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t】 special
個 性 が 光 り、社 会 を 動 か す。

能力 と情 熱 をかねそなえた精鋭 たちが、

もてる力を結集 して、社会 的な難 題 に挑 める企業 であ りたい。

日本総研は、そんな思いを原点に、

この国の産業界、社会に影響をもたらす数々のプロジェクトに参加 してきた。

若 くして培われていくリーダーシツプ。

自ら提案 し、巨大な組織 を動 かせるダイナミズム。

妥協 なく仕事 に取 り組める充足 感。

日本総研 が、社 員を尊重 し、社 員 に期待するのは、

一人ひとりが個性 をもったスペ シャルな存在であるか らだ。

そ して、これが採用 の思いへ とつなが っていく。

You are special

あなたのすべてを、ここで解 き放 ち、輝 いてほしい。
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総合情報サービスによる課題解決で

SMBCグループを次の未来へ。

日本総合研究所は、ITソ リューション・コンサルティング・シンクタンクの、

3つ の機能を有する総合情報サービス企業です。

日本総研 は、SMBCグループの総合情報サービス企業 として、

企業や社会 に対する新たな課題の提示・発信 (イ シュー・レイジング)か ら、

課題 に対する解決策の提示 と解決への取 り組み (ソ リューション)、

新たな市場や事業の創出 (イ ンキュベーション)な どを通 じ、

それぞれの分野で企業や社会が求める創造的な付加価値を生み出しています。

日本総研が担う役割は、本質を見据え、

これまでにない新たな価値 から未来を切 り拓 くことです。



OKeywords ofJRI 一 日本総研を知る5つ のキーワードー

金融 XtT
金融は、今や ITと 一体化しており、IT

戦略の先鋭化なくして、金融ビジネス

の発展はあり得ません。日本総研は、

金融のプロフェッショナル集団である

SMBCグループの一員であると同時

に、グループ各社の事業を ITで実現

するプロフェッショナル集団で売 金融

とITの 専門性を駆使して、先進的な

金融サービスを切り拓いていきま現

0

次世代の国づ くり

日本総研は、lTソ リューションの他

にも、ヨンサルティング・シンクタン

クの機能を有しています。「次世代の

国づくり」をス回―ガンに掲げ、経営

戦略・産業振興のコンサルティン久

内外経済の調査分析 ,政 策提言等の

発信、産業創造などを行っており、

社会 '産業のあるべき方向性を示し、

世界と共に発展する、活力ある日本

の実現に向けて活動しています。

0

戦略に深く踏み込む

単なるシステム開発に留 まらず、

グループ各社の事業戦略に深く踏み

込み、その実現に向けた企画 立案

から携わっています。また、企業の

経営戦略や産業振興 産業創造

など、様々な領域において深く戦略

に踏み込んだヨンサルティングサー

ビスを提供しています。

0
スペシャリストXジェネラリスト

日本総研の lTソ リューションは、

lTの 側面から金融の業務モデルを

構築するITコ ンサルティングの仕事、

大きなプロジェクトを統括しマネジ

メントする仕事、テクニカルスペシャ

リストとして技術面でソリューション

の価値を高める仕事など、文系 ,理 系

に関わら式 適性を活かしたキャリア

形成が実現できます。

0

グローバル展開

日本総研では、ニューヨーク、ロン

ドン、上海、シンガポールの海外拠

点を置き、高度ナょソリューションを

提供しています。多くの日本企業に

とって、グローノ＼ル展開は大きな経営

課題です。グループ各社の海外進出は

もちろん、様々な企業のグローバル化

の推進もサポートしています。

0



SMBCグループの戦略をITで 牽引し、

これまでにない新たな金融サービスを創出する。

IT戦略の立案から、システムの企画。開発、プロジェクトマネジメントに至るまで、

SMBCグループにおけるITに 関わる業務を一貫して担うことで、

金融サービスの根幹を支えています。

バンキング

海外との輸出入取引を行うお客様への

サービスを強化すべく、インターネット

を活用した最先端の外国為替先物予約

