
High-Quality ICT Solutions Standardized throughout 
the World

KDDI helps customers involved in global business to address the 

IT issues they face. Our broad-ranging service lineup spans from 

our industry-leading brand of data centers, “TELEHOUSE”, 

cloud services, and system integration. Used by more than 

2,000* corporate customers, these centers are available at 42* 

locations in 24 cities across 13 countries. To better serve the 

Greater China market, in November 2013 we opened our second 

center in Shanghai, “TELEHOUSE Shanghai Jinqiao.” This 

center secures our presence as the largest foreign-owned data 

center operator in this market.  

* As of June 2014

Partnerships with over 600 International Telecom 
Companies

KDDI’s cooperation with telecommunications carriers through-

out the world enables it to provide international telephone ser-

vices in more than 240 countries and regions. KDDI connects 

with more than 600 international telecommunications companies 

to provide international telephony services featuring broad cov-

erage and high quality. Leveraging the partnerships we have 

cultivated with these companies through international telephony, 

we also offer “GLOBAL PASSPORT,” the international au mobile 

phone roaming service.  

Initiatives in New Growth Markets

Based on the mobile phone and Internet business management 

expertise it has cultivated in Japan, KDDI is moving aggressively 

to take advantage of opportunities in growing overseas markets. 

In 1996, we invested in MobiCom Corporation, a Mongolian 

mobile phone operator, which continues to serve as the country’s 

leading operator*. Furthermore, in 2010 we invested in Locus 

Telecommunications, Inc., and Total Call International, Inc., two 

companies that are developing mobile communications business 

targeting the steadily increasing U.S. immigrant population. KDDI 

will continue to explore new emerging markets and work to sup-

port development of national telecom and IT infrastructure.  

* As of June 2014
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世界中で標準化された高品質な ICTソリューション

KDDIは、IP-VPNなどのネットワークサービス、「TELEHOUSE」
データセンター、クラウドサービスやシステムインテグレー
ションなど、幅広いサービスラインアップにより、お客さまのグ
ローバルビジネスにおける IT課題解決をサポートしています。
特に「TELEHOUSE」データセンターは、信頼性とサービス品質
を高く評価され、2,000社 *を超える企業のお客さまにご利用い
ただいており、13の国と地域、24都市、42拠点 *に展開していま
す。また、グレーターチャイナ市場においては、2013年11月に
中国・上海で2拠点目となる「TELEHOUSE上海金橋」を開設し、
外資系データセンター事業者としては、同市場で最大規模の事
業者としてのプレゼンスを確保しています。
* 2014年6月現在

600以上の海外通信事業者とのパートナーシップ

KDDIは、世界の通信事業者と協力して、240以上の国・地域に
向けて国際電話サービスを提供しています。KDDIが接続する
海外通信事業者は600以上にものぼり、広いカバレッジ、高品質
の国際電話サービスを支えています。また、国際電話で培った
海外通信事業者とのパートナーシップを生かし、au携帯電話の
国際ローミングサービス「GLOBAL PASSPORT」においても、
広いカバレッジを実現しています。 

新たな成長市場への取り組み

KDDI は、国内で培った携帯電話やインターネットの事業運営・
ノウハウをもとに、海外の成長市場への取り組みを積極的に進
めています。1996年には、モンゴルの携帯電話事業者である
MobiCom Corporation LLCに出資し、同社は、現在も、シェア
No.1事業者 *としてサービスを提供しています。さらに2010年
には、年々増加し続けるアメリカの移民の方々向けに携帯 

電話事業を展開するLocus Telecommunications, Inc. および 

Total Call International, Inc. に出資を行い、今では、多くのお
客さまにご利用いただいています。KDDI は、今後も新たな成
長市場への参入を目指し、取り組みを進めていきます。
* 2014年6月現在

 Global Solutions Segment
グローバルセグメント

「もっとグローバルへ！」̶ トータル&ワンストップで世界を結ぶ
“More Global!”—Providing the World with End-to-End Solutions

KDDIは、日本の国際通信のパイオニアとして蓄積してきた実績とノウハウを活用し、各国の文化、社会経済状況に合わせ、
携帯電話から固定通信、ソリューションサービスまで幅広いサービスを提供することで、世界各国のICT環境の整備を積極
的に推進します。
Leveraging the expertise we have accumulated as a pioneer in Japanese international telecommunications, we are now 

delivering reliable ICT infrastructure in countries around the world. We offer a wide range of services, from mobile phones and 

fixed-line communications to business-critical IT solutions, to match the needs of individual countries.  

Entering the Communications Business in High-Profile Myanmar

As one of its growth market initiatives, in July 2014 KDDI and Sumitomo Corporation 

entered an alliance to collaborate on joint operations with Myanma Posts and 

Telecommunications, the country’s national provider. With a population of around 65 

million*1, Myanmar’s mobile phone penetration rate is approximately 10%*2, while 

penetration of fixed-line telephony is only around 1%*2. KDDI plans to take advantage 

of the technologies and expertise it has built up in Japan to develop high-quality, 

efficient infrastructure in Myanmar, aiding the effort to provide stable communications 

services there. We will assist the country in its quest for economic development and 

the realization of a rich communications-based society.

*1 As of 2013 (source: IMF Statistics) 
*2 As of the end of 2012 (source: ITU website)

注目のミャンマーで通信事業に参入
KDDI は、新たな成長市場での取り組みとして、住友商事と連携し、2014 年7月にミャン
マー国営郵便・電気通信事業体（MPT）と協業し、共同事業を開始しました。同国の人口
は約6,500万人 *1で、携帯電話普及率は10%*2、固定電話普及率は1%*2 程度にとどまっ
ています。KDDI は、日本で培ったKDDI の技術・ノウハウを活用し、ミャンマーで高品質
かつ効率化したインフラ構築を進め、安定した通信サービスの提供をサポートします。 
同国の豊かなコミュニケーション社会の実現と、経済発展への貢献を目指します。
*1 2013年時点（出典：IMF統計）　
*2 2012年末時点（出典：ITUホームページ）

ミャンマーの携帯電話基地局アンテナ
Myanmar mobile phone base station antenna

ミャンマーでの調印式の様子
At the signing ceremony in Myanmar
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