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三井情報のMESSAGE

ICT事業にイノベーションを起こし続けた50年。  これからも。
50 years of innovation in the ICT business. And our legacy continues.

長年蓄積した技術力とKNOWLEDGEを
駆使し、ICTを基軸とした事業戦略パートナー
として、多様な業種のお客様のニーズに

かなった最適なサービスを提供します。

As a strategic partner based on ICT, 
we make full use of technology and 
knowledge accumulated over the years, 
to provide optimal solutions that meet 
the needs of customers in diverse industries.

三井情報のテクノロジーコンセプト「SoR
とSoEの連携」をベースに、お客様と共に
新たなビジネス価値を創造し進化し続けます。

We will continue to create and evolve new 
bus ness value with our customers, based 
on the MKI technology concept of 
“collaborating SoR and SoE.”

As a partner to 
co-create IT strategies

IT戦略を共に創る
パートナーとして

As a corporation 
that creates value with customers

お客様と共に
価値創造する企業として

Playing our part in social infrastructure 
as an ICT service provider

社会インフラの一翼を担う
ICT事業提供会社として

これまでに培ってきたエンタープライズ企業

向けの高い品質と競争力を備えたICT構築
の知見を活かして、社会インフラの高度化

に貢献します。

We will contribute boosting social 
infrastructure through the application of our 
amassed knowledge of highly-competitive, 
quality ICT frameworks for enterprises.

Top Message

三井情報のSTORY
1980～ 1990～ 2000～1970～ 2010～

基幹系システム、
インフラの設計・構築・
保守・運用

コンサルティング事業 バイオサイエンス事業

金融ICT事業

三井物産の情報システム

部門から独立し、

三井情報開発設立。

バイオ調査研究開始

（理化学研究所より、

「人工酵素による化学

合成システムの開発」

計画化研究を受託）。

財務分析システムを開発。

シンクタンク事業に進出

（後に総合研究所）。

三井東圧化学の情報システム部門

から独立し、トパックス設立。

ネットワーク事業 ネクストコム、アダムネット、
ビーエスアイが合併

米国3Com社との合弁で、
国内商用ネットワーク機器

の販売のスリーコム設立。

1994年にネクストコムに
改称。

コンサルティングからアプリケーション

開発、システム構築、運用、保守まで一貫

してサービスを提供。

ネクストコムと三井情報開発が
合併し、三井情報が誕生

The 10th 
anniversary 
of MKI

ネットワークに関するシステム

開発からインフラ構築、運用・

サポートまで垂直統合で提供。

音声系事業

三井物産100%子会社で音声系
システム輸入・販売のアダム

ネットが誕生。物産アドバンスド

システム（BASIS）を吸収。

三井物産の事業部門から独立し、

ビーエスアイが誕生。

三井物産デジタルを吸収。

センシング・制御技術

システムインテグレーション事業
ERP分野を強化 三井情報

10周年

Network business

Merger with NextCom, 
AdamNet and BSI

Financial ICT business
米国法人設立
U.S. subsidiary is established Data center business

データセンター事業
NextCom and Mitsui Knowledge 
Industry merge to establish MKI

Offers cloud-based energy conservation 
management services

ビッグデータ解析検証

遺伝子解析の治療薬の情報の
医師提供サービス開始

Big data analysis and validation

スタジアムWi-Fiソリューション
Stadium Wi-Fi solutions

Sensing and control technology

Mitsui Knowledge Industry
 makes TOPACS a subsidiary

Bioscience businessConsulting business

Reinforcement of 
ERP categories Launches information system

 for providing doctors
 with medicinal genetic analysis

 information on therapeutic agents

園と保護者の連絡を
電子化したサービス提供
Digitized communication

 systems for child-care
 facilities and parents

集中受電管理システム提供
Offers centralized incoming 
management systems

Design/construction/
maintenance/
operation of backbone 
systems and infrastructures

Voice business System integration business

三井情報開発が
トパックスを吸収合併

Isao Kohiyama
President & CEO

MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD.

