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〒169-0072
東京都新宿区大久保三丁目８番2号 新宿ガーデンタワー

Corporate Guidance

○ 電気通信事業届出

取得許可・認定

○ プライバシーマーク付与認定
認定番号
初回認定年月日

○ ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015
登録証番号
登録事業所

初回登録年月日

登録証番号
登録事業所

初回登録年月日

初回認定年月日 …2015年10月29日

（次世代認定マーク、愛称：くるみん）

○ 特定建設業（電気通信工事業）許可

○ ISO14001:2015, JIS Q 14001:2015

○ 基準適合一般事業主認定

○ ISO/IEC 27001:2013, JIS Q 27001:2014

登録証番号
登録事業所

登録証番号
登録事業所

登録証番号
登録事業所

初回登録年月日

…ISO14001- 0066655-017
…本社
　製造ソリューション事業本部
デジタルITソリューション事業本部

　デバイスソリューション部
（技術本部 アプリケーションサービス技術部 技術二課を含む）
…ISO14001- 0066655-018
…大阪支店 
　製造ソリューション事業本部
　デジタルITソリューション事業本部
　デバイスソリューション部
…ISO14001- 0066655-019
…名古屋支店
製造ソリューション事業本部

…2001年9月21日 

許可番号
登録事業所
初回許可年月日

…東京都知事許可（特-22）第123493号
…本社
…2005年11月15日

届出番号
届出年月日

…A-17-8213
…2005年4月20日

…11820595（08）号
…2006年5月25日

…QC05J0238
…IT基盤ソリューション事業本部
公共・文教営業部

…2006年2月24日

…IC05J0139
…本社、大阪支店、名古屋支店、
MSYS技術センター

…2006年3月30日
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国内経済は新型コロナウイルス感染症の影響によるコロナ危機から回復の兆しが見え
始めております。

　世界的にデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を掲げる企業は増え、DX関連での
ビジネスは活況を呈しています。国内企業に目を向けると、事業強化や競争力確保を目的とし
た戦略的ITの需要が見込まれており、今後も堅調に推移すると予想されています。またAI・
IoTを活用することでDX関連に対応したビジネスの更なる拡大に期待が寄せられています。

　このようなICT業界を取り巻く環境下、当社はこれまで培ってきた技術力を結集したビジ
ネス領域としてクラウドサービスとAI・IoTの分野に引き続き注力していきます。クラウドサー
ビスでは、コールセンター向け音声認識クラウドAIサービス「MSYS Omnis」やマネージド
サービス付きクラウドストレージサービス「MSYS CVO Cloud」、医療クラウドサービス
「MMedCloud」など独自のサービスを提供しています。AI・IoTでは農業・畜産・物流などさま
ざまな業界向けのデータ解析、エッジコンピューティング向けのAIチップ提供など、既存ビジ
ネスとのシナジーで新たな価値を生み出しています。また、お客様のウィズコロナ・アフター
コロナ時代の業務改善の実現に貢献すべく、定型的なデスクワークを代行・自動化するソフト
ウェア型ロボットであるRPAや、データセンターの運用の自動化サービスなどをはじめとする
幅広い業務効率化ソリューションを提供しています。製造・物流業向けビジネスでは、金属
3Dプリンターの提供を本格化し、樹脂3Dプリンターのラインナップ拡充に加え、人材不足
に対するソリューションとして自律走行型搬送ロボットの分野にも引き続き注力していきます。
また、誰一人取り残さないデジタル化社会の実現のため、公共・文教分野向けにITインフラ
システム構築および各種ソリューションの提供も新たに開始しました。

　当社は、常にお客様から信頼されるパートナーとして「限りないアイデアで、新しいビジネス
の価値を創造する会社」であり続ける意志を、企業コンセプトである「Infinite Ideas」に込め
ています。お客様の視点に立ち、更にその先を見据え「ゼロに夢と情熱を重ねて１にする」とい
う私どもの企業理念の下、お客様にご満足いただけるパートナーを目指し、たゆまぬ努力
を続けてまいります。

