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自分が置かれている立場・役割・状況をよく認識し（自覚）、

何事も自ら進んで積極的に行い（自発）、

自分自身を管理する（自治）姿勢で、前向きに仕事に取り組むこと。

三自の精神
「自発・自治・自覚」

キヤノングループ行動指針

共生
キヤノングループ企業理念

キヤノングループの企業理念は『共生』です。

わたしたちは、この理念のもと、文化、習慣、言語、民族などの違いを問わず、

すべての人類が末永く共に生き、共に働き、幸せに暮らしていける社会をめざします。

しかし、経済、資源、環境など、現在、地球上には共生を阻むさまざまな問題があります。

キヤノンは、共生に根ざした企業活動を通じて、これらを解消するため、積極的に取り組んでいきます。

真のグローバル企業には、顧客、地域社会に対してはもちろん、

国や地域、地球や自然に対してもよい関係をつくり、社会的な責任を全うすることが求められます。

キヤノンは、「世界の繁栄と人類の幸福のために貢献していくこと」をめざし、

共生の実現に向けて努力を続けます。
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キヤノンITソリューションズは、キヤノンマーケティングジャパングループにおいて

ITソリューション事業の中心的な役割を担っています。

私たちは、数多くのシステム開発によって蓄積したノウハウと情報セキュリティやクラウドサービスなど、最新のIT技術に

基づいた高度なソリューションを提供することで、お客さまからの信頼を築いてまいりました。

金融、製造、流通、文教などの業務系システム領域におけるコンサルティングから開発、運用、保守に関わるトータル

サービスの提供に加え、近年社会的にますます必要性が高まっているAI、IoT、ビッグデータなどの積極的な活用により、

さまざまなソリューションをお客さまに最適な組み合わせで提供していきます。

また、組込み系システムの領域においても、これまで培ってきた要素技術である画像技術、通信技術などの経験をベースに、

コンシューマ製品から産業機器までの幅広い分野でシステムを開発するとともに、

自動車業界向けの車載制御システムの開発も進めてまいります。

ビジネスのグローバル化の進展とともに、現在はお客さまの活躍の場が海外にまで広がり、

グローバルなサポートが求められるようになってきております。

私たちは従来より展開している北米や中国の拠点に加えて、近年東南アジアでの拠点開設を進め、

アジア圏への事業展開を目指すお客さまを、日本と現地の双方から強力にサポートできる体制を整え活動しています。

今後もキヤノンITソリューションズは、お客さまの多種多様なニーズにお応えするとともに、

システムのライフサイクル全般をワンストップにて対応できる「真に頼れるITパートナー」として、

お客さまのビジネスと社会の発展に貢献してまいります。

社長あいさつ

キヤノンITソリューションズ株式会社

代表取締役社長



マーケティングイノベーションを継続的に行ない、ビジネスのあらゆる領域での
ITソリューションの提供を通じて、お客さまの創造力を支援する最高の価値を提供する
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※キヤノンITソリューションズ（株）の子会社（9社）を記載しています。  

ITソリューションセグメント ビジネスソリューションセグメント イメージングシステムセグメント 産業・医療セグメント

キヤノン（株） キヤノンマーケティングジャパン（株）

キヤノンITソリューションズ（株）
SIおよびコンサルティング、各種ソフトウェアの開発・販売

グループ従業員数：4,508名

スーパーストリーム（株）

クオリサイトテクノロジーズ（株）

エディフィストラーニング（株）

Canon Software America, Inc.

佳能信息系統（上海）有限公司

Canon IT Solutions （Thailand） Co., Ltd.

　 Material Automation（Thailand） Co., Ltd.

　　   ASAHI-M.A.T. Co., Ltd.

