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電通グループ会社 2社が新たに情報セキュリティマネジメントシステム 

「ISO/IEC27001：2005」のグループ認証を取得 

 

 株式会社電通(本社：東京、代表取締役社長：髙嶋達佳、資本金 589 億 6,710 万円)のグループ

会社 2社は、3月 9 日付けで情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である

「ISO/IEC27001：2005」「JIS Q 27001：2006」のグループ認証を取得した。 

 

 今回、新たに認証を取得した電通グループ会社は、株式会社 電通レイザーフィッシュ、株式会

社 DRUM の 2 社。 

 現在までに、株式会社電通が単独で当該認証を取得し、また、電通グループ会社 58 社が当該 

グループ認証を取得している。 

 今回の新規 2社の認証取得によりグループ認証を取得しているのは、合計 60 社となる。 

 

 グループ認証取得済みの 58 社に関しては、本年 2月の認証継続審査において ISMS が有効に機

能し、継続的改善によりセキュリティレベルの維持・向上が図られていることが確認された。 

 

 今後も、株式会社電通は、電通グループ全体として更なる情報セキュリティレベルの維持・向

上に取り組んでいく所存である。 

 

取得認証規格 ISO/IEC27001：2005（JIS Q 27001：2006） 

認定機関 ANAB（米国認定機関） 

JIPDEC（日本情報処理開発協会） 

認証取得番号 IS91070 

最新発行日 2009 年 3 月 9 日 

審査登録機関 BSI マネジメントシステムジャパン株式会社 

有効期限 2011 年 3 月 3 日 

 

＜認証取得概要＞ 

認証範囲：電通グループ会社における広告業務(営業、メディアサービス、マーケティング、セー

ルスプロモーションを含む)、広告関連業務(マーケティング、セールスプロモーショ

ン、クリエイティブ、映像･音楽を含む)、IT 関連業務(コンサルティング、システム

開発･構築･運用･保守を含む)、管理サービス業務(人材派遣･ファシリティ管理･ファク

タリング業務･監査業務を含む)を含むすべての業務 
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＜「ISO/IEC27001：2005」・「JIS Q 27001：2006」について＞ 

「ISO/IEC27001：2005」は、情報セキュリティの国際規格であり、2005 年 10 月に発行された。 

本規格は情報セキュリティの英国規格「BS7799」をベースとし、国際規格化への審議を経て制定さ

れたものである。日本国内ではこの「ISO/IEC27001：2005」をもとに、「JIS Q 27001：2006」と

して 2006 年 5 月に JIS 化された。 

 

今回のグループ認証の対象会社（60 社） 
 

＜認証拡大 新規 2社＞ 

会社名 事業内容 

株式会社 電通レイザーフィッシュ インタラクティブ・マーケティング全般 

株式会社 DRUM 販促ソリューションおよびクロスメディアの企画 

 

