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IJDS 行動指針
IJDSは先進デジタルテクノロジーと業界知識に精通した ITプロフェッショナル集団です

2020年、日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社（ISC-J）、日本アイビーエム・ソリューション・
サービス株式会社（ISOL)、日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社（IBIT）が3社統合し、
日本アイ・ビー・エムグループ最大の IT プロフェッショナル集団である日本アイ・ビー・エム 
デジタルサービス株式会社（IJDS)が誕生しました。

変化の激しいデジタルテクノロジーおよび社会経済の変化により、市場はより高付加価値を求め、
ビジネスモデル、業務プロセスの迅速な変革が必要となります。そのためには、変革を推進する
デジタル人材を確保し、新規領域の開拓と基幹業務の高度化を両輪で推進し、かつシステムの
安定運用とセキュリティを担保する必要があります。

IJDSは、先進デジタルテクノロジーと業界知識に精通した最高峰のITプロフェッショナル集団と
して、お客様の持続的なデジタル変革の実現のために、蓄積された業界知識と圧倒的な技術力
を活かして、迅速な IT ソリューション導入と堅牢な基幹業務の運用をご支援します。そして、
お客様の新しいビジネスモデルの構築、サービスや業務プロセス変革、システム開発、運用といった
あらゆる領域でのデジタル変革の促進を通じて、よりよい社会の実現を目指してまいります。代表取締役社長　井上 裕美

1.お客様第一主義 3. 多様性と変化を受け  
　  入れる文化

お客様における価値を考え抜
きます。

お客様のビジネス課題に対す
る解決策をご提示します。

お客様に新しいイノベーション
をお届けします。

国籍・ワークスタイルの違い
をはじめ、あらゆる多様性や
個性を尊重します。

仕事で関わるすべての人と
信頼関係を築き、互いを高め
合います。

現在のやり方に固執せず、
積極的に変化を受け入れます。
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圧倒的な技術力2.業界知識と

圧倒的な技術力
業界、業務の専門知識を蓄積し
お客様に信頼されるパート
ナーになります。

先進的なデジタルテクノロ
ジーの知識・スキルを習得し
続け、最高峰の技術力を維持
します。
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IJDS 企業理念
お客様の持続的なデジタル変革の実現のために
蓄積された業界知識と圧倒的な技術力を活かして
迅速な ITソリューション導入と堅牢な基幹業務の運用をご支援します

4. 多彩なITプロフェッ
　 ショナル
多彩な役割を経験し、ITプロ
フェッショナルとしてのキャリア
を拡大します。

ITプロフェッショナルとしての
スキルと経験を実証し、市場
から認知される人材になり
ます。



IJDS事業内容
IBMグループとしての英知を結集し
6つの事業部でお客様の成功と
変革のための トータルソリューションを提供します

基盤・サービス事業部

・IT 基盤の設計・構築・運用サービス
  の提供

・IT インフラの戦略・設計の提案

・サービス・マネージメント・オフィス
   の運営

・コマンドセンター、I/O センターの
   システム運用サービスの提供

・IT ヘルプデスクサービスの提供および
  AI を活用したヘルプデスクの効率化
  の推進

・IBM データセンターのセキュリティ
   並びに品質向上施策の推進

金融事業部

【事業方針】

金融系のお客様に求められる高信頼性を備えた堅
牢なシステム構築を継続すると共に、既存システ
ム高度化と新規領域開拓の両面から、デジタル変
革をお客様と共に推進・具現化します

【事業内容】

・金融業務に関するアプリケーション構築サービス

・金融業務に関するアプリケーション保守サービス

・金融システムの基盤構築サービス

・金融システムの運用サービス

イノベーション開発センター事業部

【事業方針】

イノベーション開発センターとしてインダストリー
カバレッジを拡大するとともに、培った開発技術
とデジタルテクノロジーを活用し、既存システムの
高度化とデジタル変革をお客様と共に推進します