　　   MAT Vietnam Company Limited

経営基盤ソリューション（会計・人事給与）「SuperStream-NX」の企画、開発、販売

Javaに特化したシステム開発、データセンターの運営、維持と付帯するサービス

人材育成コンサルティング、各種研修および付帯するサービス

グループ企業向けの各種ビジネスアプリケーションソフトウェアの開発・運用　

日系企業やグループ企業向け中心のSIおよびコンサルティング、キヤノン製品に関わるソフトウェア製品の開発、販売

タイ、ベトナムのグループ企業の事業統括

ITハードウェアからソフトウェアに関わる提案、販売、サービスの提供

タイ国内におけるCAD/CAM/CAEの販売、サポート

ITハードウェアからソフトウェアに関わる提案、販売、サービスの提供

キヤノンマーケティングジャパン（株）
ITSカンパニー

真に頼れるITパートナーへ

ミッション

ビジョン

2017年7月現在

私たちは、創造的なソリューションや新たな事業分野を自らが創造する企業グループ
として進化していきます。

CREATE

創る

私たちは、システムのライフサイクル全般におけるサービスをグローバルな視野で提供し、
お客さまより大きな信頼を得ることのできるITパートナーを目指します。

CONNECT

結ぶ

私たちは、社会課題の解決に貢献する新しいサービスを創り出し、しごと・くらし・社会
を支えていきます。

SUSTAIN

支える



I Tソリューションの事業領域

企画・提案から設計、構築、運用、保守
までシステムのライフサイクルをトータル
にサポート。SIサービス、ITインフラ・
サービスからエンベデッド、プロダクト
まで幅広い事業領域でお客さまのニーズ
に対応。安心で、高品質のソリューション
を、ワンストップで提供します。

お客さまの課題を、トータルでサポート。
IT分野でワンストップ・ソリューション
を実現します。

1 . トータルサービス

IT業界の黎明期より培い醸成した技術
とグループ会社との連携で得られる知見
を活かしたソリューションを提供します。
日本企業のグローバル展開においても、
日本と現地の双方からサポートする
体制を整えています。

ITグループ各社の技術と経験をベースに、
多岐にわたるお客さまに、高品質な
ソリューションを提供します。

3.グループ総合力

徹底的な品質管理と、長年蓄積してきた
研究成果を礎に、先進の技術開発に
取り組んでいます。また知的財産活動
を積極的に推進し、お客さまへの付加
価値提供に努めています。

長年培った幅広い知識と技術をもとに、
新たな価値の創造を追求します。

2.技術力

お客さまの課題解決に向けて
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ITインフラ・
サービス事業
強固なIT基盤の構築と

アウトソーシングサービスの提供で
業務の効率化を支援します。

プロダクト
事業

多彩なパッケージソフトウェアや
ITプロダクトを
スピーディに
提供します。

SIサービス
事業

お客さまのニーズに合わせた
最適なシステムを
提供します。

エンベデッド
事業

高い技術力と
豊富な経験を活かした
組込みシステムを
提供します。
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SIサービス事業 ［インダストリー（業種）］

金融ソリューション

銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど幅広い
金融分野の業務アプリケーション開発・基盤構築・運用
管理までのトータルサービスを提供します。また海外の
優れたパッケージと金融業務に精通したSEによるスク
ラッチ開発を合わせたソリューション、さらに金融機関
向けクラウドサービスも視野にいれて活動しています。

製造ソリューション

組立加工業やプロセス業に対して生産管理ソリューショ
ンを中心に、品質向上、コスト削減、短納期などの課題を
ITで解決。キヤノングループで培ったノウハウをベース
に上流コンサルからシステム提供、運用、保守までをトー
タルサポート。またアジアを中心にお客さまのグローバ
ル経営を支援する体制を整えています。

公共・流通・サービスソリューション

エネルギー業界での豊富な実績をベースに、ミッション
クリティカルなニーズや法規制対応など業界特有の要
件に対応した提案、構築、保守までをトータルにサポー
トします。流通・サービス業向けには、需要予測やEDI分
野の自社パッケージを中心にしたソリューションで業務
改革を支援します。

文教ソリューション

少子化による学校間競争、差別化などの環境変化にお
かれている学校の価値向上にITで貢献します。研究・
教育・学生サービス向上のための幅広いソリューション
を展開しています。（教務システム、ポータル、PC教室、
ＬＭＳなど）

豊富な導入実績と高度な技術力、強力な開発体制を強みに、品質と顧客主語に徹底的にこだわったシステム開発に取り組んでいます。

競争力強化、グローバル化、情報セキュリティ対策、コスト削減など、企業活動を支えるシステムには、さまざまな対応が求められていますが、

西東京データセンターを核とする強力なファシリティを武器に、システム基盤に安心、安全、信頼をお届けし、

システムのライフサイクル全般にわたるトータルサービスで、お客さまの継続的成長に貢献します。

お客さまの価値創造に貢献するトータルサービスを提供

クラウド
サービス

データセンター
サービス

システム
運用サービス

システム基盤
構築サービス

最新のクラウドコンピューティング技術、マルチベンダーの強み、
トータルサポートを駆使し、プライベートクラウドの構築・運用・
保守、ならびにハイブリッドクラウドの構築など、お客さまのクラ
ウド活用をトータルに支援。また当グループ内で実践したノウハウ
をバックボーンとして、自社クラウドサービス「SOLTAGE」を提
供します。さらにパブリッククラウドとの連携ではAWSのアドバ
ンスドコンサルティングパートナーを取得。お客さまのクラウド環
境構築・運用において信頼性やセキュリティ向上、低価格化など
を実現します。