丸紅情報システムズの有機的なシンボルマークは、メビウスの輪を

モチーフにした“Infinite Ideas”の象徴です。 柔軟に形を変えながら無限に

広がる可能性を見出していく、私たちの企業姿勢を表現しています。 

Corporate Identity

アイデアがあるところにユニークがある。
 ユニークだからパートナーになれる。

変革の時代において多くのアイデアを生み出すことが、未来を拓くための唯一の手段です。 

丸紅情報システムズは、期待以上の価値を創造し、お客様視点で多種多様なソリューションを提供していきます。 

先進性と独創性あふれる限りないアイデアで、
新たな価値を創造する

代表取締役社長　渡辺 亮一

For Our Customer

Professional Global

お客様の課題を自らの課題として

真摯に取り組み、

共に解決し、成長していく

優れた先端ITへの専門性を高め、

技術を価値に変える

スピードを加速させる

長年培ったグローバルな

ネットワークを駆使し、

価値ある先端 ITを見出す
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SASE

ZTNA

EDR

IDaaS

WEBフィルタリング

メールセキュリティ

UTM

ハイパフォーマンスストレージ

クラウド接続ストレージ

オプティカルネットワーク

ハイアベイラビリティネットワーク

クラウド管理Wi-Fi

Wi-Fiサイトサーベイ

ネットワーク可視化

WAN最適化

プロフェッショナルサービス

コンタクトセンターシステム

クラウド型コンタクトセンターシステム

音声認識ソリューション

CRMアプリケーション

Hyper Converged Infrastructureソリューション

企業内データ検索ソリューション

クラウドストレージサービス

電子デバイス、 AIエッジデバイス

データエントリー

RPA 

検証等の自動化アプリケーション

クラウドサービス

AI

IoT

マネージドサービス

データセンターサービス

運用自動化ソリューション

モバイル関連デバイス・アプリケーション 

クラウド

業務向け
ソリューション

ITインフラ

セキュリティ

ヘルスケア
サービス

高速道路 病院 医療機関

自動車 製造 流通 金融

3Dプリンタ（樹脂・金属）

3D計測/解析ツール・関連システム

工業用測定CT

3DCAD/CAM・MES

On demand生産サービス

3D塗布状態検知システム

すき間段差レーザー計測装置

OTセキュリティ

搬送ロボット

ものづくり

製造・流通・サービス・小売・金融業を中心とする

さまざまな業界の知見と高度な提案力により、

最先端ITを駆使した付加価値の高いソリューションやサービスを提供します。

ビジネスパートナーとしてお客様視点で提案します

公共インフラ 電機 鉄道 運輸 保険
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事業所 関係会社

［ 国内 ］

［ 海外 ］

［ 国内 ］

○丸紅ITソリューションズ株式会社
〒110-0005
東京都台東区上野三丁目24番6号　上野フロンティアタワー
Tel: 03-4512-3000　Fax: 03-4512-3011

［ 海外 ］

会社概要

役 員

□ 商号 

□ 英文社名

□ 設立 

□ 資本金

□ 従業員数

□ 株主 

□ 主要取引銀行

丸紅情報システムズ株式会社（略称：MSYS）

MARUBENI INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

1965年（昭和40年）5月19日

15億6512万円

585名（2022年4月1日現在）

丸紅株式会社 100％

みずほ銀行

三菱UFJ銀行

□ 事業内容

・先端技術の発掘・開発
・コンサルティングサービス
・システム・ソフトウェア・ハードウェアの販売・レンタル
・システム企画・設計・開発・保守
・システムインテグレーション
・クラウドソリューション及びデータセンターサービスの提供

コンピュータ、ネットワーク、情報システム等における
最先端技術を基軸として、あらゆる産業のITライフサイクル全般に
対するソリューションを提供すること。

沿 革

組織図

エム・アイ・テクニカル・サービス株式会社として設立

商号を丸紅電子エンジニアリング株式会社に変更

商号を株式会社丸紅ハイテック・コーポレーションに変更

商号を丸紅ハイテック株式会社に変更

丸紅エレクトロニクス株式会社と合併し、

商号を丸紅ソリューション株式会社に変更

丸紅情報システムズ株式会社と合併し、

商号を丸紅情報システムズ株式会社に変更

システム開発・保守事業を会社分割し、

丸紅株式会社および株式会社野村総合研究所と

合弁会社 丸紅ITソリューションズ株式会社を設立

本社を渋谷区渋谷三丁目12番18号から現住所に移転

1965年   5月

1983年   4月

1989年 12月

1996年   1月

1997年 10月

2007年 10月

2014年   4月

2016年  5月

渡 辺 　 亮 一
長 尾 　 頼 明
花 田 　 拓 紀
上 田 　 史 夫
佐 野 　 元 彦
菅 　 　 隆 之
脇 田 　 英 彦
大 橋 　 英 明
小 西 　 秀 和
井川 昌一
小 谷 　 真一
清 水 　 浩 祐
上坂 　智
丸 山 　 資 彦
永 田 　 真 隆

