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私たちは共想共創カンパニー



TOP MESSAGE

近年あらゆる産業で、AIやIoT、クラウドなどの技術を活用したデジタル化が急速に進んでおり、

各企業においてもデジタルビジネスの推進が急務となっています。

このような中、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の一員として、

これまで培ってきた幅広い知見とさまざまな開発実績、先進の技術をもとに、

お客さまの新規ビジネスの創出やビジネス変革の一助となるべく取り組みを進めております。

また、今年から2025年に向けたあるべき姿を示す長期ビジョンを定め、

『先進ICTと元気な社員で未来を拓く“共想共創カンパニー”』を目指して、新たなスタートを切りました。

私たちは、設立以来持ち合わせている“お客さまに寄り添う心”、“先進技術への挑戦魂”、

“最後までやりきる胆力”の3つのDNAを、今日まで磨き上げてきました。これを強みとして、

お客さまのニーズに合わせて最適なソリューションを提供することに加えて、これからはお客さまとともに

未知の課題に対して同じ想いを持って立ち向かい、社会課題の解決にも貢献してまいります。

私たちは、キヤノングループの共生の理念のもと、お客さまと歩みながら永続的な関係を築き、

ともに成長し続ける企業グループを目指してまいります。

キヤノンITソリューションズ株式会社

代表取締役社長
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お客さまのビジネス環境や
経営戦略に関する「想い」を
起点に、ビジネスデザインを
行い、お客さまとともにカタチ
にするモデル

お客さま固有の課題認識
を十分に理解し、構想・
企画段階から設計・構築・
運用までニーズに合わせた
最適なシステムを提供する
モデル

キヤノンITSの保有する
付加価値と知見を駆使
し、業界・業種・業務に共通
する課題を解決するため
の各種ICTサービスで
構成するモデル

VISION2025VISION2025

先進ICTと元気な社員で未来を拓く
“共想共創カンパニー”
より技術を磨き、より社員を元気にしてお客さまや社会の未来を拓いていきたい、

お客さまと共に考え、共にビジネスをつくり出せるような会社であり続けたいという想いを込めたメッセージです。

社員が自慢できる会社、さまざまなお客さまが真っ先に相談したい会社、このような企業を目指します。

3つのDNA

お客さまに
寄り添う心

先進技術への
挑戦魂

最後までやりきる
胆力

大切にしている7つのこと

「企業課題」と「社会の困りごと」を、
私たちのお客さまと、考えます

1

お客さまを深く理解し、お客さまも
気づいていない課題に、着目します

2

お客さまの「こんなこと、できたらいいのに」を、
共に考え、カタチにします

3

さまざまなパートナーとともに、
グローバルに通用する知見と技術を、磨きます

4

最適なICTソリューションで、
お客さまの期待を、超えます

5

お客さまの発展のために、共に歩みます6

社員の挑戦と成長、そして幸せを、大切にします7

目指す共想共創カンパニー

土台となる「エンゲージメント経営」により経営基盤を強化しながら

展開する3つの事業モデルは、互いに連携し補い合うことで

トータルの価値提供を最大化します。

お客さま
エンゲージメント

社員
エンゲージメント

エンゲージメント経営

ビジネス共創
モデル

システム
インテグレーション

モデル

サービス提供
モデル
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キヤノングループの企業理念は『共生』です。

私たちは、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。

キヤノングループ企業理念

共生

先進のICTテクノロジーを通して、
お客さまと社会の発展に
貢献していきます

何事も自ら進んで積極的に行い（自発）、

自分自身を管理し（自治）、

自分が置かれている立場・役割・状況を

よく認識する（自覚）姿勢で

前向きに仕事に取り組むこと。

キヤノングループ行動指針

三自の精神
「自発・自治・自覚」

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

● エンタープライズビジネスユニット

● エリアビジネスユニット

● コンスーマビジネスユニット

● プロフェッショナルビジネスユニット

キヤノン株式会社
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沿革

住金システム開発株式会社を設立

住友金属工業株式会社からキヤノン販売株式会社
（現商号：キヤノンマーケティングジャパン株式会社）へ株主変更
キヤノンシステムソリューションズ株式会社に商号変更

株式会社アルゴ21と合併、キヤノンITソリューションズ株式会社に
商号変更。これに伴い、株式会社アルゴ21の子会社であった
エス・エス・ジェイ株式会社（現商号：スーパーストリームへ社名変更）
株式会社ビックニイウス（現商号：クオリサイトテクノロジーズ株式会社）の
株式を取得し子会社化