三井情報株式会社
代表取締役社長

小日山 功

わたしたち三井情報グループは、お客様と共に新たなビジネスと価値

を創出してまいります。 

近年、ITを取り巻く環境は大きく変化しています。 市場やお客様のニーズ

を捉え、環境の変化にすばやく、また柔軟に対応し、お客様と共に新たな

ビジネスと価値を創造するためには、アプリケーションから基盤まで網羅し

ている総合的なICT技術力が不可欠であると考えます。 

三井情報グループは、設立以来、7社7つの専門ICT技術を結集し、常に

先進的なパートナーと共に最先端の技術を取り入れながらICT総合技術力

の向上に取り組んでいます。 このICT総合技術力を駆使し、基幹システム

The MKI Group will continue creating new value and businesses with our 
customers.
The IT environment has been undergoing drastic changes in recent years. 
We believe that having comprehensive ICT technological prowess that stretches 
from infrastructure to applications is crucial in creating new customer businesses 
and value. This strength is also necessary to offer flexible support according to the 
environment, and to understand market and customer demands. 
Ever since our founding, the MKI Group has consolidated seven distinct ICT 
technologies from seven companies and has continued to incorporate 
cutting-edge technology with our progressive partners to improve our overall ICT 
technological prowess. We have been supporting customer work efficiency 
and value creation in all facets of business, incorporating an infrastructure 
foundation that supports systems to connect client sales divisions with end 
consumers (SoE= Systems of Engagement) and backbone systems (SoR= 
Systems of Record) with the application of this comprehensive ICT technology.

（SoR = Systems of Record）とお客様の事業部門が最終消費者と繋がる

システム（SoE = Systems of Engagement）、そしてそれらを支える

インフラ基盤と、すべての面からお客様の業務効率化・価値創造を支援して

まいりました。 

最先端ICT総合技術力に加え、これまでお客様を支援してきた経験と

知見は、三井情報グループがこれまで培ってきた「KNOWLEDGE」です。 

この「KNOWLEDGE」を積極的に活かし、お客様への価値提供だけでなく、

お客様と共に新たなビジネス創出に挑戦するパートナーとして信頼され、

期待され続ける企業を目指してまいります。

In addition to this innovative and comprehensive ICT technology, experiences 
and information used to support our customers are the KNOWLEDGE 
accumulated by the MKI Group to date. We want to proactively apply this 
KNOWLEDGE to become a company with unlimited potential, trusted as a 
partner that will not only provide value to our clients, but will also take on the 
challenge of creating new businesses together with our clients. 

1991 2007 2017

クラウド型省エネルギーマネジメントサービス提供

1967

私たちは、市場や顧客のニーズを捉え、
技術力を駆使する事で新たなビジネスを創出し、

顧客への価値提供に絶え間なく挑戦し続ける企業グループを目指します。
We aim to be a business group which keeps trying to meet market and customer needs,

create new business fields by leveraging technical capabilities and deliver value for customers.

あり姿 Who we are



三井情報の「KNOWLEDGE」
お客様と共に価値を創造していく

As our corporate name, MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY, shows, 
the amassed knowledge cultivated with our customers and partners up to 
this point is consolidated in order to create new businesses and value with our customers.

The KNOWLEDGE of MKI

パートナー
高度な技術力を駆使

Application of technical prowess
Partners

新しい共創価値
お客様のビジネス創出や変革に寄与し、新たな価値の提供に挑戦し続けます。
We will contribute to creating and innovating our customers’ businesses 

and will continue endeavoring to create new value.

Co-creating new value

KNOWLEDGE
それぞれが持つ知見・ノウハウ

お客様
緊密なパートナーシップ

Close partnerships 
Customers 

市場・顧客のニーズ 最新のテクノロジー
Cutting-edge technologyMarket/customer needs

7社の知が結集
Consolidated wisdom 
from seven companies

全国ネットワークの実績と経験 Achievements and experience from a nation-wide network

データ通信
Data communication

金融ICT
Financial ICT

音声
Speech

バイオ
Bio

基幹システム
ERP system

センシング・制御
Sensing/Control

グローバル
Global

英文社名「MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY」にもあるとおり、

三井情報グループではこれまでにお客様やパートナーと共に培ってきた知を結集し

新たなビジネスを創出して、お客様と共に価値を創造していきます。



We support customers with “Defensive IT” SoR combined with “Offensive IT” SoE. 
SoR aims to streamline and optimize management and businesses, 
and SoE raises the value of existing businesses, creating new business models 
with flexible support toward growth opportunities and business trends with cutting-edge digital technology.

