株式会社システナ

http：//www.systena.co.jp/
●会

社

名

株式会社システナ（英文名：Systena Corporation）

●所

在

地

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 14F

●代

表

者

代表取締役会長 逸見愛親

立

昭和58年3月

●設

代表取締役社長 三浦賢治

●資

本

金

15億1,375万円

●売

上

高

462億5,500万円（平成29年3月期連結実績）

数

単体 ： 2,266名

●従

業

員

連結 ： 3,043名（平成29年4月1日現在）

● 上場金融商品取引所

東京証券取引所 市場第一部（証券コード：2317）

●取

みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、

引

銀

行

三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、三菱東京UFJ銀行

●主 要 取 引 先

通信キャリア、通信メーカー、電機メーカー、自動車メーカー、
eコマース事業者、SIベンダー、金融機関、ゲームメーカー、
コンサルティング会社、インターネット・サービス・プロバイダー、
外資系企業

●加

盟

団

・モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）

体

・日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC）
・Oracle PartnerNetwork
・日本コンピュータシステム販売店協会（JCSSA）
・情報サービス産業協会（JISA）
・日本情報技術取引所（JIET）
・Tizen Association Partner Program
・JASPAR（Japan Automotive Software Platform and Architecture）

●認 証 ・ 許 認 可
● ISO 9001：2015
（JQA-QM6092）
登録範囲

JQA-QM6092

顧客要求事項に基づく
ソフトウェアの設計・開発
関連事業所
・本社
・横浜事業所
・大阪支社

● ISO/IEC 27001：2013
（JQA-IM0226）

JQA-IM0226

● ISO 14001：2015
（JQA-EM4644）
登録範囲

ITソリューションサービス
関連事業所：本社

登録範囲
①システムソリューションサービス
（システムの開発、導入、運用）
の支援業務
②コンピュータ関連製品販売の
支援業務
③社内業務用の基幹系システム
及び情報系システムの開発、
運用、管理
関連事業所：本社

JQA-EM4644

● プライバシーマーク
許諾証番号
登録範囲

第10821373
（06）
号
全社

● 一般労働者派遣事業
許可番号

派

13-304785

管理部門

●事業所
●本社

●札幌開発センター

●横浜事業所

●福岡開発センター

●名古屋営業所

●広島開発センター

●大阪支社

●竹芝デザインスタジオ

〒105-0022

東京都港区海岸1丁目2番20号
汐留ビルディング 14F
TEL：03-6367-3840
（代表） FAX：03-3578-3012

〒220-8123

横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
横浜ランドマークタワー 23F
TEL：045-640-1401 FAX：045-640-1461

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄1丁目2番7号
名古屋東宝ビル 4F
TEL：052-209-5460 FAX：052-209-5463

〒530-0013

大阪市北区茶屋町19番19号
アプローズタワー 18F
TEL：06-6376-3537 FAX：06-6359-7012

〒060-0003

北海道札幌市中央区北三条西3丁目1番地6号
札幌小暮ビル 5F
TEL：011-208-1012 FAX：011-208-1015

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17番8号
安田第4ビル 4F
TEL：092-477-7401 FAX：092-477-7403

〒730-0032

広島県広島市中区立町2番23号
野村不動産広島ビル 9階
TEL：082-577-1100

〒105-0022

東京都港区海岸1丁目9番18号
国際浜松町ビル 2F

●グループ会社
●株式会社ProVision
（プロビジョン）
資本金 ：8,500万円
出資比率：100.0％
HP
：http://www.pro-vision.jp/
事業概要
モバイル端末ソフトの開発支援／モバイル端
末・アプリの品質検証／システム運用・保守

●株式会社IDY（アイ・ディ・ワイ）
資本金 ：6,500万円
出資比率：76.7％
HP
：http://www.idy-design.com/
事業概要
無線インフラを中心とした各種通信デバ
イス・通信ソフトの開発・販売