クラウドサービス

基盤技術に精通した技術者が、お客さまのニーズや目的、投資対効
果など多角的な観点からマルチベンダー方式で最適なシステム基
盤の設計から構築までを支援します。運用面においてもJP1や
Tivo l iなどの運用ツールを活用した設計・構築に対応します。ま
た、仮想化技術を活用したシステム統合化や標準化などプライベー
トクラウドへの対応にも力を入れています。

 システム基盤構築サービス

日本のインターネット事業の黎明期から続くISP事業者としての実
績を基に、「西東京データセンター」をはじめとする自社データセン
ターにおいて、システム運用の専門部隊がシステムアウトソーシング
の各種サービスを提供します。基幹系システムからDRサイトまでさ
まざまなシステム運用をサポートし、お客さまの運用コストの削減、
サポート体制の充実を実現します。

システム運用サービス

東京から約1,600km以上
同時被災を回避

ITインフラ・サービス事業

Integration
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SIサービス事業 ［クロスインダストリー（業務・非業務）］

ERPソリューション
累計8,400社近い導入実績を誇る財務会
計・人事給与パッケージ「SuperStream」、
豊富な基本機能と高カスタマイズ性能の
生産管理システム「MCFrame」などを
中核とするERPソリューションコンセプト
「AvantStage」により、グローバル時代の
経営課題の解決に貢献します。

アプリケーション開発基盤

Webアプリケーション100%自動生成ツール
「Web Performer」、ワークフローシステム開発ツール
「Web Plant」により、高速・高品質の開発を実現し、企
業競争力を向上させる高速開発ソリューションを提供。
また、HTML5対応のマルチデバイス、クロスプラット
フォーム向け開発環境フレームワーク「Sencha」とも
連携します。

需要予測ソリューション

需要予測・発注計算エンジン「FOREMAST」を活
用し低コストで使いやすい需給計画システムを提
供。経験豊富なコンサルタントがシステム導入、継
続的需給マネジメント改善まで一貫してサポートし
ます。

CRM・BIソリューション
企業の競争優位性を高め、新たな市場の創
造を実現するCRMソリューションを、豊富
な実績とノウハウでサポート。また、IoT、デ
ジタルマーケティング領域にも対応する情
報資産の視覚化のニーズに併せて、ビック
データ時代のBIソリューションの構築支援
も行います。

マイグレーション
メインフレームなどの大規模システムを安
全かつ迅速にオープンシステムへ移行し
ます。豊富な実績と柔軟にカスタマイズで
きる自社製ツール、ノウハウを蓄積したマ
イグレーション専門部隊が強みです。お客
さまのITコスト削減とIT基盤刷新を実現
します。

エンベデッド
事業

プロダクト
事業

SIサービス
事業

ITインフラ・
サービス事業

Integration

データセンターサービス

「西東京データセンター」はティア４レベルの国内最高水準の
建築・設備で、高い堅牢性のビルファシリティ、冗長化された
電源設備・空調設備、高度なセキュリティを備え、お客さまの
次世代ＩＴ基盤として活用できます。
また沖縄にもデータセンターを所有し、BCP対策センターとしても
利用できます。コロケーション、ハウジング、クラウドサービスなどで
お客さまのニーズに応えます。