住金控制系統（上海）有限公司
（現商号：佳能信息系統（上海）有限公司へ
社名変更）を設立

1982

1997

2003

2008

キヤノンネットワークコミュニケーションズ株式会社と合併

Canon Software America,Inc.の株式を取得し、子会社化
Canon IT Solutions （Thailand） Co.,Ltd. を設立

Material Automation （Thailand） Co.,Ltd. の株式を取得し、
子会社化

キヤノンソフトウェア株式会社と合併

2009

2012

2013

2017

キヤノンITソリューションズ株式会社

SIサービス事業

ITインフラ
サービス事業

コンサルティングから開発・構築まで、

 お客さまの現場を理解し

ニーズに合わせた最適なシステムを

 提供します。

エンジニアリング領域を

幅広くカバーする開発力で、

お客さまの多様なニーズに応えます。

システムを支える基盤構築や

 データセンター、セキュリティ、 

プロダクトソリューションなどの

サービスを提供します。

エンジニアリング事業

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

Material Automation （Thailand） Co., Ltd.

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

Canon Software America, Inc.

佳能信息系統（上海）有限公司

Canon IT Solutions （Thailand） Co., Ltd.
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お客さまのITライフサイクルを
フルサポート
長くIT業界で培い醸成された技術、豊富な導入実績から獲得した知見による強力な開発体制を強みに、

構想・企画から保守・運用まで、お客さまのITのライフサイクル全般をフルサポート。

サプライチェーンマネジメント領域を支える
ソリューション

製造業に向けてベスト・オブ・ブリード型の基幹システム

「AvantStage」で需給計画・生産計画・生産管理・販売物流/

購買管理・財務/管理会計の課題を解決。特に食品製造業の

サプライチェーンマネジメントの最適化に貢献します。

01STRATEGY
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ソリューション

金融ソリューション

製造ソリューション

公共・流通・サービスソリューション

文教ソリューション

デジタルトランスフォーメーションに対応した
スピーディなシステム開発を支援

当社独自の自動化技術を搭載した

ローコード開発プラットフォーム「Web Performer」は、

直感的な開発、素早いリリースなどにより開発期間が短縮でき、

ユーザ部門とIT部門が参画する「共創型開発」を実現し、

ビジネス環境の変化にも柔軟に対応した

システム開発を可能にします。

インダストリー

基幹システムソリューション

CRM・BIソリューション

マイグレーション

アプリケーション開発基盤

需要予測・需給計画ソリューション

AI OCRソリューション

クロスインダストリー
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幅広いお客さまに安心安全で
付加価値の高いサービスを提供
中核となる西東京データセンターは、世界基準の運営品質で