取引サービス「i― Deal(ア イ・ディー

ル)」 によって、貿易取引の合理化を

実現しています。三井住友銀行の主要

チャネルの一つであるSMBCダイレ

クトにおいては、残高照会や振込を

はじめ、住宅国―ンの繰上げ返済や

電子マネーヘのチャージなど、多くの

機能を備え、利用者目線での使いやす

さや高セキュリティを実現しています。

クレジットカード・信販

パソコンやスマートフォンを使っていつ

でもクレジットカードの利用状況などを

確認することができる「Vpass」 は国内

最大規模のクレジットカードサイトに

成長しています。また、関西地区を中心

に今や全国で利用できるようになった

乗車システム“PiTa Pa"tよ 、日本総研と

三井住友カードが開発しています。加え

て、電子マネー機能として、NTTド コモ

と三井住友カードとともに「iD(アイ

ディ)」 の ITプ ラットフォームを構築

するなど、新たな決済機能を提供する

事業も手掛けています。

フ ァイナ ンス リース

SMBCグループと住友商事グループと

いう、日本を代表する企業グループを

背景に安定した経営基盤を有する三井

住友ファイナンス&リ ース。その基幹

システムの構築から、会計基準変更、

法改正などによるサービス見直しなど、

業務の根幹となるプラットフォームを

支えています。変化を続けるリース業界

の中で多様化・高度化するニーズに

応えるべく、高度な ITに よってフアイ

ナンスリース事業を支えています。

先 端 技 術 。セ キ ュ リテ ィ

フィンテック企業などの金融事業参入

が加速する中、先進的な金融サービス

の実現 に向 け、人 工 知 能 (AI)や
ブロックチェーンなど、最先端テクノ

ロジーの実用化に取り組んでいます。

特 に、人工知能 に関 しては、コール

センター業務やカード不正使用検知

などでの積Ⅲ3貫 的な活用に向けて取 り

組みを推進 しており、また、サイバー

セキュリティー分野においても、膨大

なセキュリティー情報からの効率的な

有効情報の抽出・分析などでの活用を

見込んでいます。

ITソ リューション



キーワードは、「次世代の国づくり」。

グローバルな視点で、活力ある国づくりを推し進める。

広範な分野におけるコンサルティングサービスを展開するコンサルティング部門、

日本を代表するシンクタンクであるインキュベーション部門及びリサーチ部門が、官公庁から企業まで、

幅広い分野におけるお客様の課題解決に取り組んでいます。

「倉u造 と変革のパ…トナー」として、社会・産業の

変化に向き合い、クライアントである大企業、

中堅企業、政府、自治体に対して、具体的な施策

提案や実行支援、政策の提言など「日本が世界に

通用するための競争力の向上」に貢献すべく、

幅広く活動しています。

<主な事例>

□事業戦略・新規事業戦略コンサルティング

□M&A戦 略・ポストM&A
□産業政策・地域活性化

□PF1/PPP事 業アドバイザリー

持続可能な経済活動促進、環境・エネルギー

問題、公共事業改革、地域の交通問題や高齢者

問題、農業改革など、次世代に向けた社会的な

課題解決をテーマに掲げ、ビジョンを提示し、

実現に向けた「戦略」と「実行」の支援を行つて

います。

<主な事例>

□海外スマートシティ、次世代交通システム、

次世代エネルギー

□農業、介護

□ESG、 インパクト・インベストメント

日本、アジア、欧米を中心とした、グローバル

経済・市場の分析 。予測に関する情報発信を

しています。また、成長戦略、行財政改革・税制、

社会保障制度、金融制度など、主要な経済社会

分野についての政策提言を行い、活力ある経済

社会の実現を目指しています。

<主な事例>

ロマクロ経済調査

(日 本、米国、欧州、アジス その他新興国等)

□政策研究・提言活動

(税制、社会保障改革、アジアと日本経済の関係等)

コンサルティング インキュベーション リサーチ



<日 本総研 学生向け情報サイト>

https:〃wwwHiri― Careerttcom/

You are special
個 性 が 光 り、社 会 を動 か す。
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