沖縄データセンター特長（DRサイト）

・地震係数が0.7と低く、地震に対する危険度が低い地域
・首都圏から1,600km以上離れ同時に被災するリスクを低減

●DRサイトとして最適な環境

・金融機関向けに定めた情報セキュリティのガイドラインに即している

●FISC「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」に
　準拠した建物

西東京データセンター特長（ファシリティ強化）

・ティア4対応（一部オプション）
・免震/制震装置
・床耐荷重　1.5t/㎡

●国内最高ランクのファシリティ

・都心より1時間圏内
・武蔵野台地のほぼ中央（N値≒50以上）

●システム運用に最適なロケーション

・3Dボディスキャナー採用
・ローターゲート
・ICカード/生体認証
・X線持物検査装置

●高度なセキュリティ施設

・マルチキャリア対応
・異ルート引込回線可能
・InterNet回線の冗長化

●冗長化された回線環境

・PUE＝1.4設計
・高効率空調システム
・局所冷却設備
・自然エネルギー利用

●環境に配慮したグリーンDC
西東京データセンター
次世代型メインサイト

沖縄データセンター
ディザスタリカバリーサイト

東京から約1,600km以上
同時被災を回避
東京から約1,600km以上
同時被災を回避

ITインフラ・サービス事業



Embedded 

高度な要素技術に基づき、デジタルイメージング機器（デジタルカメラ、プリンター、デジ

タル複合機）、産業機器（半導体／液晶露光装置、FA）、医用・医療機器、車載機器、情報

端末、家電製品といった幅広い分野で、設計・開発から品質検証までのプロセスにおい

て最適なサービスをお客さまに提供します。

お客さまの「ものづくり」を支援

●半導体露光装置
●液晶露光装置
●3Dマシンビジョンシステム
●自動改札機

●眼底カメラ
●デジタルラジオグラフィ

●デジタル複合機
●オフィスプリンター
●ネットワークカメラ
●業務用レコーダー

●車載ソフトウェアプラットフォーム
（AUTOSAR ）
●カーナビゲーション
●ハイブリッド制御
●オートマチック制御
●車両診断システム
●車載カメラ

●フィーチャーフォン
●スマートフォン
●タブレット

コンシューマー
機器 オフィス機器

産業機器医療機器

自動車情報端末
組込み

ソリューション

品質検証サービス
コンシューマー機器から事務機、産業機器に組み込まれている各種ソフトウェアお
よび関連するPC／Webアプリケーションソフトウェアに対して評価プロセスの
策定・改善からテスト実施まで、テストプロセス全般を支援します。品質検証から
品質向上のためのコンサルティングを通じて、お客さまの課題／問題を解決
し、「ソフトウェア品質の向上」と「検証の効率化」を目指します。

アプリケーション開発
製品搭載GU I、PCアプリケーションと
Webアプリケーションを中心に開発を
行っています。特にイメージング／通信／
車載制御／情報端末などのアプリケーショ
ン開発実績があります。さらにWindows、
Linux、Mac OS、iOS、Androidなどの
各種OSにわたった技術力が強みです。

ファームウェア開発
キヤノンの数々の製品開発で、長年にわたり
培った組込みシステム開発技術とノウハウ
を駆使し、キヤノン製品機器から車載機器
／情報端末／家電製品などのキヤノン以外
の機器まで領域を広げています。また、
製品仕様のみならず、性能の向上、ユーザ
ビリティの向上、ソフトウェアの高品質化
を追求します。

ミドルウェア開発
画像技術や通信技術、組込みデータ
ベース、セキュリティなどの要素技術を
強みとして、ミドルウェアやデバイスドラ
イバの開発を行っています。デジタル
イメージング機器、産業機器、医用・
医療機器などへの搭載実績があり、機能
の差別化やパフォーマンスの最大化に
貢献します。
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SIサービス
事業

ITインフラ・
サービス事業

プロダクト
事業

エンベデッド
事業

●デジタルカメラ
●デジタルビデオカメラ
●デジタルTV
●Blu-rayレコーダー



Product

国内外で多くの実績をもつビジネスソフトウェアと各業界トップクラスの技術力により、

お客さまの経営戦略実現や永続的発展に貢献する多彩なソリューションを提供します。

専門性の高い業界において、長年の実績に裏付けられた盤石の開発力・提案力・技術

サポート力でお客さまの要望にお応えします。

お客さまのニーズに適した
ソフトウェアとソリューションを提供

法務・知的財産
効率的できめ細かい管理が可能な、契約
業務管理ソリューションと特許管理ソ
リューションの提供により、戦略的な企業
活動を支援します。

組版・DTP
出版・印刷・新聞業界に向けた製品開発・
販売実績をもとに、あらゆるドキュメント製
作を強力にサポートする製品とソリュー
ションを提供します。

端末エミュレータ
各社メインフレームのオンライン端末機能を実
現する端末エミュレータシリーズ「TCPLink」
を提供しています。さまざまな接続手順や環
境に対応した豊富なラインナップと、20年以
上におよぶ実績と経験により、お客さまのニー
ズにあわせたシステムを構築します。

画像ソリューション
製造ラインにおける、部品の取付け・加工・不
良品の検出検査など、各工程の自動化を支
援するために、画像処理技術を使ったソリュー
ションを提供します。

FAソリューション
監視制御や製造ビッグデータの管理活用な
ど、工場やプラントの見える化を支援して、も
のづくりの生産性を高めるための各種用途
に応じた製品とソリューションを提供します。

