


お客様一人ひとりに、
最適なソリューションを。
お客様ごとにドキュメント環境は異なり、解決が必要とされる課題も様々です。

私たちは、お客様一人ひとりにご満足いただける新しい価値を提供してまいります。
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Long Life Technology
長寿命化した製品がオフィスのランニングコストをトータルで削減

します。

ECOSYS Concept
エコシスコンセプトが、お客様の環境性と経済性に貢献します。

Managed Document Services
最適なドキュメント環境を提案し、ドキュメントワークを継続的に

改善します。

Business Application
お客様の個別のニーズに応えるビジネスアプリを提供します。

Solution Solution SolutionSolution



京セラドキュメントソリューションズ株式会社
代表取締役社長　

駒口  克己
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京セラグループは、素材から部品、機器、ネットワーク

に至るまで、多岐にわたる事業をグローバルに展開

しています。その一員である当社は、ドキュメント分野

で新たな価値あるソリューションを創造し、提供し続

けることを使命として事業活動を行っております。

私たちはこれまで、長年培ってきた長寿命技術を

搭載した環境にやさしいプリンター・複合機と豊富な

ソフトウエア技術によって、お客様のドキュメント

ワークに環境性と経済性という価値を提供してま

いりました。

近年、モバイル情報機器やクラウドコンピューティング

などの普及で、ドキュメント業務は場所や時間に関

係なく行いたいというニーズが高まっています。また、

ビジネスに新しい価値をもたらす、
トータルドキュメントソリューションを。

情報共有が促進されるとともに、データ管理やセキュ

リティーサービスへのニーズも高まっています。

このように、ビジネスにおけるドキュメント環境が大きく

変化する中で、私たちの果たすべき役割は、ドキュメ

ント機器の販売や保守サービスの提供だけに留まらず、

業務効率の改善に繋がるトータルドキュメントソリュー

ションをお客様に提供することであると考えます。

2012年4月、当社は「京セラドキュメントソリューションズ

株式会社」として、新しい一歩を踏み出しました。

グローバル企業としての機動力の強化を図ると共に、

お客様のパートナーとして、ビジネスを強力にサポート

できる企業を目指してまいります。
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エコシスの更なる進化

1992 2001 2006 2007 2009 2012

ECOSYS 
HISTORY

1984
アモルファス
シリコンドラムが誕生

エコシスプリンター1号機 複合機
KM-3530

複合機
KM-C3232

カラー複合機
TASKalfa 500ci

エコシスプリンター
FS-9500DN

エコシスプリンター
FS-C5030N 本社R&Dセンター

1992
エコシスプリンター
発売

1986
プリンター事業参入

2000
三田工業の複写機事業を統合

2008
高速カラーコントローラー
R&D拠点開設（米国）

2008
新・技術開発
本社R&Dセンター開設（大阪）

2010
アジアにソフトウエア
R&D拠点開設（フィリピン）

2012/Apr.
社名を京セラドキュメント
ソリューションズに変更

2007
次世代コントローラー
複合機に搭載

2008
ソリューション・プラットフォーム
HyPASを搭載

2009
バイオマスカラートナー
開発に成功
（世界初）

2012
エコシス20周年

2006
カラー高画質と長寿命化
独自現像技術を搭載

2001
複合機とプリンターの
エンジンを共通化

1997
ドイツ環境規格
ブルーエンジェルを
取得（世界初）

1992年から始まり、現在もなお進

化を続けている私たちの環境への

取り組み。その歴史の一部をご紹

介します。

エコシスプリンター誕生
地球に優しいプリンターとして認められる。

複合機にエコシス技術を搭載
全ての製品にエコシスコンセプトを。

次世代コントローラーを開発
ソリューションやセキュリティーの強化。

カラー高画質と長寿命化
独自のプロセス技術を確立。

トータルドキュメントソリューション宣言
最適なドキュメントソリューションを提供する企業へ。

地球環境に配慮する「エコロジー」と、ランニングコスト

を最小化する「エコノミー」、そしてネットワークとつながる