＜認証継続 既存 58 社＞ 

会社名 事業内容 

株式会社 電通東日本 関東地区、東北地区および静岡県、新潟県における広告業 

株式会社 電通西日本 
中国地区、四国地区および兵庫県、石川県、福井県、富山

県における広告業 

株式会社 電通九州 九州地区における広告業 

株式会社 電通北海道 北海道地区における広告業 

株式会社 電通沖縄 沖縄地区における広告業 

株式会社 アド電通大阪 関西地区における広告業 

株式会社 電通 名鉄コミュニケーションズ プロモーションと OOH 領域に特色をもつ広告業 

電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 電通とヤング・アンド・ルビカム社出資の広告会社 

電通サドラー・アンド・ヘネシー株式会社 医家向け医薬品専門広告業 

株式会社 電通ワンダーマン 
ダイレクトマーケティング、リレーションシップ 

マーケティング業務 

株式会社 サイバー・コミュニケーションズ インターネットのメディアレップ業 

株式会社 電通サーチ＆リンク 
インタラクティブ領域を中心としたマーケティング 

サービス業 

株式会社 クライテリア・コミュニケーションズ インターネット広告配信、システム開発 

株式会社 ザ･ゴール ファッション・アクセサリー関連業界専門の広告業 

株式会社 Media Shakers クロスメディア・プロモーションの企画・立案・実施 

株式会社 電通テック 販促・イベント・CM・印刷などの企画・制作 

株式会社 電通パブリックリレーションズ パブリックリレーションズに関する企画立案と実施 

株式会社 電通リサーチ 調査に基づくマーケティング・プランニング・サービス 

株式会社 電通キャスティング アンド エンタテインメント 広告に関わるタレントなどのキャスティング業務 

株式会社 ワンスカイ 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

シンガタ株式会社 広告企画制作およびブランディング戦略立案 
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会社名 事業内容 

シンガタ麻布株式会社 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

シンガタ総研株式会社 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

株式会社 ビルド・クリエイティブハウス 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

株式会社 bless you 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

株式会社 リワインド 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

株式会社 ｄｏｆ 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

株式会社 電通イーマーケティングワン 顧客戦略・チャネル戦略の eマーケティング 

株式会社 ドリル 広告企画制作およびブランディング戦略立案 

株式会社 電通オペレーション開発 販促ツール制作を総合的に管理するシステムの開発 

株式会社 電通ダイレクトフォース ダイレクトビジネスを総合的にサポートする広告業 

株式会社 電通国際情報サービス 情報システム構築、各種業務ソフトウェア販売・サポート 

株式会社 C.A.L.（シー・エー・エル） テレビ番組などソフトコンテンツの制作 

株式会社 電通ミュージック・アンド・エンタテインメント 音楽コンテンツの企画、開発、制作、著作権管理 

株式会社 電通ドットコム IT 関連を中心としたベンチャーキャピタル事業 

株式会社 電通スポーツパートナーズ 
スポーツイベントの実施・運営・制作等のオペレーション

業務 

株式会社 電通ファシリティマネジメント 不動産の運用管理、賃貸、売買･仲介、保険代理業 

株式会社 電通マネジメントサービス 
経理、人事、総務に関する受託業務、およびファクタリン

グ業務 

株式会社 電通ヒューマンリソース 人材派遣事業、職業紹介事業 

株式会社 電通インターナル オーディット 電通が行う監査業務の補助業務 

株式会社 スリーピー 各種イベント及び販売促進活動の企画・実施・運営 

株式会社 インストア・コミュニケーションズ 流通業ほかに対する店内プロモーション・販売促進支援 

株式会社 ピクト 映像ソフト等の企画制作および関連技術者派遣 

株式会社 アイコン コンベンション・イベントの企画、実施・運営 

株式会社 電通リテールマーケティング CRM・店頭マーケティング・店頭管理の統合サービス 

株式会社 電通カスタマーアクセスセンター プロモ－ション領域における顧客対応サ－ビス業 

株式会社 綜研 
マーケティングリサーチ、データベース、マイニング等分

析 

株式会社 インターロジックス CRM システム構築とデータベースマネジメントの専門会社 

株式会社 電通ネットイヤーアビーム マーケティング戦略の立案およびプロトタイプ開発 

株式会社 電通テーブルメディアコミュニケーションズ 折り込み広告の企画制作 
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会社名 事業内容 

株式会社 ISID インターテクノロジー 
ソフトウェアの開発業務受託、システム・ネットワーク等

の運用 

株式会社 三喜 印刷・倉庫管理 

株式会社 エステック コンピュータ解析と実験による製品開発コンサルティング 

株式会社 ブレイニーワークス システムの開発・技術支援、ソフトウェアの開発・販売 

株式会社 iTiD コンサルティング 製品の設計開発分野における業務改革コンサルティング 

株式会社 ISID テクノソリューションズ CAD/CAM/CAE/PDM の開発・販売・サポート 

株式会社 ISID フェアネス インターネットを使った金融情報サービス 

株式会社 ISID 北海道 製造業向け CAE 技術支援サービス 
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