Web会議
Web会議システム「IC3（アイシーキューブ）」
を活用し、遠隔地を結んだビデオ会議やアプ
リケーション共有などの遠隔コラボレーション
環境を安全に構築することが可能です。モバ
イルでの使いやすさや安定した品質を活かし
て、移動コスト削減やコミュニケーション活性
化による生産性向上に貢献します。

セキュリティ
情報セキュリティ対策はCSR活動の重要
な一環となっています。スマートデバイス
の多様化やソーシャルネットワークの業務
利用など、新しいテクノロジーの普及に
伴い情報セキュリティの脅威も拡大して
います。ゲートウェイからエンドポイント
まで包括的なソリューションを提案します。

エンジニアリング
3 D ソリューションをキーワードに 、
CAD/CAM/CAEからPLM/PDMまで、
お客さまのものづくりに変革をもたらすソ
リューションを提供します。また、3Dの仮想
物体を現実世界と融合させ、まるで実物がそ
こにあるかのような臨場感を体験できるMR
（Mixed Reality）技術を用い、ものづくり
のパラダイムシフトを推進します。キヤノング
ループをはじめとする多くのお客さまへの導
入実績から得たノウハウや開発・技術力を活
かし、お客さまの視点に立ってさまざまな
ニーズにお応えします。

EDI
パッケージ製品の提供からシステム開発・保
守サポートまで、ワンストップ体制でEDIシス
テムの構築を支援します。汎用EDIの他、流
通BMS、医薬品安全性報告ED I、貿易
EDI、Web-EDIなどさまざまな業界、業務
に対応する製品と30年来の実績に基づくノ
ウハウを背景に、お客さまの業務効率化に
貢献します。

EDI運用管理公
衆
／

I
S
D
N
回
線

E
D
I
業
務
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

基
幹
シ
ス
テ
ム

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
網

取引先 お客さま

JCA手順
全銀BSC手順
全銀TCP/IP手順

汎用EDI

インターネットEDI

流通BMS（ebXML  MS・JX・AS2）、
メールプロトコル、FTP、SFTPなどに対応

データ変換
CSV・XMLファイル等の相互変換・
文字コード変換

業務特化型EDI
医薬品業界、流通業界、貿易業務などに対応

Web-EDIシステム

CIIトランスレータ
EDIFACTトランスレータ
汎用トランスレータ
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SIサービス
事業

ITインフラ・
サービス事業

エンベデッド
事業

プロダクト
事業



お客さまに「安全と安心」を提供し
「信頼される」企業を目指して

お客さまにご満足いただける製品やサービスをご提供するために、
社員一人ひとりが品質マネジメントに準拠した活動を行い、品質改善に努めています。

「プロジェクト監理」、「品質監理」には、「管理」ではなく「監理」という言葉を用いています。
これは、「監」という文字の下の“皿”という部分が、目を横にした形であることから「体を横にして天井から覗き込む」、「やさしくみつめる」 と解釈し、

現場に寄り添いながら「監理」していくこと、現場の管理も「監理」していく、という思いを込めています。

品質マネジメント
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お客さま満足
製品やサービスが、お客さまの要望にお応えできることを第一に考えます。
満足度調査により製品の使いやすさをはじめ、お客さまとのコミュニケーションに
ついてなど、どのように感じているかをお伺いし、お客さまの不満を解消するために
必要な改善活動を実施しています。

お客さま

調査対象選定
事業部門

経
営
層

フォローアップ

ご回答受領 蓄積・分析

調査実施 報告

品質監理部門

プロジェクト監理
プロジェクト活動は各事業部門が責任を持って行うことを基本とし、さらに品質
監理部門が「監視機能」と「推進・支援機能」の両面から各事業部門の活動を支
えます。
PMOが行うレビューにより問題を早期発見し、的確なアドバイスを行うことで
早期解決を推進します。

品質監理
独自の品質マネジメントシステムを会社全体に適用し運用することで、品質
向上や品質保証に向けた課題の解決と継続的な改善を実施しています。
生産性向上や品質改善に向け、ツールの活用支援や各種セミナー開催など、
社員やビジネスパートナーが高い意識で活動するための取り組みも行って
います。 部門長

QMS推進者
PJメンバー

管理責任者事務局
QMS
推進者
会議

QMS適用組織

キヤノンITソリューションズ  Tech & Quality Report
「キヤノンITソリューションズ Tech  &  Qua l i t y  Repor t」は2013年12月
に創刊号を発行し、その後およそ年4回のペースで発行しています。
冊子では「現場力の極大化」という合言葉のもと、これまで蓄積してきた
現場の好事例や、お客さまのお役に立てるような最新の話題を発信して
います。