「システム」。ビジネスにおける企業の三つの課題を

同時に解決するのが、独自の「エコシスコンセプト」

です。製品本体やその消耗品には環境負荷を抑制

する部品交換が不要な素材を選定し、使用時の経

済性を追求しています。製品やサービスを「資源の採

エコシスコンセプトが、お客様の環境性と 経済性に貢献します。

取から製造、輸送、使用、廃棄、リサイクル」というライ

フサイクルを通じて投入される資源やエネルギー、排

出物を定量的に把握し環境に与える負荷を分析する 

LCA（ライフサイクルアセスメント）を実施しています。

製品開発からその廃棄まで、環境に配慮した価値の

創造を私たちは行っています。さらにネットワークシステム

との連携により業務効率の改善に大きく貢献します。

ECOSYS 
CONCEPT

ECONOMY

ECOLOGY SYSTEM

CONCEPT
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一般的なプリンターは、何千枚または何万枚を印刷

したときに、ドラムなどの現像部品を交換する必要が

あります。それらを交換すると大量の廃棄物が発生

することから、経済的とは言えず、環境にも負荷をか

けてしまうことになります。そうした問題を解決する

ために、私たちは、プリンターや複合機の部品を長く

使える長寿命技術を搭載しました。たとえば、画像を

作るための中心的な存在である感光体ドラムには、

表面硬度の高いアモルファスシリコンを採用。部品交換

長寿命化した製品がオフィスの

ランニングコストをトータルで削減します。

なしで、約60万枚も印刷可能な耐久性を実現して

います。また、もう一つの代表的な技術が「オンリー

トナー方式」です。ドラム以外にも通常は一定期間で

交換が必要になる部品の耐久性の向上をはかる

ことによって、消耗品をトナーのみにすることを実現。

製品をお使いになるお客様のランニングコストをダイ

ナミックに削減します。このような「長寿命設計技術」

に関する私たちの取り組みは、世界各国で評価され、

多くのお客様の信頼を獲得しています。

世界的に評価されるプリンター、複合機

米国のオフィス機器の独立評価機関BLI社から、2011年に9機種のモノクロプリンター、複合機への高い評価があり、2011

モノクロプリンターラインオブザイヤーを受賞しました。

また、2012年には3機種のカラー複合機と2機種のカラープリンターで、2013年にはカラー・モノクロプリンターでピックオブザイ

ヤーを獲得するなど高い評価を維持し続けています。



オフィスごとに最適なドキュメントワークを実現するた

めには、お客様のビジネス環境を考慮したドキュメント

環境を構築する必要があります。

私たちは、そうしたお客様一人ひとりのニーズに応え

ていくために、様々なビジネスアプリケーションをご用

意しています。たとえば、膨大な文書を管理したい企

業のためのキャプチャーアプリ、モバイル機器やクラ

ウドなど外部環境との連携を可能にするアプリなど、

お客様の個別のニーズに応える

ビジネスアプリを提案します。

お客様のドキュメント環境に合わせたアプリケーション

をご利用いただけます。そして、そのアプリケーションの

提供を支えるのは、独自のソリューションプラットフォーム

「HyPAS（ハイパス/ Hybrid Platform for Advanced 

Solutions）」。インターネットの標準技術をベースにした

HyPASにビジネスアプリケーションを搭載することで、

お客様のニーズに対応する付加価値の高いソリュー

ションを提供することができるのです。

仕事を効率化する６つのカテゴリー

コピーやスキャン、FAXといった様々なドキュメントをデータ

化します。

Capture & Distribution
データ化したドキュメントの管理や運用を効率的に行

います。

Document Management

ドキュメントの出力管理を行うことで、コスト削減に貢

献。また、セキュリティ機能も提供します。

Cost Control & Security
さまざまなドキュメントの出力を管理することで、ワーク

フローの効率化に貢献します。

Output Management

ネットワーク上で機器を管理し、そのデータやファーム

ウェアの更新設定をサポートします。

Network Device Management
さまざまなモバイル機器からのプリントやスキャンをサ

ポートします。

Mobile & Cloud Solutions
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いかにしてビジネスの生産性向上とコスト削減を両立

