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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、お客さまと共にカタチ
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ITソリューションズ
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

TOP MESSAGE

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、共にビジネスを創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、このような企業をめざします。

“共想共創カンパニー”をめざして
近年のデジタル技術の急速な進歩に加えてニューノーマル時代の到来など、

企業を取り巻くICT環境は大きく変化しています。多くのお客さまが、これまで以上に

DX（デジタルトランスフォーメーション）をスピーディに進めていくことを

経営課題の一つとして捉えていらっしゃると思います。

こうした環境変化に的確に対応し、さらなるお客さま志向の経営を実現するために、

2021年、キヤノンITソリューションズは、４つの事業部門（製造・流通ソリューション、金融・社会

ソリューション、デジタルイノベーション、ITプラットフォーム）による組織体制に移行しました。 

新たな体制のもと、お客さまをより深く理解し、寄り添い、共に新しい価値を創り出す企業として、

長期ビジョン「VISION2025」で掲げた“共想共創カンパニー”をめざしてまいります。

その実現に向けて、私たちはお客さまのビジネスを共に創り出すプロフェッショナル人材の育成に注力し、

私たちのDNAである“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”を

さらに磨き上げて、お客さまのデジタルビジネスの推進を支援いたします。

私たちはこれからも、キヤノンマーケティングジャパングループのITソリューション事業の中核を担う

企業グループとして、お客さまの発展のために共に歩み、

お客さまと共に社会課題の解決に貢献してまいります。

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共に、
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

キヤノンITソリューションズ株式会社

代表取締役社長

めざす共想共創カンパニー

３つの事業モデルは、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。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を通じて、
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

キヤノン製品の国内マーケティング

および、独自ソリューションの提供

キヤノン製品の

研究・開発・生産

キヤノン株式会社

キヤノンITソリューションズ株式会社

業種別事業部門

製造・流通ソリューション事業部
西日本ソリューション事業部
エンジニアリングソリューション事業部
エンベデッドシステム事業部
キヤノンMJグループIT事業部

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.
MAT Vietnam Co., Ltd.

金融ソリューション事業部
文教ソリューション事業部
ビジネスパートナー事業部

デジタルイノベーション事業
デジタルビジネス統括本部
ビジネスソリューション統括本部

ITプラットフォーム営業統括本部
ITプラットフォーム技術統括本部

ITプラットフォーム事業
（ITサービス、ITインフラ、ITセキュリティ）

開発統括本部

“共想共創カンパニー”の実現をめざして、業種単位でお客さまに相対する2つの事業部門と、その事業部門と連携する

2つの全社横断型事業部門を配置。４事業部門の新組織体制に再編して、さらなるお客さま志向を実現します。

R&D本部

製造・流通
ソリューション事業

金融・社会
ソリューション事業

品質監理本部

グループ会社 ／

グループ会社 ／ スーパーストリーム株式会社

グループ会社 ／ クオリサイトテクノロジーズ株式会社

キヤノンマーケティングジャパングループ
2025年ビジョン

社会・お客さまの課題を

ICTと人の力で解決する

プロフェッショナルな企業グループ
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製造・流通業界における
豊富な導入実績を強みに、
各種課題を解決
基幹業務システム構築をはじめ、設計・製造現場を含むバリューチェーン全般への豊富な経験と、