●Systena（THAILAND）Co.,Ltd.
資本金 ：400万バーツ
出資比率：49.0％
HP
：http://www.systena.co.th/
事業概要
ソフトウェア開発、IT機器販売、ITサー
ビス全般

●東京都ビジネスサービス株式会社
資本金 ：1億円
出資比率：51.0％
HP
：http://www.tokyotobs.co.jp/
事業概要
データ入力、大量出力などITアウトソー
シングサービスの提供／東京都との合弁
による重度障害者雇用モデル企業

●株式会社インターネットオブシングス
資本金 ：5,000万円
出資比率：100.0%
HP
：http://www.internetofthings.co.jp/
事業概要
IoT、ロボット、Fintech、ソーシャルメディ
ア関連の企画・開発・販売などのサービス提供

●Systena America Inc.
資本金 ：600万米ドル
出資比率：100.0％
HP
：http://www.systena.us/
事業概要
米国でのモバイルおよび通信関連の開発・検証支援事業、ソ
リューション事業、SNSゲーム等のコンシューマ事業の展開

●株式会社GaYa（ガヤ）
資本金 ：7,500万円
出資比率：65.0％
HP
：http://www.gaya-corp.jp/
事業概要
スマートフォン向けソーシャルゲームの
企画・開発・提供

●株式会社キャリアリンケージ
資本金 ：5,000万円
出資比率：100.0％
HP
：http://www.careerlinkage.co.jp/
事業概要
有料職業紹介事業、労働者派遣事業、人材育成および能
力開発のための研修ならびに業務アウトソーシング等

●Systena Vietnam Co.,Ltd.
資本金 ：20万ドル
出資比率：100.0％
事業概要
ソフトウェア開発・検証評価・保守運
用、ITサービス全般

●HISホールディングス株式会社
資本金 ：9,500万円
出資比率：25.7％
HP
：http://www.hokuyois.co.jp/
事業概要
システム構築、パッケージソフトの開
発・販売、情報機器の販売

●正規代理店／販売店
（認定）
一覧

日本ナショナルインスツルメンツ製品取扱店
SS1 販売代理店
コンテック販売代理店
日本ヒューレット・パッカード 販売特約店コマーシャル・パートナー
Adobe Partner Connection
サイオステクノロジー販売パートナー
日本ヒューレット・パッカード グローバルアカウントパートナー
アライドテレシス製品取扱店
サンワサプライ株式会社 正規代理店
VMware ソリューション プロバイダ エンタープライズレベル
日本HP販売特約店コマーシャル・パートナー
シーゲイト販売店
ASUS販売店
日本HPグローバルアカウントパートナー
シスコセレクト認定パートナー
NEC プラットフォームパートナー
バッファロー VARプレミアムパートナー
Symantec Silver Partner
シャープビジネスソリューション株式会社 正規販売代理店
エプソン販売正規販売代理店
HULFT販売パートナー
ジャストシステム認定ディーラー
エレコム代理店
富士ゼロックス正規取扱店
シュナイダーエレクトリック
（APC）Premier Partner
OPN Goldレベル・パートナー
ブラザー販売 販売店
ソニーマーケティング
（株）
特約店
OpenCube® 特約店
プリンストン製品取扱店
カシオ計算機株式会社販売代理店
チェンジビジョン販売パートナー
マウスコンピュータービジネスパートナー
株式会社JVCケンウッド特約店
DELL Platinum Partner
ヤマハ販売代理店
東芝クライアントソリューション株式会社 ビジネスパートナー
LanScope Sales Partne（r LanScope認定登録パートナー）
キヤノンビジネスパートナー
トレンドマイクロ 認定ソリューションパートナー ゴールド
（Gold） Red Hat Advanced Business Partner
G-Suite 正規販売代理店
EIZO取扱店
lenovo 認定パートナー
グリーンハウスビジネスパートナー
Microsoft Gold Datacenter および Gold Devices and Deployment および Silver Cloud Productivityコンピテンシー取得パートナー
平成29年５月現在

