COMARCH
の概要

COMARCHは先進的なITソリューションをグローバルに幅広くご提供する ソフ
トウェアベンダーです。 世界60ヶ国で何千ものプロジェクトを

四半世紀にわ

たってデリバリーして参りました。

COMARCHは通信事業、金融／保険、医療、航空、石油販売、公共インフラといっ
た業界で知られ、
また、ERP、ロイヤリティ管理やヘルスケア向け ソリューション
の提供ベンダーとしても知られております。 これらすべてにおいて、COMARCH
は最先端のアーキテクチャと先進的で幅広い製品を ご提供しているとも認知さ
れております。

私共のお客様は、過去のプロジェクトのご経験から私共をイノベーションを 前
面に押し出し、積極的に研究開発に投資する会社である、
とご認識された

上で

私共にご相談をされます。 COMARCHの会社としての柔軟性は製品にも反映さ
れ、私共がお届けするソリューションは全てお客様に合わせて ご提供しており
ます。
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革新的に「つながり」
を構築
COMARCHはビジネスとお客様のつながりを革新的なテクノロジーを通じて構築しております。 実績のある代表的なソリュ
ーション分野は以下の通りです。
nn M2M プラットフォーム： 多国籍で複数事業者に提供

する環境で、IoTの エコシステムや管理されたコネク
ティビティをご提供するためのベースを モバイル オ
ペレータにご提供します。

nn ロイヤリティ管理： 個人や法人のお客様とのリレーシ

ョン管理とターゲット マーケティングを行うための
先進的で幅広い機能を持つソリューションです。
nn スマート シティ： コミュニティをつなぐインテリジェン

nn NFV/SDN：先進的なサービスとシームレスなデジタル

エクスピアリンスを 通信事業者のお客様にご提供致
します。

トなプラット

フォームです。

nn ゲミフィケーション： ゲームや物語を活用してお客様

や従業員と 交流したり、関心を高めます。
nn ヘルス シティ： 患者のケアや設備管理を先進のITソリ

ューションを使い、 街や地域で提供されている全て
のメディカル サービスと繋ぐことで 改善します。
nn リモート メディカル ケア： 患者の状態を定常的に監

視し、予防や病院 施設外で健康診断を可能にする、
自動化された先進の遠隔医療サービスを 提供するこ
とが可能です。

nn COMARCH IoTソリューション： スケーラブルなIoT製

品を作ることを
可能とするソフトウェアとハードウ
ェアを組み合わせた、柔軟でセキュアな エンド・ツゥ・
エンドの ソリューションです。
nn COMARCH IoT デバイス： COMARCH IoT プラットフ

ォームBluetooth Smart、Wi-Fi、３G等で接続するスマ
ート デバイス 製品シリーズです。
nn COMARCH IoT ラボ： 工業デザインや迅速なプロトタ

イプの作成、小規模 生産と品質管理に適した、洗練
された基礎的設備です。

nn 金融資産管理： バーチャル リアリティを取り入れた、

マルチ モジュールの投資システムです。
nn COMARCH ERP Altum:

柔軟で多言語をサポートす
る、個々のビジネス 要求に応えることが可能なビジ
ネスプラットフォームです。

nn COMARCH iBARD：

モバイル デバイスやデスクトッ
プ デバイスから アクセス可能な セキュアにクラウ
ドバックアップとストレージと同期、共有とコラボレー
ション機能なクラウド サービスです。

nn BI
（Business Intelligence）
： 戦略策定の手助けとな
nn COMARCH ERP XT： 小規模企業向けに簡単に利用で

きるクラウドベースの請求書発行アプリケーションです。
nn Comarch e-コマース： 中小規模企業向けB2C、
B2B 及

び B2C2B

インターネット販売のプラットフォームです。

る情報抽出等、
競争優位を維持するための、
個々にカス
タマイズしてご提供するソリューションとサービスです。
nn 対話型AI – 音声コントロール インタフェースを採用し

