 オープンイノベーションラボ）
を新設

クウジット株式会社を関連会社化

2012年 / マーケティング・プラットフォームサービス「iPLAss」を提供開始

街と来街者とのコミュニケーション形成を支援するソーシャルシティ・プラットフォーム
「+fooop!」
の事業展開を開始
台湾に台湾支店を開設

米国に研究開発拠点ISI-Dentsu of America, Inc. San Francisco officeを開設
2013年 / ISID South East Asia（Thailand）Co., Ltdの事業再開
株式会社ISIDビジネスコンサルティングを設立
インドネシアにPT. ISID Indonesiaを設立
豊田支社を設立

2014年 / 株式会社ISIDエンジニアリングを設立
2020年とそれ以降に向けたソリューション開発に取り組む組織、2020テクノロジー＆ビジネス開発室を新設
2015年 / 決算期を12月31日に変更
2016年 / FinTechスタートアップ企業の成長を支援する産業拠点「FINOLAB」を大手町エリアに開設

1971 / The Time-sharing Service Division was established in the Tokyo headquarters of Dentsu Inc.
Began offering Japanʼs first private computer time-sharing service for commercial use, in collaboration with U.S. firm General
Electric Company (GE).
1975 / Information Services International-Dentsu, Ltd. was established as a joint venture between Dentsu and GE.
1976 / Established Osaka sales office (currently Kansai branch office), and Nagoya sales office (currently Chubu branch office).
Began offering structural analysis system.
1982 / Established the CAE Technology Center, and began offering CAE software through a business tie-up with U.S. firm Structural
Dynamics Research Corporation (currently Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.).
1983 / Began offering the GBS (Global Banking System) back office system for overseas locations of financial institutions.
1984 / Began offering consolidated accounting system.
1986 / London branch office (currently ISI-Dentsu of Europe, Ltd.) established in the U.K.
1987 / ISI-Dentsu of America, Inc. established in the U.S.
1989 / Began accepting standing orders for system development and operation services on the Dentsu internal corporate data system.
Hong Kong branch office established (currently ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.).
1992 / ISI-Dentsu Singapore Pte. Ltd. established (currently ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.) in Singapore.
1993 / Began offering I-DEAS Master Series (currently NX) 3D design software from U.S. firm Structural Dynamics Research Corporation
(currently Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.).
1994 / Began offering SCOPE (currently STRAVIS) consolidated accounting software.
Began offering STAFFBRAIN integrated human resources software for mid-sized companies.
Began offering Metaphase (currently Teamcenter) PLM software from U.S. firm Structural Dynamics Research Corporation
(currently Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.).
1997 / Established Hiroshima office (currently Hiroshima branch office)
2000 / Listed on the First Section of the Tokyo Stock Exchange.
Shanghai representative office established (currently ISI-Dentsu Shanghai Co., Ltd.).
2001 / Began offering Liquidity Management System (currently Stream-R) for New BOJ-Net (Bank of Japan Financial Network System)
KISCO Solutions, Ltd. made a subsidiary (name changed to Brainyworks, Ltd. in 2001, integrated with ISID in 2009).
iTiD Consulting, Ltd. (made a wholly-owned subsidiary in 2010) established as a joint venture with U.S. firm International TechneGroup Inc.
KEICHO, Ltd. (currently ISID InterTechnologies, Ltd.) made a subsidiary.
2002 / ISID Fairness, Ltd. established.
SIID, Ltd. made a subsidiary (name changed to ISID Technosolutions, Ltd. in 2004, integrated with ISID in 2009).
Began offering POSITIVE integrated human resources software for large companies.
2004 / Began offering RiskTaker (currently BANK・R) loan integration software for regional financial institutions.
2005 / ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd. established in Thailand.
2006 / ESTECH Corporation made a subsidiary.
2009 / Began offering iPRIME NAVI (currently iQUAVIS) design/development support software.
ISID Advanced Outsourcing, Ltd. (name changed to ISID-AO, Ltd.) established.
2010 / Beijing branch office established in China.
Began offering CLOUDiS cloud service.
2011 / West Japan branch office closed, and Kansai branch office, Chubu branch office, and Hiroshima branch office established.
ISID Open Innovation Laboratory established, an organization to develop new business utilizing leading-edge technologies.
Koozyt, Inc. made an affiliate.
2012 / Began offering iPLAss marketing platform service.
Began deploying “+fooop!”, a Social City Platform which connects people and cities.
Taiwan branch office established in Taiwan.
San Francisco office of ISI-Dentsu of America, Inc., established in the U.S. as a research and development site.
2013 / ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd. recommenced business operations.
ISID Business Consulting, Ltd. established.
PT. ISID Indonesia established in Indonesia.
Toyota branch office established.
2014 / ISID Engineering, Ltd. established.
Established 2020 Technology & Business Development Office, an organization to develop business solutions aiming Year 2020 and beyond.
2015 / Changed companyʼs fiscal year-end to December 31.
2016 / The FinTech Center of Tokyo FINOLAB established in Otemachi, Tokyo, an industry base to support growth of FinTech startup.
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Group Companies
国内子会社
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Domestic Subsidiaries