代表取締役社長
代表取締役副社長
取締役専務執行役員
取締役常務執行役員
取締役執行役員
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
監査役
監査役（非常勤）
専務執行役員
常務執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

○本社
〒169-0072
東京都新宿区大久保三丁目8番2号　新宿ガーデンタワー
Tel: 03-4243-4000　Fax: 03-4243-4888

○大阪支店
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原一丁目6番1号　
新大阪ブリックビル5階
Tel: 06-6395-5511　Fax: 06-6395-5549

○名古屋支店
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号　名古屋丸紅ビル8階
Tel: 052-209-2410　Fax: 052-209-2419

○九州営業所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目13番1号　
九勧承天寺通りビル12階
Tel: 092-452-8265　Fax: 092-452-8263

○欧州駐在員事務所
Benrather Strasse 18-20, 40213
Dusseldorf, Germany
Tel: +49-211-3671-0　Fax: +49-211-3671-242

○Marubeni Information Systems (S) Pte. Ltd.
8 Burn Rd., Trivex, #15-01/02, Singapore 369977
Tel: +65-6741-2300  Fax: +65-6741-4870

○Marubeni Information Systems USA Corporation
3945 Freedom Circle, Suite 1020,
Santa Clara, CA 95054, U.S.A.
Tel: +1-408-330-0605　Fax: +1-408-330-0785

○テスコ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号　
メットライフ新横浜ビル
Tel: 045-475-1081　Fax: 045-475-1086

○株式会社イーツ
〒160-0022
東京都新宿区新宿六丁目24番16号　新宿6丁目ビル 5階
Tel: 03-3207-1255　Fax: 03-3207-1251

監査役

株主総会 取締役会 社長

IT基盤ソリューション事業本部

エンタープライズソリューション事業本部

製造ソリューション事業本部

経営企画部

監査室

人事総務部

財務経理部

営業管理部

大阪支店

名古屋支店

SFA・デジタルマーケティング推進部

ヘルスケアソリューション室

R&D室

事業企画部

デザインファクトリー部

モデリング技術部

計測ソリューション部

計測ソリューション技術部

製造ソリューション部

営業第一部

営業第二部

カスタマーサクセス推進部

サービス企画室

事業推進部

データインフラソリューション営業部

ネットワーク・セキュリティ営業部

公共・文教営業部

西日本営業部

中部営業部

デバイスソリューション部

データソリューション営業部

クラウドソリューション部

AI・IoTソリューション部

サービス企画開発部

事業企画室

技術企画室

インフラ技術部

ネットワーク・セキュリティサービス技術部

プロジェクト推進技術部

アプリケーションサービス技術部

クラウドソリューション事業本部

技術本部

事業部門

管理部門

デジタルITソリューション事業本部

品質管理部
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https://www.marubeni-sys.com/

〒169-0072
東京都新宿区大久保三丁目８番2号 新宿ガーデンタワー

Corporate Guidance

○ 電気通信事業届出

取得許可・認定

○ プライバシーマーク付与認定
認定番号
初回認定年月日

○ ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015
登録証番号
登録事業所

初回登録年月日

登録証番号
登録事業所

初回登録年月日

初回認定年月日 …2015年10月29日

（次世代認定マーク、愛称：くるみん）

○ 特定建設業（電気通信工事業）許可

○ ISO14001:2015, JIS Q 14001:2015

○ 基準適合一般事業主認定

○ ISO/IEC 27001:2013, JIS Q 27001:2014

登録証番号
登録事業所

登録証番号
登録事業所

登録証番号
登録事業所

初回登録年月日

…ISO14001- 0066655-017
…本社
　製造ソリューション事業本部
デジタルITソリューション事業本部

　デバイスソリューション部
（技術本部 アプリケーションサービス技術部 技術二課を含む）
…ISO14001- 0066655-018
…大阪支店 
　製造ソリューション事業本部
　デジタルITソリューション事業本部
　デバイスソリューション部
…ISO14001- 0066655-019
…名古屋支店
製造ソリューション事業本部

…2001年9月21日 

許可番号
登録事業所
初回許可年月日

…東京都知事許可（特-22）第123493号
…本社
…2005年11月15日

届出番号
届出年月日

…A-17-8213
…2005年4月20日

…11820595（08）号
…2006年5月25日

…QC05J0238
…IT基盤ソリューション事業本部
公共・文教営業部

…2006年2月24日

…IC05J0139
…本社、大阪支店、名古屋支店、
MSYS技術センター

…2006年3月30日
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