AI画像処理などの技術力で、お客さまのDXを強力に支援します。

サプライチェーンを支える基幹システム「AvantStage」で、
変化を捉えた課題解決を実現

変化するビジネス環境への対応や経営課題をサポートするため、企業を支える基幹システムには

多様性が求められています。需給計画・生産計画・生産管理・販売物流 / 購買管理・財務 / 管理会計機能を持つ

「AvantStage」であれば、各業務分野で高い評価を受けている業務システムパッケージを組み合わせて、

お客さまに適した基幹システムをベスト・オブ・ブリード型で提供できるため、導入メリットの最大化が

可能になります。さらに、マネジメントの最適化を強みとしており、多くの導入実績があります。

「高品質」な車載システム開発を通じて、
安心・安全な「クルマづくり」を支援

走る・曲がる・止まるといった自動車の基本的な機能に加え、

自動運転に向けた先進運転支援システム（ADAS）、カーナビゲーション

による情報端末、車両内外の通信機能や診断機能といった自動車業界で

使われる製品開発をサポート。また、国際標準であるAUTOSAR

（AUTomotive Open System ARchitecture）の知見も数多く有しており、

車載制御システムソフトウェアプラットフォーム（SPF) 導入支援から

インテグレーション、アプリケーション開発までトータルなソリューションを

提供しています。

開発中の新製品や建設予定の建物が、実際に目の前に

あるかのように現れるMRシステム「MREAL」。

現実映像とCGを違和感なく融合し、自由な視点から、

そこに“ある”という体験を生み出すことができます。

この光学技術と映像技術を結集した「MREAL」により、

手戻りの少ない高効率な設計やデザイン作業、効果的な

シミュレーションによる生産技術の向上など、幅広い分野で

さまざまなソリューションを提供しています。

キヤノンが開発したMRシステム「MREAL」で、
お客さまのDX推進をサポート

製造・流通ソリューションSECTION
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製造・流通ソリューションSECTION
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卓越した業務知識を生かして、
金融業界や教育機関を
フルサポート
銀行・証券・クレジット業界を中心に、中核業務を担う基幹業務システム開発から保守・運用まで、

また教育機関におけるICT環境の構築など、現場を知り尽くした技術者たちが社会を支えます。

金融業界における豊富な導入実績により培ってきた
知見で、お客さまの期待を超える感動品質を提供

銀行・証券・クレジットや保険・リースなどの幅広い金融業界の中で、私たちは新しいマーケットニーズに

即応できるシステム構築をサポートしています。また、既存システムへの知見や深い業務知識と経験を生かし、

最新技術とさまざまなアライアンスを組み合わせて、お客さまのデジタルビジネスを加速。

お客さまとビジネスを共創していくことで、お客さま自身の金融サービスの具現化を推進し、

その先にいるサービス利用者さまへも感動体験をお届けしていきます。

長年にわたる大手SIerとのパートナーシップにより、金融・証券・公共システム

などの社会基盤を支えるシステム開発・運用・サポートビジネスを展開。

また昨今は、各システムのモダナイゼーション・再構築によるDX化や、DXを通じて

見える化されたビッグデータを活用するためのデータ分析・データ分析基盤の構築、

さらにはクラウドを活用したコールセンターやCRMシステムの構築などにも

注力しています。

DX時代において、
信頼できる金融・社会システム基盤を
構築

社会の変化を即座に捉え、
ICTサービスを通じて質の高い
教育環境の実現に貢献

社会や時代の変化に応じて、教育機関にも学習環境や学習スタイルに大きな変化が求められて

います。こうした背景の中、私たちは質の高い教育環境を実現するためのICTサービスを提供。

キヤノンITソリューションズ独自開発による教育支援情報プラットフォーム

「in Campusシリーズ」を中心に、大学・高等教育機関のお客さまには価値向上を促す

ソリューションを、そして小中高のお客さまには政府が進めるGIGAスクール構想に対応した、

子供たちの学びを高めるICT教育の環境整備をサポートします。

金融・社会ソリューションSECTION
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デジタルイノベーションSECTION