させるかは、多くのお客様が抱える大きな課題です。

私たちが提案する「MDS（マネージドドキュメント 

サービス）」は、お客様のドキュメント環境を調査・分

析し、それぞれのオフィスに最適な機器配置とワー

クフローの改善を行い、それらを一括管理し継続的

最適なドキュメント環境を提案し、

ドキュメントワークを継続的に改善します。

にサポートします。紙やトナーの使用量を削減するだ

けでなく、機器管理にかかる時間を減らし、使い勝

手の向上によって大きな経費削減の効果をもたら

します。継続的なお客様の業務効率の向上とコスト

削減の実現を目的にグローバルにサービスを展開

しています。

MDSは、5つのフェーズから総合的にアプローチします。

現状のドキュメントワークフローが、お客様のニーズを満たしているかどうかを評価。ASSESS/評価

ビジネス戦略に沿って、ハードとソフトの両面から最適なドキュメント環境を設計。DESIGN/計画

適切にソリューションを導入できるように計画し、同時にトレーニングや

インストールサービスも実施。
IMPLEMENT/実施

モニタリングツールとサービスにより、出力環境とパフォーマンスを適切に管理。MANAGE/管理

継続した改善活動により、お客様の満足度を最大化。OPTIMISE/最適化



14 15

グローバルに展開する
京セラドキュメント
ソリューションズの
“今”を知る。

※2013年3月期実績

※2013年3月末現在

※京セラドキュメントソリューションズ（株）を含む2013年3月末現在の数字です

アジア・
オセアニア

アメリカ

ヨーロッパ

ロシア・中近東・アフリカ、
TA/UTAXを含む

北・中・南米を含む

51%

23%

26%

売上高/2,505億円

京セラドキュメントソリューションズ グループの“今”

世界31カ国に直轄の販売拠点を持ち、

140カ国以上の国々でグローバルに事業活動を展開しています。

お客様のさまざまなニーズに対応した

ドキュメントソリューションを提供しています。

製品・サービス

従業員数/15,983名

グループ会社数/69社
地域別売上比率（2 0 1 3年 3月末）

ECOSYS（エコシス）
プリンター、プリンター複合機

独自のエコシスコンセプトにより

ドキュメント環境に「環境性」と「経済

性」をもたらす、地球環境に配慮した

製品がECOSYSです。

ＭDＳ
（マネージド ドキュメント サービス）

ドキュメント環境の問題点を洗い出し、

お客様にとって最適なドキュメント環境

を提案することで、オフィスに新しい価

値を提供するサービスです。

ＴＡＳＫａｌｆａ（タスクアルファ）
複合機

次世代のドキュメントワークのために、オフィス

のドキュメントに関わるすべての業務（タスク）

を効率化するために、いちばん（アルファ）役

に立つ複合機がTASKalfaです。





技術開発からお客様サポートまで、
信頼に応えるグローバルネットワーク。

京セラドキュメントソリューションズ 本社 R&Dセンター ( 大阪 )

京セラドキュメントソリューションズ 東京 R&Dセンター ( 東京 )

京セラドキュメントソリューションズデベロップメント アメリカ (サンフランシスコ・ロサンゼルス )

京セラドキュメントソリューションズデベロップメント フィリピン

研究開発拠点

京セラドキュメントテクノロジー 石龍工場 ( 中国 )

京セラドキュメントテクノロジー ベトナム工場

京セラドキュメントテクノロジー 香港物流

京セラドキュメントソリューションズ 玉城工場 ( 三重 )・枚方工場 ( 大阪 )・チェコ トナー工場

生産物流拠点

＜販売会社・支店＞

京セラドキュメントソリューションズ ヨーロッパ本社 ( オランダ )