お客さまに次世代のITインフラを提供。

これからのITインフラを支える次世代の信頼性と
ソリューションを提供する「西東京データセンター」

データセンター事業およびクラウドサービスの中核拠点として、高性能なファシリティ、厳重なセキュリティ設備、

お客さまのニーズに合致した最適な運用サービスを提供。データセンターの価値を決める運営品質において、

西東京データセンターは、国際標準化機構（ISO）が定める「ISO/IEC 20000」ならびに「ISO 22301」の認証を

取得・維持に努めお客さまに安心安全を提供します。

また、西東京データセンターをバックボーンにしたIaaS型のクラウドサービス「SOLTAGE」は、仮想サーバ/インターネット

接続回線/Firewall/ネットワーク機器をセットにして提供。パブリッククラウドとしても、プライベートクラウドとしても

利用可能。セキュリティ対策を強化し、安心かつ安定したクラウドサービスでお客さまのビジネスをサポートします。

02STRATEGY
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ソリューション

データセンターサービス

クラウドインテグレーションサービス

システム運用・監視サービス

ネットワークサービス

セキュリティソリューション

ITインフラ構築・保守運用サービス

ITインフラ環境の設計・構築から保守、
運用までライフサイクルに沿ったサービスを提供

基盤技術に精通した技術者が、お客さまのニーズや目的、投資効果など多角的な観点から最適化された

ITインフラ環境の設計・構築・保守運用サービスを提案・提供します。

セキュリティソリューションのノウハウも活用し、セキュアで品質の高いシステム基盤の構築や

セキュリティ監視などのサービスを提供して、お客さまの企業活動を支援します。

これまで培ったノウハウをもとに
EDIシステムの導入を
トータルサポート

専用回線、VAN型EDIからインターネットEDIまで、

さまざまな企業間電子商取引（EC/EDI）実現に向け

最適な製品＆ソリューションを提供します。

企業同士の業務を効率化するための業務分析やデータを

共通の形式に変換する技術などをもとに、

パッケージ製品の導入のみならず、

EDIシステムの設計・構築・運用にいたるまで、

トータルなサポートが可能です。
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技術と品質で
モノづくり企業を支える
モノづくり企業としての生い立ちを活かし、長年の研究開発で培った先端技術を強みに、

業務に役立つ商品群や最新のITスキルを駆使した付加価値サービスと共にお客さまのビジネスに貢献。

最先端の画像処理技術を活用した
ソリューションを提供

Matrox社の画像処理ボードや産業用のエリアセンサカメラ、コンタクトイメージセンサ、

3Dセンサカメラをはじめ、ハイパースペクトルイメージング技術や

AIを活用した画像処理ソリューションをエンジニアリングソリューションから

エンベデッドシステムまで幅広い事業において提供します。

03STRATEGY
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車載システム開発を通じて、
お客さまの「車づくり」を支援

車載開発におけるさまざまなお客さまの課題を、

豊富な実績とソフトウェア技術力で支援。

複合機、デジタルカメラ等のキヤノン製品はもとより、

産業機器、医療機器といった

さまざまな製品開発の支援などで蓄積された経験、

ノウハウをもとに、お客さまの車づくりをサポートします。

ソリューション

組込みソリューション

アプリケーション開発

ファームウェア開発

ミドルウェア開発

組込みセキュリティサービス

品質検証サービス

ソリューション

IoTビジネス

3Dソリューション

FAソリューション

画像ソリューション

ｘRソリューション
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信頼され選ばれる企業を目指して、
さまざまな取り組みを進めています

人材開発
キヤノングループの 企業理念「共生」、行動指針「三自の精神」に基づく行動がとれる人材の育成を目指しています。

「自ら成長する意欲があり、努力している人材に対して教育の機会を計画的に与える」をベースに、

業績に貢献する能力を持つプロフェッショナル人材の育成を行っています。 

職種を問わず必要とされるビジネススキル研修や若手

必須のＩＴ基礎教育、またＳＥ向けの実践教育と幅広く開催

しています。普段コミュニケーションをとる機会の少ない

メンバーと一緒に研修を受講することで、横のつながりを

強めてもらうことも期待しています。

スキル別教育
自分が位置する役職・ポジションの役割を認識し、組織に貢献

するために必要な知識・スキルを習得する研修です。全管理

職向けの研修やホスピタリティ、コンプライアンスなど目的

別の研修、各ポジションの昇格者向けにマインド・スキルな

どを強化する研修を実施しています。

階層別教育

お客さまの想いを起点にビジネスデザインを行い、お客さまと

共にカタチにする「ビジネス共創モデル」を実現できる、キヤノン

ITソリューションズが目指す高度人財を育成しています。

高度人財育成教育
３ヶ月の集合研修とその後のフォローアップ研修を通して、

１年をかけて自立したＳＥに成長するための研修です。現場の

業務を遂行するために必要な基本的知識・スキルの習得を

目指します。

新入社員教育

研究開発
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、クラウドサービスの

実現に努めています。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、積極的な活用を推進しています。

ソフトウェア技術

数理技術

言語処理技術

映像認識技術

IoT関連技術

クラウド関連技術

ソフトウェア技術

数理技術

言語処理技術

映像認識技術

IoT関連技術

クラウド関連技術
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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