成熟した技術・手法の活用により
お客さまの課題を解決

長くIT業界で培い醸成された技術と、豊富な導入実績から獲得した知見を活用することで、

さまざまなソリューションを開発・提供し、幅広い分野でお客さまの課題解決に貢献しています。

お客さまへの深い理解と
デジタル技術で、事業価値を創出
蓄積された技術と知見に、お客さまへの深い理解とデジタル技術を駆使し、

お客さまのＤＸの推進と事業価値を共想共創します。

ソリューション

需要予測・需給計画ソリューション　「FOREMAST」

ローコード開発プラットフォーム　「WebPerformer」

EDIソリューション　「EDI-Master」シリーズ

アプリケーション資産を有効活用する　「マイグレーションサービス」

デジタル技術を活用し、
お客さまのビジネスに
貢献するソリューションを
共創

企業の継続的な成長にはビジネス環境への迅速な対応が

不可欠であり、デジタル技術はその実現・推進に大きく

寄与しています。数多くの基幹業務システムの開発から

保守・運用で培われた技術、知見と業務知識に、

最新のデジタル技術を組み合わせ、市場ニーズに対応した

お客さまのビジネス成長に貢献するソリューションを、

お客さまと共に創り、提供します。

ビジネスイシューを共想し、
お客さまの新たな事業価値を共創

ＩＣＴの知見を生かしたビジネス共創のスペシャリストが、

お客さまの事業環境や経営戦略、課題などを深く理解し、

ＤＸの推進状況のアセスメントや、社会に対し新たな価値を提供する

ビジネスデザインを支援します。

また、アライアンス各社とのコラボレーションにより、

お客さまのビジネスのイノベーションを推進します。

ソリューション

データマネジメントサービス

業種向けECワンストップサービス

クラウドマネジメントサービス

ＡＩ-ＯＣＲサービス
D（
デ
ジ
タ
ル
）軸

デ
ジ
タ
ル
技
術

成
熟
技
術

既存領域の深化（issueに対するsolution提供）

X（トランスフォーメーション）軸

新規領域の探索（wishに対するvalue提供）

お客さまへの深い理解と
デジタル技術で
事業価値を創出

デジタル技術を活用し、
お客さまのビジネスに貢献する

ソリューションを共創

成熟した技術・手法の活用により
お客さまの課題を解決

ビジネスイシューを共想し、
お客さまの新たな事業価値を共創
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ITインフラ環境の企画・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

最新のITインフラ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インフラ環境の企画・設計・構築・保守運用サービスを提案・

提供します。また、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

などのサービスにより、お客さまの企業活動を支援します。

サポート力・開発力・製品力を生かした
安全なコンピューターセキュリティ環境を提供

マルウェア対策「ESETセキュリティソリューションシリーズ」や

総合情報漏えい対策ソリューション「GUARDIANWALLシリーズ」など、

情報セキュリティリスクを解決する多彩な製品を提供します。

エンドポイントからゲートウェイまで、さまざまな脅威から

お客さまの事業を守る包括的なソリューションを提案します。

ITプラットフォームSECTION

幅広いお客さまに、
安全で安心できる
付加価値の高いサービスを
ITインフラの企画・設計・構築から、保守、運用、そしてセキュリティまで、包括的なソリューションを提案。

さらに世界基準の運営品質を誇る西東京データセンターが、お客さまのさまざまな事業をサポートします。

世界基準の運営品質を提供する
西東京データセンター

安定した地盤に立地する西東京データセンターは、高性能ファシリティと厳重なセキュリティ、複数の第三者認証取得に

裏付けされる世界基準の運営品質、システムインテグレーターならではの充実したSEサービスが評価され、

金融業、製造業、クラウド事業者など数多くのお客さまにご利用いただいております。

2020年10月には電力供給・空調能力を大幅に強化した2号棟を竣工。重要な社会基盤としてお客さまのIT機器を

24時間365日、安全安心な環境でお預かりします。また、西東京データセンターを活用したクラウドサービス

「SOLTAGE」も取りそろえ、多様化するお客さまニーズに対応しています。

SOC for Service Organizations  |  
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信頼され選ばれる企業をめざして、
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めざしています。

 「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。普段から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、横のつながりも

強め、視野の広い人材育成にも取り組んでいます。

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。ホスピタ

リティ、コンプライアンスなどの目的別の研修、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、全管理職

向けの研修などを実施しています。

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めざ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

めざします。

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、映像解析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独自のソリューションの開発、サービスの実現に努めています。

近年めざましい進展をみせている深層学習をはじめとするAI（人工知能）技術についても、早い段階から動画像解析、

文字認識、需要予測、自然言語解析などさまざまな分野への積極的な応用を推進しています。またお客さま案件や製品開発などへの

AI技術の活用を加速させるために、キヤノンITソリューションズ独自のAI開発プラットフォームの研究開発・整備にも注力しています。

ソフトウェア技術

数理技術

言語処理技術

映像解析技術

IoT関連技術

クラウド関連技術

お客さまに「安全と安心」を提供し
「信頼される」企業をめざして

品質マネジメント

お客さまに満足いただける製品やサービスを提供するために、

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

（Project  Management Office）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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Sustainability サステナビリティ戦略とSDGs