トップマネジメント

品質マネジメントシステム推進体制

プロジェクトレビュー体系

マネジメント
レビュー

月
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
確
認
会
議

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

部内プロジェクトレビュー

本部内プロジェクトレビュー

全社プロジェクトレビュー会議

部内レベル

本部レベル

全社レベル

経営会議



長年の蓄積を活かした要素技術をベースに、
次世代につながる技術を創出

長年蓄積してきたソフトウェア技術、数理技術、言語処理技術、映像認識技術の研究成果をベースに、

お客さまに新たな価値を提供する応用ソリューションの開発やクラウドサービスの実現に努めます。

これらの要素技術を複合的に組み合わせることで、ビッグデータへの取り組みにも注力しています。

近年、めざましい進展をみせつつある深層学習をはじめとするAI（人工知能）技術についても、積極的な活用を進めています。

知的財産活動を推進し、
付加価値と安心をお客さまへ提供

付加価値と安心をお客さまに提供するために、知的財産活動を積極的に推進しています。

ソフトウェア技術
オブジェクト指向技術の活用に早くから
着目しており、組込みシステムから大規模
基幹システムにいたるまで幅広い分野で
生産性向上技術の切り札として活用して
います。またシステムインテグレーションの
開発革新を目指し、開発標準化への取り組み
やフレームワークの整備、クラウド環境やス
マートデバイスの有効活用を推進しています。

数理技術
先進のOR（Operations Research）
技術を応用し、企業経営に関わるさまざま
な課題を解決します。研究開発スタッフに
よるコンサルティングにおいても豊富な
実績があり、特にSCM領域（需要予測、
生産計画、在庫計画、配送計画など）で
著しい成果をあげています。

映像認識技術
画像検索技術や顔認識技術、物体認識
技術を応用したソリューションの企画・
開発など、映像認識技術の確立に注力
し、キヤノンらしいITソリューションの創
出を推進しています。また、モーション
キャプチャ技術の応用研究にも取り組ん
でいます。

IoT関連技術
長年の実績で裏付けられたリアルタイム
系のミドルウェア構築技術を活用し、製
造現場の見える化ソリューションを実現
するためのIoTゲートウェイの開発を進
めています。

クラウド関連技術
より付加価値の高いクラウドサービスの
実現に向けて、ハイブリッドクラウド構
築技術の研究やクラウド基盤へのオープ
ンソースソフトウェアの適用性評価など
の要素技術の確立を推進しています。

言語処理技術
長年の研究開発で培った高度な日本語
処理技術とセキュリティ技術は、総合
メールセキュリティソリューション
「GUARD IANWALL」に適用されて
います。また、次世代セキュリティ製品
の企画・開発やソーシャルデータの分
析・活用に関わる研究も進めています。

研究開発

私たちが提供する「ソリューション」

環境の変化
（新たな課題）

価値の見える化
（特許出願）

第三者の権利の尊重
（権利調査）

知的財産活動

付加価値

安心

技術
の創出

研究
開発

お客さまの課題 お客さまの課題解決
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知的財産活動
お客さまの要望に応え続けるために、ソリューショ
ン開発や研究開発による成果物に対し、権利を適
切に保護する活動を実践しています。
特許により、お客さまに提供できる付加価値を見え
る化するとともに、設計・開発段階から第三者の権
利調査（パテントクリアランス）を実施しています。
また、知的財産活動によりお客さまへ付加価値と安
心を提供しつづけるとともに、企業価値の向上にも
努めています。

知的財産
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North AmericaAsia

Canon Software America, Inc.

Canon IT Solutions （Thailand） Co., Ltd.
Material Automation（Thailand）Co., Ltd.
ASAHI-M.A.T. Co., Ltd. 