品質マネジメント

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。

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、よ

り一層お役に立つための改善活動

を実施しています。

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の早期解決

や最適なプロジェクト推進を支援

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。

品質マネジメント
システムにおける
重点施策

品質監理プロジェクト監理

お客さま満足

「プロジェクト監理」「品質監理」には、「管理」ではなく「監理」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。
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CSR
私たちは、「ITソリューションによる社会課題解決への貢献」と「事業を支える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安心して選んでいただける真に頼れるITパートナーを目指します。

ITソリューションによる社会課題解決への貢献

「コンプライアンス・ミーティング」による知識・意識啓発

副作用報告の進捗管理業務プロセスのシステム化による運用業務の効率化

SDGsへの貢献
社会課題解決を経営の重要事項と位置付け、事業活動を通じてサステナブルな社会に貢献するため、
「SDGs推進タスクフォース」を立ち上げ、活動しています。
これからも、VISION2025で掲げた「共想共創カンパニー」のもと、
ICTソリューションで社会課題解決に貢献いたします。

コンプライアンス
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。

業務効率化

サステナビリティ
戦略の策定

KPIの決定 SDGsとの紐づけ

高効率の輸配送計画を短時間で作成することによる物流現場の働き方改革支援働き方改革

「モバイル会議」によるオフィスのペーパーレス化実現資源保護

知的創造教育のための教員向けテキスト制作協力人材育成

省エネ機器の導入や省エネ運用
により事業所のエネルギー削減

環境
すべての事業所でISO14001を取得し、
社員参加型の環境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

情報セキュリティ
すべての部門に推進担当者を配置し、きめの
細かい情報セキュリティ活動を行っています。
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名称

主要事業

設立

資本金

所在地

代表者

株主構成

従業員数

売上高

URL

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

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 Co., Ltd.

グループ会社一覧 主要事業

キヤノンITソリューションズ株式会社 [ Canon IT Solut ions Inc .]

S Iおよびコンサルティング、各種ソフトウェアの開発・販売

1982年7月1日

3,617百万円

東京都港区港南2-16-6 キヤノン S タワー

代表取締役社長　金澤 明

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 100%

3,649名（2020年4月1日現在・単体）

売上高：91,583百万円（2019年12月期 単体）

ht tps: //www.canon- it s .co. jp/

●登録番号　JUSE-IR-113-CS0１
●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

ISMSクラウドセキュリティ認証　JiP-ISMS517-1.0（ISO/IEC27017:2015）

●登録番号　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 / 佳能信息系統（上海）有限公司

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

※部門達成

●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

●登録番号　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

ISO 14001:2015

●登録番号　ＪＱＡ-ＩＴ００７７

●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
※部門取得

※部門取得

●登録番号 ＪＵＳＥ-ＲＡ-２０２１

●取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社

ISO 9001：2015

●登録番号　ＪＱＡ-ＢＣ００３５

●取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社

ISO 22301:2012

●取得企業（登録番号）

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）

プライバシーマーク  （JIS Q 15001:2017）

会社概要Profile

グループ会社Group company

認証取得Certified

1986.12

2003.11

1988.6

1997.6

2012.8

1992.1

1997.1

2006.8

設立年月

100

100

80万USドル

235

890万バーツ

5,000万バーツ

200万バーツ

20万USドル

資本金（百万円）

96

229

26

33

-

167

-

15

従業員数（名）

2020年4月1日現在

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

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、
ドキュメントソリューションの開発

中国国内企業（グループ企業・日系企業・欧米系企業・中系企業）向け
コンサルティングおよびSI開発と各種ソリューション導入

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

ベトナム国内における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
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