京セラドキュメントソリューションズ ヨーロッパ スイス支店

京セラドキュメントソリューションズ 中東支店 (UAE)

京セラドキュメントソリューションズ ドイツ

京セラドキュメントソリューションズ イギリス

京セラドキュメントソリューションズ フランス

京セラドキュメントソリューションズ イタリア

京セラドキュメントソリューションズ オランダ

京セラドキュメントソリューションズ ベルギー

京セラドキュメントソリューションズ スペイン

京セラドキュメントソリューションズ ポルトガル

京セラドキュメントソリューションズ オーストリア

京セラドキュメントソリューションズ ロシア

京セラドキュメントソリューションズ 南アフリカ

京セラドキュメントソリューションズ ノルディック ( スウェーデン )

京セラドキュメントソリューションズ ノルディック ノルウェー支店

京セラドキュメントソリューションズ デンマーク

京セラドキュメントソリューションズ フィンランド

ヨーロッパ統括地域
＜販売会社・支店＞

京セラドキュメントソリューションズ アメリカ本社 

　ニュージャージー支店

　イリノイ支店

　カリフォルニア支店

　ジョージア支店

　テキサス支店

京セラドキュメントソリューションズ カナダ

京セラドキュメントソリューションズ メキシコ

京セラドキュメントソリューションズ ブラジル

アメリカ統括地域
＜販売会社＞

京セラドキュメントソリューションズ アジア本社 ( 香港 )

京セラドキュメントソリューションズ 中国

京セラドキュメントソリューションズ 韓国

京セラドキュメントソリューションズ 香港

京セラドキュメントソリューションズ 台湾

京セラドキュメントソリューションズ タイ

京セラドキュメントソリューションズ シンガポール

京セラドキュメントソリューションズ インド

アジア統括地域
＜事業所＞

京セラドキュメントソリューションズ 本社 ( 大阪 )

＜販売会社＞

京セラドキュメントソリューションズ ジャパン

京セラドキュメントソリューションズ オーストラリア

京セラドキュメントソリューションズ ニュージーランド

日本統括地域

TAトライアンフアドラーグループ (ドイツ )

グループ会社

玉城工場 (三重)

枚方工場 (大阪)

本社 及び R&Dセンター (大阪)

東京R&Dセンター (東京) 及び
京セラドキュメントソリューションズ
ジャパン本社

石龍工場 (中国)

ベトナム工場

アジア 統括本社 (香港)ヨーロッパ 統括本社 (オランダ)アメリカ 統括本社

京セラドキュメントソリューションズ
デベロップメント アメリカ
（サンフランシスコ）

チェコ トナー工場

販売会社
31カ国に直轄の販売拠点を持ち、140カ国以上で販売を展開。
世界中のお客様に価値あるドキュメントソリューションを提供できる
販売網を構築しています。

研究開発体制

生産物流拠点
4ヶ国に拠点を構築。中国、ベトナム、チェコ、日本（2ヶ所）

「ECOSYS（エコシス）コンセプト」に象徴される長寿命技術にはじまり、ド
キュメントソリューションを進化させるための様々な技術開発を本社R&D
センターをはじめ、世界各地の研究開発拠点で行っています。
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沿革Corporate History 