MAT Vietnam Company Limited

佳能信息系統（上海）有限公司

2017年7月現在

お客さま企業の可能性を拓くグローバルな支援体制

キヤノングループの製品開発と、グループ各社へのITソリューションの提供で培った技術力・開発力・提案力を活かして、お客さまの課題解決に
貢献します。お客さまの視点を大切にし、キヤノングループの技術領域と最新IT技術の融合で、より付加価値の高いサービスの提供を目指します。

キヤノングループ向け事業における豊富な実績とノウハウ

グループ総合力

キヤノングループで培った技術と経験をベースに、お客さまの競争力向上に貢献します。

お客さまのグローバル展開において、IT基盤インフラ環境の構築から各種ソリューションの提供、システム開発・導入・保守・サポートまで、ITに
おける真のトータルパートナーを目指します。アメリカ、中国、タイ、ベトナムに拠点をもち、アメリカ、中国、タイにおいては20年以上にわたり現地
のお客さまのITに関わるサポートを行ってまいりました。その経験を活かしグループ各社の連携のもと、お客さまの海外展開支援や日本と海外拠
点双方のIT環境を総合的にサポートします。
また、自社開発製品のWebアプリケーション100%自動生成ツール「Web Per fo rme r」や、総合メールセキュリティソリューション
「GUARDIANWALL Mailファミリー」、正規品判定システム「C2V Connected」などでは多言語対応しサービスを提供しています。
さらに、「C2V Connected」は2016年に世界税関機構（WCO）のツールと連携し、世界レベルでの模倣品対策に力を入れています。

私たちは、グローバル展開を進めている企業向けに高付加価値・高品質なソリューションを提供し、
日本と現地の双方から、お客さまのグローバルビジネスを強力にサポートします。

経験豊富な教育コンサルタントが、お客さまの要望や課題を明確化し、人材育成計画や各種研修および付帯するサービスを企画します。各専門分
野の実務経験を有する講師陣により、教科書の知識にとどまらない現場視点の研修やコンサルティングを提供し、お客さまの事業の成長戦略を強
力にサポートします。

お客さまと共に培ってきた経験と高度な人材育成ソリューション

お客さまごとの人材育成ニーズにあわせた最適なプログラムをご提案します。



12

一人ひとりが高い倫理観と遵法精神を備えた個人として行動するよう「意識」「知識」「組織活動」
の3つの視点でコンプライアンス活動に取り組んでいます。

●「コンプライアンス・ミーティング」による知識・意識・行動習得
●「CSRチェック」による意識・行動習得

私たちは、キヤノングループの企業理念「共生」のもと、
「事業を支えるCSR」と「事業を通じたCSR」の取り組みを着実に
続けることにより、さまざまなステークホルダーから信頼される

真に頼れるパートナーを目指します

CSR活動

環境

コンプライアンス

自らの環境負荷低減はもとより、社会やお客さまと一緒に環境負
荷低減活動を行うことにより、豊かさと地球環境を両立する社会
づくりに取り組んでいます。

●省エネ機器の導入や省エネ運用の徹底による事業所のエネルギー削減
●環境に配慮したITソリューションの提供によるお客さま先での
　環境負荷軽減

安全保障貿易管理

大量破壊兵器・通常兵器の開発・製造に転用可能な貨物の輸出
や技術の提供に関する規制の遵守に取り組んでいます。

●お客さまの輸出通関用、社内管理用の資料として、弊社製品の
　該非判定結果をキヤノンITソリューションズのホームページに
　掲載

私たちが提供するソリューションやサービスをお客さまに安心してご利用いただくために、すべて
の部門できめの細かい情報セキュリティ活動を実施しています。

●ISMS及びプライバシーマーク活動によるセキュリティリスク軽減
●部門推進担当者会議による、情報セキュリティ重要事項の共有

情報セキュリティ

子供たちにプログラミングの楽しさを実感してもらうとともに、将来の職業についてのイメージを
持ってもらうことを目指して、小中学生向けのプログラミング教室「キヤノンITソリューションズ　特別
プログラミングラボ」を開催しています。

●プログラミングの基本的な考え方の学習
●パソコン上で簡単なプログラミングの習得
●プログラミング通りに動くロボットの制作

社会貢献
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代表取締役社長：神森　晶久
設立：1982年7月　　資本金：3,617百万円
本社所在地：〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル　TEL：03-6701-3300（代表）

〈三田事業所〉 〒108-0073  東京都港区三田3-11-28 三田Avanti
TEL：03-5730-7100

〈新川崎事業所〉 〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 新川崎三井ビル
TEL：044-520-0670

〈大阪事業所〉 〒550-0001  大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル
TEL：06-7635-3000

〈名古屋事業所〉 〒460-0003  名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ
TEL：052-209-6535

〈刈谷事業所〉 〒448-0857　愛知県刈谷市大手町2-15　センターヒルOTE21
TEL：0566-29-1003

〈宇都宮事業所〉 〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷2-2-1 ビッグ・ビー スクエア
TEL：028-638-8651

〈西東京事業所〉 非公開
TEL：042-433-8930

〈幕張事業所〉 〒261-0023　千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2
TEL：043-211-1681