連

SoRとSoEを連携し新たなビジネス価値を生み出す

三井情報のテクノロジーコンセプト
Creating new business value by collaborating SoR and SoE

The MKI technology concept

ollaborati

Companies/Consumers

企業・消費者

CCC nnnnnollaborati noolollalababobororaatitioonnCC

インフラ基盤／
コミュニケーション基盤

ERP

ITマネジメント

総合監視ネットワーク

セキュリティ

アプリケーション開発

Infrastructure base/
Communication base

Security

Network

IT managementApplication 
development

Integrated 
monitoring

インフラ基盤／
コミュニケーション基盤

IoT

分析

AI
Cloud

クラウド

自動化

モバイル

Infrastructure base/
Communication base

Automation

Mobile Analysis

New services 

with cutting-edge technology 

such as mobile and cloud systems

Construction/operation of backbone systems 

and business applications, and 

IT management systems

基幹システムや
業務アプリケーションの

構築・運用と
ITマネジメントサービス

モバイルやクラウドなど
新たな技術を駆使した
新しいサービス

経営や事業の合理化・効率化 ビジネス価値・新事業の創出

 Corporate IT

Creating business value and new businesses
Streamlining/optimizing management and businesses

お客様の情報システム部門
Customer information system division

お客様の事業部門
Customer business division

経営や事業の合理化・効率化を目的とした「守りのIT」であるSoR領域と、

最新デジタル技術を駆使してビジネスの変化や成長機会に柔軟に対応し新たなビジネスモデルの創出や既存事業に

価値向上をもたらす「攻めのIT」であるSoE領域の双方を連携できる強みを活かして、お客様をご支援しています。

SoR
Systems of Record

Defensive IT Offensive IT

記録のシステム

守りの I T

SoE
Systems of Engagement

繋がりのシステム

攻めの I T

Business IT

Co-Creation IT

お客様とMKIによる
“共創”ビジネスの創出

“Co-creation” of businesses
 with customers and MKI



三井情報のソリューション

不動産

通信

金融教育

商社

流通ヘルスケア

公共

運用・保守
サービス
Operation/

Maintenance 
services

アプリケーション
開発

Application 
development

サービス
インテグレーション

Service integration

Infrastructure 
solutions

Infrastructure 
solutions

インフラ
ソリューション

● ITマネジメントサービス
● IT活用コンサルティング

 IT management services
 IT application consulting

●基幹システム開発
●業界／業務別
アプリケーション開発

 ERP systems
 Application

   development

 IoT/Analytics
 Cloud application 
 Data centers 

 etwork/Securit  

on ac  cen er ommun cation 
 Mobile 

 Integrated monitoring 
 Managed services 
 Outsourcing 

  services 

● IoT／分析
● クラウド活用
● データセンター

● 統合監視
● マネージドサービス
● アウトソーシング
サービス

Network/Security 

C t t t /C i

● ネットワーク／
セキュリティ

● コンタクトセンター／
コミュニケーション

● モバイル

コンサルティング
Consulting

MKI Solutions

Telecommunications

Healthcare

Public services

Education Finance

Real estate

Distribution

Trading firms

MKI supports IT utilization to increase corporate value and enhance competitiveness 
by making full use of comprehensive ICT technology that has been accumulated over 
the years, for consultation, construction, operation and maintenance.

三井情報はコンサルティングから構築、運用、保守まで、これまでに培ったICT総合技術力を駆使し、

企業価値向上や競争力強化に結びつくためのIT活用をご支援しています。



http://www.mki.co.jp
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