京セラは、資金も信用も実績もない小さな町工場から出発しました。頼れるものは

なけなしの技術と、信じあえる仲間だけでした。

会社の発展のために一人ひとりが精一杯努力する。経営者も命をかけてみんな

の信頼にこたえる。働く仲間のそのような心を信じ、私利私欲のためではない、社

員のみんなが本当にこの会社で働いてよかったと思う、すばらしい会社でありた

いと考えてやってきたのが京セラの経営です。人の心はうつろいやすく変わりや

すいものといわれますが、また同時にこれほど強固なものもないのです。その強い

心のつながりをベースにしてきた経営、ここに京セラの原点があります。

人の心をベースに経営する。

京セラ株式会社 名誉会長
稲盛 和夫

経営に関する基本的な考え方Corporate Phi losophy 

経営理念
全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、
人類、社会の進歩発展に貢献すること。

常に公明正大　謙虚な心で　仕事にあたり
天を敬い　人を愛し仕事を愛し　
会社を愛し　国を愛する心

社是［敬天愛人］

会社概要Corporate Prof i le

社 　 　 名
本 　 　 社

代 表 者 名

取 締 役

監 査 役

創 立
設 立

資 本 金

年 商
従 業 員 数

事 業 内 容

京セラドキュメントソリューションズ株式会社（KYOCERA Document Solutions Inc.）
〒540-8585
大阪市中央区玉造1丁目2番28号
TEL 06-6764-3555（大代表）

代表取締役会長〔京セラ（株）代表取締役会長〕 久芳 徹夫
代表取締役社長 駒口 克己
取締役〔京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）代表取締役社長〕 古賀 真
取締役 厳島 圭司
取締役 九鬼 隆
取締役 森田 隆三
取締役 結城 淳
取締役〔京セラ（株）代表取締役社長〕 山口 悟郎
取締役〔京セラ（株）関連会社統轄本部長〕 嘉野 浩市

常勤監査役 小林 廣和
常勤監査役 田川 芳博
監査役〔京セラ（株）常勤監査役〕 前 耕司
監査役〔公認会計士〕 溝端 浩人

1934年11月
1948年7月（三田工業株式会社）
2000年1月18日　京セラミタ株式会社へ社名変更 
2012年4月1日　京セラドキュメントソリューションズ株式会社へ社名変更
120億円〔京セラ（株）100％〕

2,505億円（京セラドキュメントソリューションズグループ連結売上　2013年3月期実績）
15,983名（京セラドキュメントソリューションズ グループ全体　2013年3月末現在）

モノクロおよびカラーのプリンター、複合機、広幅複合機、ドキュメントソリューション、アプリケーションソフトウェア
およびサプライ製品の製造･販売

 1月  社名を「京セラミタ株式会社」に変更（写真①）

2000

10月  国内販売会社「京セラミタジャパン株式会社」を設立

 2月  A3カラープリンター「ECOSYS LS-8000C」を発売
 8月  エコシス技術を搭載した複合機

「KM-3530シリーズ」を発売（写真②）
 9月  カラー複合機「KM-C830シリーズ」を発売
12月  石龍工場（中国）を竣工（写真③）
12月  枚方物流センター完成

2001

 4月  京セラ株式会社プリンター事業部を統合
 9月  高速複合機「KM-6330」を発売
10月  A3プリンター「ECOSYS LS-6020」を発売

2002

 4月  石龍工場（中国）で感光体ドラムの製造を開始
 6月  A4カラープリンター「ECOSYS LS-C5016N」を発売
 6月  玉城工場第3工場を竣工
 8月  A3カラープリンター「ECOSYS LS-C8026N」を発売
10月  カラー複合機「KM-C2630シリーズ」を発売
10月  TAトライアンフアドラーグループ（ドイツ）と事業提携を開始

2003

 5月  A4プリンター複合機
「ECOSYS FS-1118MFPシリーズ」を発売

 9月  高速複合機 「KM-8030シリーズ」を発売
12月  京セラミタブラジルを設立

2005

 4月  A3プリンター「ECOSYS LS-9520DN」を発売
 7月  複合機「KM-2050シリーズ」を発売

2004

 5月  A3プリンター「ECOSYS LS-6950DN」を発売
 5月  インタラクティブタッチダウン現像システムを搭載した

カラー複合機「KM-C3232シリーズ」を発売
 9月  A4プリンター「ECOSYS LS-3900DNシリーズ」を発売

2006

 5月  次世代コントローラーを搭載した複合機
「KM-5050シリーズ」を発売

 6月  オランダに欧州物流センターを設立
11月  A4プリンター「ECOSYS FS-1300D」を発売

2007

 1月  複合機の新ブランド「TASKalfa」を発表
 1月  ソリューションプラットフォーム「HyPAS」を搭載した

カラー複合機「TASKalfa 500ciシリーズ」を発売（写真⑥）
 1月  TAトライアンフアドラーグループ（ドイツ）を連結子会社化
 7月  京セラミタ韓国を設立
12月  世界で初めて植物由来の原材料を採用した

