お客様事例

NTT東日本 様
社内ポータルサイト「i See」の再構築により
社内外を網羅したセキュアかつスムーズな情報共有を実現
組織の再編成と厳格化するセキュリティ要件により、
グループ企業の情報集約・連携強化を図る新たな情報基盤
が求められたNTT東日本。これに対して同社では、社内ポータルサイト
「i See」を構築し、ブラッシュアップを重
ねることで、社内だけでなく社外パートナーともセキュアかつスムーズな情報共有を実現した。さらに今後は、他
事業部での利用促進に向けてi See自体をAPI化するような取り組みも検討されている。
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NTT東日本の本社、支店、
グループ会社の情報集約・
連携強化を目的とした社内
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ニケーションの円滑化を図
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事業概要 日本電信電話株式会社（NTT）の
再編成に伴い誕生した、NTT東日
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