スーパーストリーム株式会社

キヤノンITソリューションズ株式会社

代表取締役社長：大久保　晴彦　　設立：1986年12月　　資本金：100百万円
本社所在地：〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル　TEL：03-6701-3640（代表）　事業所：西日本営業所
〈事業概要〉 経営基盤ソリューション（会計・人事給与）「SuperStream-NX」の企画、開発、販売

クオリサイトテクノロジーズ株式会社
代表取締役社長：小森　彦太郎　　設立：2003年11月　　資本金：100百万円
本社所在地：〒905-2172 沖縄県名護市豊原195-3 みらい2号館　TEL：0980-50-0600（代表）　事業所：北海道開発センター
〈事業概要〉 Javaに特化したシステム開発、データセンターの運営、維持と付帯するサービス

エディフィストラーニング株式会社
代表取締役社長：青木　和雄　　設立：1997年4月　　資本金：100百万円
本社所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋2-8-7　読売八重洲ビル4F　TEL：03-6634-1941（代表）
〈事業概要〉 人材育成コンサルティング、各種研修および付帯するサービス
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Authorized Director/President＆CEO：吉田　誠　　設立：1992年1月　　資本金：5,000万バーツ
本社所在地：29th Floor, CTI Tower, 191/11-12 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
TEL：+662-261-5100 - 8（代表）
〈事業概要〉 ITハードウェアからソフトウェアに関わる提案、販売、サービスの提供

Authorized Director：吉田　誠　　設立：1997年1月　　資本金：200万バーツ
本社所在地：29th Floor, CTI Tower, 191/10 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
TEL：+662-261-5100（代表）
〈事業概要〉 タイ国内におけるCAD/CAM/CAEの販売、サポート

General Director：吉田　和正　　設立：2006年8月　　資本金：20万USドル
本社所在地：13th Floor, Hancorp Plaza, Thang Long International Village, No.72 Tran Dang Ninh Street, Dich 
Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam　TEL：+844-3211-5790
〈事業概要〉 ITハードウェアからソフトウェアに関わる提案、販売、サービスの提供

2017年7月現在

Canon Sof tware America,  Inc.
Director/President/Treasurer：渡邊　修　　設立：1988年6月　　資本金：80万USドル
本社所在地：One Canon Park, Melville, NY 11747-3336　TEL：1-516-327-2270（代表）
〈事業概要〉 グループ企業向けの各種ビジネスアプリケーションソフトウェアの開発・運用

佳能信息系統（上海）有限公司
董事長兼総経理：伊藤　正紀　　設立：1997年6月　　資本金：235百万円
本社所在地：上海市徐匯区柳州路928号707室 百麗国際広場7F　TEL：86-21-6428-0648（代表）
〈事業概要〉 日系企業やグループ企業向け中心のSIおよびコンサルティング、キヤノン製品に関わるソフトウェア製品の開発、販売

Canon IT Solutions （Thailand） Co.,  Ltd.  
Authorized Director/President：吉田　誠　　設立：2012年8月　　資本金：890万バーツ
本社所在地：12th Floor, CTI Tower, 191/81 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
TEL：+66-(0)2-261-5105（代表）
〈事業概要〉 タイ、ベトナムのグループ企業の事業統括

Material  Automation（Thailand）Co.,  Ltd.  

ASAHI-M.A.T.  Co.,  Ltd.  

MAT Vietnam Company Limited

・認証番号　JUSE－IR－113
（キヤノンマーケティングジャパングループとして統合認証を取得）

・取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社
スーパーストリーム株式会社
クオリサイトテクノロジーズ株式会社
エディフィストラーニング株式会社
佳能信息系統（上海）有限公司

・取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社 ※部門取得 ※部門達成

・取得企業
（認証番号）

キヤノンITソリューションズ株式会社
（11820184）
スーパーストリーム株式会社
（10822291）
エディフィストラーニング株式会社
（11820704）

・認証番号　JP96/008114.02
（キヤノングループとして統合認証を取得）

・取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社
スーパーストリーム株式会社
クオリサイトテクノロジーズ株式会社
エディフィストラーニング株式会社

ISO 14001:2015ＩＳＭＳ適合性評価制度
（JIS Q 27001:2014（ISO/IEC 27001:2013））

ISO 9001：2015

・取得企業
クオリサイトテクノロジーズ株式会社　

CMMI-DEV:V1.3　Maturity Level  4

・取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社 ※部門取得

ISO 20000：2011

プライバシーマーク
（JIS Q 15001:2006）