た、個人金融資産を 記録するシステムです。

nn 声紋と虹彩を利用したバイオメトリック： 新方式を採

用したセキュアな
ユーザ認証システムで、モバイル
デバイス上でも動作可能です。

顧客
TELECOM CUSTOMERS

SELECTED CUSTOMERS
IN OTHER INDUSTRIES

COMARCH テレコム 向けソリューション
COMARCH OSS/BSSは以下の特徴を備えております。
nn フロスト＆サリバンやand Informaといった市場調査機

関からOSSトランス フォーメーションの分野で高い評
価を獲得。

nn 迅速に
「Quick Win」を可能にする、全て自社でコーディ

ングした製品。
nn 広範囲な機能をサポートしたBSSとOSSのソリューショ

nn GartnerのMagic Quadrantでも4年間 名前が挙がり、
「

ン。

チャレンジャー」
として評価される。
nn 透明性の高いロードマップと将来の拡張に備えたデー
nn 通信インフラのマネタイズ、
ITアーキテクチャの簡素化、

及びビジネス
プロセスの効率化といった分野全
般に亙り、通信事業者を支援した経験。

タモデルとAPIを
備えた、費用対効果が高く、か
つ拡張性が高いフレームワーク。
nn お客様のニーズにお応えできる柔軟で設定可能な製

nn 大規模な通信事業者でのトランスフォーメーションプ

ロジェクトの経験で
ウハウ。

品。

培ったエンジニアリングのノ
nn プロジェクトの初期から完了までを完全にサポート。

nn レガシーシステムとの相互運用の経験。

nn 最も効率の高い導入を支援するコンサルティング サー

ビス。

通信事業者ビジネスの戦略分野を全て網羅した単一でエンド・ツゥ・エンドのポートフォリオ
BSS ソリューション
IOT エコシステム

販売と顧客管理

請求と課金

カスタマイズされたBSS

M2M Platform

Customer Management

Convergent Billing System

Smart BSS

M2M Actionable Analytics

Self Care

InterPartner Billing

B2B Solution

Digital Services Platform

Sales Channel Management

MVNO/MVNE Solutions

IoT Monetization Suite

OSS ソリューション
先端の運用管理システム

ネットワークとサービス
アシュアランス

リソース管理

サービス デザインと
フルフィルメント

NFV/SDN

Customer Experience

Network Inventory Management

Product Catalog

SON (Self-Organizing Network)

Management

Network Planning

Omnichannel Order

SON Integration Box

Service Quality Management

Network Auto-discovery &

Management

Customer-centric OSS

Service Assurance

Reconciliation

Service Fulfillment

OSS/BSS Data Analytics

Network Configuration

Field Service Management

Management

Service Inventory

Network Consolidation for M&A

プロフェッショナル サービス
ビジネス コンサルティング

マネージド サービス

BSS/OSS トランスフォーメーション

エンド・ツゥ・エンドの
プロジェクト デリバリー

Comarchは、
製品フレームワークと、主なコンテンツサービス プロバイダー（CSP）の重要イニ
シアチブをサポートするビジョン ―CSPが、SDN/NFV・OTT・ビッグデータ・IoT・新規の垂直型ビ
ッグデータ産業エコシステムへのOSS投資から収益を上げる方法など― を持ち、収益増や業
務効率および顧客体験の向上をサポートしています。

Gartner,（2016年）

Comarchについて
1993年以降、Comarchの電気通信ソリューション専門事業部は、世界的大手電気通信企業と提携し、
その業務方法を変換させてきました。
業界で高く評価され
るComarchの電気通信事業者向けOSSおよびBSSソリューションは、電気通信事業者の業務の標準化やシステムの簡略化を支援し、ビジネス効率性と収益を増
加させ、顧客体験を強化、
また革新的サービスの商品化をサポートします。 Comarchの電気通信事業者向けソリューションのお客様には、Telefónica、Deutsche
Telekom、
Vodafone、KPN、Orangeが含まれています。
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