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創立４０周年を迎えた
NTTアドバンステクノロジの事業拡大に向けた取組み

2 ②自治体向けビジネス ◆セキュリティソリューション

セキュリティ専門家不在の自治体・企業を中心に
セキュリティトータルソリューションを提供
高度な専門技術を核にした セキュリティトータルソリューション に注力する NTT アドバンステクノロジ（以下、
NTT-AT）
。
専門家不在の自治体・企業を中心にしたコンサルからインシデント対応支援までのネットワークセキュリティ
サービス＆ソリューションの取組み状況を紹介する。
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