株式会社アイティアイディコンサルティング

iTiD Consulting, Ltd.
〒108-0075 東京都港区港南 2-17-1
2-17-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
TEL 03-6713-5700 FAX 03-6713-5899
www.itid.co.jp

海外子会社

Overseas Subsidiaries

ISI-Dentsu of Europe, Ltd.
City Point, 1 Ropemaker Street,
London EC2Y 9HT, United Kingdom
www.iside.co.uk

ISI-Dentsu of America, Inc.
www.isidentsu.com

株式会社ISIDインターテクノロジー

ISID InterTechnologies, Ltd.
〒108-0075 東京都港区港南 2-17-1
2-17-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
TEL 03-6713-5111 FAX 03-6713-5099
www.isid-intertech.co.jp

株式会社エステック

ESTECH Corporation
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 89-1
89-1 Yamashitacho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0023, Japan
TEL 045-661-1661 FAX 045-661-1664
www.estech.co.jp

株式会社ISID-AO
ISID-AO, Ltd.
〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
TEL 03-6713-5900 FAX 03-6713-5904
www.isid-ao.co.jp

・ New York Head Office
767 Third Avenue, 28th Floor New York, NY 10017, U.S.A.
・ San Francisco Office
717 Market Street, Suite 100 San Francisco, CA 94103, U.S.A.

ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.
www.isid.hk
・ Hong Kong Head Office
Unit 3202, 32/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road,
Causeway Bay, Hong Kong
・ Taiwan Branch
Room 862, 4th Floor, No.160, Section 2, Nan King East Road, Taipei,
Taiwan

ISI-Dentsu Shanghai Co., Ltd.
上海電通信息服務有限公司
www.isid.com.cn

株式会社アイエスアイディ・フェアネス

・ Shanghai Head Office
Room 1101&1106, Hongyi Plaza, 288 Jiujiang Road,
Shanghai 200001, China

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-8-1 日東紡ビルディング
Nittobo Building, 2-8-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, Japan
TEL 03-5202-1010 FAX 03-5201-7774
www.fairness.co.jp

・ Beijing Branch
17/F Ping An International Financial Center Tower B No 1-3,
Xin Yuan Nan Road, Chaoyang District, Beijing 100027, China

ISID Fairness, Ltd.

株式会社ISIDビジネスコンサルティング

ISID Business Consulting, Ltd.

〒108-0075 東京都港区港南 2-17-1
2-17-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
TEL 03-6713-5555 FAX 03-6713-5559
www.isidbc.co.jp

株式会社ISIDエンジニアリング

ISID Engineering, Ltd.
〒108-0075 東京都港区港南 2-17-1
2-17-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
TEL 03-6713-5533 FAX 03-6713-5544
www.isid-eng.co.jp

株式会社ISIDアシスト

ISID Assist, Ltd.

・ Shenzhen Branch
Room 716, Shenzhen Kerry Centre, Renmin Road (South),
Shenzhen 518005, China

ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.
20 McCallum Street #17-01 Tokio Marine Centre Singapore 069046
www.isidsea.com
ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.
11th Floor, Ramaland Building, No.952 Rama IV Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
www.isidsea.co.th

PT. ISID Indonesia
17th Floor, Menara Sentraya Jl. Iskandarsyah Raya No.1A,
Jakarta 12160, Indonesia
www.isid.co.id

〒108-0075 東京都港区港南 2-17-1
2-17-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
TEL 03-6713-9800 FAX 03-6713-9801

国内関連会社

Domestic Affiliated Company

クウジット株式会社

Koozyt, Inc.

〒105-0014 東京都港区芝 2-30-11 芝コトブキビル 3B
3B Shiba Kotobuki Building, 2-30-11 Shiba, Minato-ku,
Tokyo 105-0014, Japan
TEL 03-5439-5957 FAX 03-5439-5958
www.koozyt.com
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