キヤノンITソリューションズは長期ビジョン「VISION2025」のもと、経営計画と連動した

サステナビリティ戦略を策定しました。

私たちは、社会からの要請・期待に真摯に応えながら、ICTを通じて社会へ価値提供を行うことにより

ＳＤＧｓに代表される多種多様な社会課題の解決に貢献します。

SDGsは、2015年に国連で採択された2030年までの国際目標

です。持続可能な世界を実現するための国際社会共通の目標と

して、17のゴール・169のターゲットが設定されています。キヤノン

ITソリューションズは、事業活動を通じて、これらの課題解決に

貢献する取り組みを進めていきます。

食品・飲料の製造業界では、多様化する顧客ニーズの変化に合わせたスピーディーな

対応が求められ、一方で物流業界では深刻な人手不足の中、物流費の高騰が大きな課題

になっています。キヤノンITソリューションズでは、需要予測・配給計画ソリューションを

活用し、需給計画担当者の育成を支援することで、属人化しがちなオペレーションからの

脱却や業務の自動化を実現しました。

食品・飲料企業とキヤノンITソリューションズの
「共想」を通じたロジスティクス業務改革

事例／ 1

1 ITライフサイクルのフルサポート
を通じて持続可能な社会基盤を
共創する

4 デジタルサービスの提供により
フレキシブルな産業基盤を共創する

2 総合的なITソリューションを
提供するために強靭なインフラを構築する

3 モノづくり企業へ貢献し
持続可能な産業化を実現するICTを通じた社会への価値提供

社会からの要請・期待への対応

5 継続的な先進ICTの研究開発
により社会課題解決に貢献する

8 未来を担う子供たちからの
リクエストに応える6 社員エンゲージメント強化を通じて

働きがいを向上する

7
社員参加のサステナビリティ
活動を実践する

グローバル化、越境ECの発展、販売活動の多様化にともない、模倣品や非正規品の流通

が企業にとって、深刻な問題になっています。キヤノンITソリューションズでは、スマート

フォンを利用して誰でも簡単でスピーディーかつ正確に正規品を判定できるソリューションを

提供し、模倣品や非正規品のリスクを削減します。

模倣品対策クラウドサービスを提供し、
お客さまの“安心・安全”と商品の信頼性向上に貢献

事例／ 2

2015年より、大学といちご栽培企業との共同プロジェクトで、カメラとAIを活用したスマート

農業技術の研究開発に取り組んできました。無形の農業生産技術をデータ化・形式知化

することにより、持続可能な農業の推進と生産サプライチェーンにおける食品ロスを削減

します。

ネットワークカメラ×AI技術の研究開発により
持続可能な農業の実現に貢献

事例／ 3

企業訪問では、プログラミング、職場見学、社員との交流を実施。IT企業の職場や仕事へ

の取り組み方を通じて、学びの意味や重要性、働くとはどういうことか、さらに将来やりたい

ことを考えるキッカケを提供し、子供たちの職業観を育む教育を支援しています。

（※2021年4月現在、新型コロナウイルス感染症の影響で中断中）

プログラミング体験教室と企業訪問を通じて、
将来の働き方や情操教育を支援

事例／ 4
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佳能信息系統（上海）有限公司

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

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

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

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%

3,815名（2021年4月1日現在・単体）

売上高：87,106百万円（2020年12月期 単体）

https://www.canon- i ts .co. jp/

会社概要Profile

グループ会社Group company

2021年4月1日現在

沿革History
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株式会社）、
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）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

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.

　　 MAT Vietnam Co., Ltd.

グループ会社一覧 主要事業

1986.12

2003.11

1988.6

1997.6

2012.8

1992.1

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

20万USドル

資本金（百万円）

107

220

24

33

-

168

14

従業員数（名）

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

ニアショアに特化したシステム開発、運用およびデータセンター

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、運用、品質管理支援

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

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、ベトナムのグループ企業の事業統括

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

クオリサイトテクノロジーズ株式会社

Canon Software America, Inc.