【事業内容】

・アプリケーション構築サービス

・アプリケーション保守サービス

・IBM製品・アセット開発及び保守 

・先進的開発手法およびテクノロジーによるアプリ
ケーション構築

金融事業部

・金融業務に関するアプリケーション
構築サービス

・金融業務に関するアプリケーション
保守サービス

・金融システムの基盤構築サービス

・金融システムの運用サービス

社会・産業事業部

・製造業、流通業のお客様を主とする
   ITアウトソーシングビジネス

・ものづくりのトランスフォーメーション
   を進めるソリューションの提供、お客
   様との協働した構築と保守運用

・社会基盤を支える ITソリューション
   の提供、お客様との協働した構築と
　保守運用

・基幹業務を支えるERPソリューション
   の構築と保守運用

イノベーション開発センター事業部

・アプリケーション構築サービス

・アプリケーション保守サービス

・IBM製品・アセット開発及び保守 

・先進的開発手法およびテクノロジーに
   よるアプリケーション構築

デジタル事業部

・IJDS全社でのお客様のデジタル
   変革を支える人財育成と新しいワー
   クスタイルの推進
  
・FinTech、スマートファクトリーなど
   のデジタル・ソリューションのデザイ
   ンとアセット化、エコシステム形成
  を含む業際横断のソリューション展開
  
・先進的開発手法およびデジタル・テク
   ノロジーによるアプリケーション開発、
   システム基盤構築
 
・IBMグローバル標準、オープンソース
   のツールを活用したシステム運用サー
  ビスの高度化

ISV事業部

・IBM製品と他社製ソフトウェア・パッ
  ケージ製品の組み合わせによるトータル
  ソリューションの設計

・他社製ソフトウェア製品の技術支援、
   保守サービス、運用支援サービス



会社概要

本社および事業所

会社名

英語名

設立  

資本金 

株式構成

代表者　

事業概要

沿革

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 (略称 : IJDS)　

IBM Japan Digital Services Company

2020年  7月1日

1億円

日本アイ・ビー・エム株式会社 100%出資

代表取締役社長　井上 裕美

情報システムの企画・設計・開発・保守・運用にかかわる
コンサルティング、技術支援、受託サービスおよび 
IBM製品を補完する他社製ソフトウェア製品の提供

2020年  7月1日 以下3社統合
・ 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社（ISC-J）
・ 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（ISOL）
・ 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社（IBIT）

本社（箱崎事業所）

札幌事業所

新札幌事業所

札幌駅前事業所

札幌時計台事業所

札幌テクノパーク事業所

仙台事業所

幕張事業所

横浜北事業所

名古屋事業所

京都五条事業所

大阪事業所

大阪京橋事業所

福岡事業所

那覇壺川事業所

那覇久茂地事業所

〒103-8510　東京都中央区日本橋箱崎町 19-21 日本 IBM本社ビル

〒060-0005　札幌市中央区北 5条西 6丁目 2番地 2 札幌センタービル　日本 IBM札幌事業所

〒004-0051　札幌市厚別区厚別中央 1条 6丁目 3-1 ホクノー新札幌ビル

〒060-0005　札幌市中央区北 5条西 2丁目 5番 JRタワーオフィスプラザさっぽろ

〒060-0001　札幌市中央区北 1条西 2丁目 1番地 札幌時計台ビル

〒004-0015　札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-10

〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 14F 日本 IBM仙台事業所

〒261-8522　千葉県千葉市美浜区中瀬 1-1 日本 IBM幕張事業所

〒221-0022　神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9 D号ビル 日本 IBM横浜北事業所

〒450-6328　愛知県名古屋市中村区名駅 1丁目1-1 JPタワー名古屋 28階

〒600-8028　京都府京都市下京区寺町通松原下ル植松町 733 河原町 NNNビル

〒530-0005　大阪市北区中之島 3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 日本 IBM大阪事業所

〒540-6035　大阪府大阪市中央区城見 1-2-27 クリスタルタワー 35F

〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 3-26-29 日本 IBM福岡事業所

〒900-0025　沖縄県那覇市壺川 3-3-5 壺川スクエアビル

〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地 2-14-1 ジブラルタ生命沖縄那覇ビル

IJDS
IBM Japan Digital Services Company
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社

https://www.ibm.com/jp-ja/about/subsidiaries/ijds
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