バイオマスカラートナーの開発に成功（写真⑦）

2009

 1月  A3カラープリンター「ECOSYS LS-C8500DN」を発売
 5月  A4プリンター複合機

「ECOSYS LS-3140MFPシリーズ」を発売
 8月  A4カラープリンター複合機

「ECOSYS FS-C2126MFPシリーズ」を発売
 9月  アジア販売統括会社、京セラミタアジア（香港）を設立
 9月  フィリピンにソフトウェア開発会社、

京セラミタテクノロジーデベロップメント フィリピンを設立
12月  複合機「TASKalfa 305シリーズ」
　　　を発売（写真⑧）

2010

 4月 北欧4ヶ国の販売統括会社、京セラミタノルディック
  （スウェーデン）を設立
 5月 カラー複合機「TASKalfa 5550ciシリーズ」を
  発売（写真⑨）

2011

 1月 中国販社を設立
 3月 チェコ トナー工場（写真⑩）稼動開始
 4月 社名を「京セラドキュメントソリューションズ株式会社」に変更
  グループ全販社名を変更
10月 ベトナム工場（写真⑪）稼動開始

2012

 1月  米国のソフトウェア開発会社「ピアレス社」と
技術資産譲渡契約を締結

 2月  玉城工場（三重）に化成品開発センターおよび、
トナー工場を設立（写真④）

 3月  京セラミタインドを設立
 4月  本社R&Dセンター（大阪）を竣工（写真⑤）

2008

①

②

⑥

⑧

⑨

⑤④

③

⑦

⑩ ⑪
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京セラグループについてAbout KYOCERA Group 