スーパーストリーム株式会社

キヤノンITソリューションズ本社

CSR
私たちは、ＣＳＲ活動を従業員の全員参加で推進しています。

従業員一人ひとりが「ガバナンス・コンプライアンス」「基本的なＣＳＲ」を徹底し、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パートナーをめざします。

ISO14001認証取得

環境
すべての事業所で省エネ機器の導入や省エネ運用による
エネルギー削減など、社員参加型の環境活動を実施
しています。

グループ全社での 「コンプライアンス・ミーティング」実施

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み、定期的に啓発活動を推進しています。

ISMSおよびPマーク認証取得

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により、セキュリティリスク
軽減に努めています。

MAT Vietnam Co., Ltd.
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））

●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

環境マネジメントシステム審査登録制度
（ISO14001:2015）

●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

ITSMS適合性評価制度
（ISO/IEC 20000:2018（JIS Q 20000-1:2012））

●取得企業
クオリサイトテクノロジーズ株式会社　※部門達成

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

M&O認証

●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

SOC2 Type1

●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　※部門取得

品質マネジメントシステム審査登録制度
（JIS Q 9001:2015（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　※部門取得

BCMS適合性評価制度
（ISO22301:2012（JIS Q 22301:2013））

●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）

●取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社

●取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社

くるみん・プラチナくるみん

認証・認定Certification

●取得企業
大規模法人部門（ホワイト500）
キヤノンITソリューションズ株式会社

●取得企業
大規模法人部門
クオリサイトテクノロジーズ株式会社

●取得企業
中小規模法人部門
スーパーストリーム株式会社

健康経営優良法人2021

Canon IT Solutions（Thailand） Co., Ltd.
Material Automation（Thailand） Co., Ltd.

●登録番号　JUSE-IR-113-CS0１、JUSE-IR-113-CS02
●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
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佳能信息系統（上海）有限公司

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

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

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

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%

3,815名（2021年4月1日現在・単体）

売上高：87,106百万円（2020年12月期 単体）

https://www.canon- i ts .co. jp/

会社概要Profile

グループ会社Group company

2021年4月1日現在

沿革History
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株式会社）、
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）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

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.

　　 MAT Vietnam Co., Ltd.

グループ会社一覧 主要事業

1986.12

2003.11

1988.6

1997.6

2012.8

1992.1

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

20万USドル

資本金（百万円）

107

220

24

33

-

168

14

従業員数（名）

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

ニアショアに特化したシステム開発、運用およびデータセンター

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、運用、品質管理支援

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

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、ベトナムのグループ企業の事業統括

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

クオリサイトテクノロジーズ株式会社

Canon Software America, Inc.

スーパーストリーム株式会社

キヤノンITソリューションズ本社

CSR
私たちは、ＣＳＲ活動を従業員の全員参加で推進しています。

従業員一人ひとりが「ガバナンス・コンプライアンス」「基本的なＣＳＲ」を徹底し、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パートナーをめざします。

ISO14001認証取得

環境
すべての事業所で省エネ機器の導入や省エネ運用による
エネルギー削減など、社員参加型の環境活動を実施
しています。

グループ全社での 「コンプライアンス・ミーティング」実施

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み、定期的に啓発活動を推進しています。

ISMSおよびPマーク認証取得

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により、セキュリティリスク
軽減に努めています。

MAT Vietnam Co., Ltd.
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））

●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

環境マネジメントシステム審査登録制度
（ISO14001:2015）

●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

ITSMS適合性評価制度
（ISO/IEC 20000:2018（JIS Q 20000-1:2012））

●取得企業
クオリサイトテクノロジーズ株式会社　※部門達成

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

M&O認証

●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

SOC2 Type1

●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　※部門取得

品質マネジメントシステム審査登録制度
（JIS Q 9001:2015（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　※部門取得

BCMS適合性評価制度
（ISO22301:2012（JIS Q 22301:2013））

●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）

●取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社

●取得企業
キヤノンITソリューションズ株式会社

くるみん・プラチナくるみん

認証・認定Certification

●取得企業
大規模法人部門（ホワイト500）
キヤノンITソリューションズ株式会社

●取得企業
大規模法人部門
クオリサイトテクノロジーズ株式会社

●取得企業
中小規模法人部門
スーパーストリーム株式会社

健康経営優良法人2021

Canon IT Solutions（Thailand） Co., Ltd.
Material Automation（Thailand） Co., Ltd.

●登録番号　JUSE-IR-113-CS0１、JUSE-IR-113-CS02
●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
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Canon IT Solutions
Company Profile グループ会社案内 2021

私たちは共想共創カンパニー

202106A020

〒108-0075　東京都港区港南 2-16-6
TEL. 03-6701-3300　FAX. 03-6701-3301

※本誌記載の社名、製品名およびシステム名は各社の登録商標または商標です。

https://www.canon-its.co.jp/