お客様の期待に応える、
真のグローバルカンパニーへ。

グループのシナジーを発揮し、
世界のお客様へ新たな価値を届ける。

京セラグループでは、素材から部品・デバイス、機器、さ

らにはサービスやネットワーク事業をグローバル展開して

います。グループ内で、関連する製品や事業をひとつ

のプロダクトラインとし、その開発、製造、販売、さらに物

流など、すべてのプロセスを有機的に結びつけます。そ

して、持てる経営資源を有効に活用し、シナジーを発揮

することで、より強いプロダクトラインを構築していきま

す。それぞれのプロダクトラインが、時代の変化に即応

するスピード感を持ち、グループの独自技術を融合させ

ることで、新製品を生み出し、新たなマーケットを創造

し、さらに積極的に展開していきます。

京セラは、お客様の期待に応えるために、価格、品質、

サービスのすべてにおいて、お客様第一主義に徹し、

新たな価値をグローバル市場に届けます。

事業セグメント別売上高構成比（連結）2013年3月期

ファインセラミック
部品関連事業 5.9%

ファインセラミック
応用品関連事業 16.5%

情報機器関連事業

京セラドキュメント
ソリューションズ

19.6% 半導体部品関連事業 13.1%

電子デバイス関連事業通信機器関連事業13.8%

その他事業および
調整及び消去9.9%

21.2%
KDDI の筆頭株主と
して、通信情報産業に
おいて相互に連携し、
協力し合っています。

京セラSLC
テクノロジー（株）

KYOCERA
America, Inc.
（米国）

KYOCERA do Brasil 
Componentes Industriais Ltda. （ブラジル）

京セラ（天津）
太陽エネルギー
有限公司（中国）

KYOCERA Fineceramics Ltd.（イギリス）

KYOCERA
Solar Europe s.r.o.
（チェコ）

（株）京セラソーラー
コーポレーション

KYOCERA Fineceramics S.A.S.（フランス）

KYOCERA Communication Systems
Singapore Pte. Ltd.（シンガポール）

（株）京都パープルサンガ

上海京セラ電子有限公司（中国）

KYOCERA Vietnam Company Limited （ベトナム）

東莞石龍京セラ有限公司（中国）

京セラ韓国（株）（韓国）

KYOCERA Industrial Ceramics Corporation（米国）

KYOCERA
International, Inc.（米国）

KYOCERA Mexicana, S.A. de C.V.（メキシコ）

TPC S.A.S.
（フランス）

AVX Czech
Republic, S.R.O.
（チェコ）KYOCERA 

Electronic 
Devices, LLC
（米国）

AVX/
KYOCERA
Singapore
Pte. Ltd.
（シンガポール）

KYOCERA Display
（Thailand） Co., Ltd.（タイ）

KYOCERA Crystal Device
Philippines, Inc.（フィリピン）

KYOCERA
Crystal Device （Thailand） Co., Ltd.（タイ）

KYOCERA
Connector Products

Hong Kong Ltd.
（中国）

KYOCERA Connector
Products Korea Co. Ltd.（韓国）

KYOCERA Connector
Products Asia Pte. Ltd.
（シンガポール）

半導体部品

自動車部品 宝飾応用商品

電子部品

京セラコネクタ
プロダクツ（株）

京セラ（中国）商貿有限公司（中国）

KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd.
（シンガポール）

ファインセラミック

京セラケミカル（株）

京セラ
ディスプレイ（株）

京セラ
ディスプレイ（株）

AVX Corporation
（米国）

グループ計45社

AVX Ltd.（イギリス）

KYOCERA TYCOM Corporation（米国）

韓国京セラ精工（株）（韓国）
機械工具

京セラ化学（無錫）
有限公司（中国）

京セラ連結器（東莞）
有限公司（中国）

京セラ显示器（張家港）
有限公司（中国）

KYOCERA Chemical
Singapore Pte. Ltd.（シンガポール）

京セラクリスタル
デバイス（株）

グループ計4社

グループ計8社

TA Triumph-Adler GmbH
（ドイツ）

京セラ弁公設備科技
（東莞）有限公司（中国）

KYOCERA Document
Solutions Europe B.V.（オランダ）

KYOCERA Document
Solutions America, Inc.（米国）

KYOCERA Document
Technology Vietnam
Co., Ltd.（ベトナム）

京セラドキュメント
ソリューションズ
ジャパン（株）

京セラ弁公信息系統亜洲
有限公司（香港）

京セラドキュメント
ソリューションズ（株）

グループ計5社

（株）ホテル
プリンセス京都

（株）ホテル京セラ

（株）インター
ナショナル
ゴルフリゾート
京セラ

京セラ興産（株）

グループ計5社

京セラオプテック（株）

グループ計2社

ソーラー
エネルギー

京セラ企業管理諮詢（上海）有限公司（中国）

KYOCERA Fineceramics GmbH（ドイツ）

KCCSマネジメント
コンサルティング（株）

京セラ信息系統（上海）
有限公司（中国）

京セラ丸善システム
インテグレーション（株）

KCCSモバイル
エンジニアリング（株）

プリンティング
デバイス

通信機器関連 KYOCERA
Communications,
Inc.（米国）

KYOCERA Telecom
Equipment (Malaysia)
Sdn Bhd（マレーシア）

グループ計3社

京セラ光電科技
（東莞）有限公司（中国）

京セラメディカル（株）

ファインセラミック関連事業

京セラ（株）単体の事業

複数の事業を展開

電子デバイス関連事業

機器関連事業

その他の関連事業

京セラグループ
KYOCERA Group

計229社

記載の内容は2013年 4月1日現在のものです。

KYOCERA
UNIMERCO A/S
（デンマーク）

京セラコミュニケーション
システム（株）

グループ計69社

グループ計10社
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