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電通グループ会社 54 社が情報セキュリティマネジメントシステム 

「ISO/IEC27001：2005」「JISQ27001：2006」の 

グループ認証を取得 

 

 

株式会社電通（俣木盾夫社長、本社・東京、資本金 589 億 6,710 万円）のグループ会社 54 社

は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC27001：2005」及び

「JISQ27001：2006」のグループ認証を取得した。 

 

 電通グループ会社 50 社は、情報セキュリティマネジメントシステムとして国際規格「BS7799-

2：2002」及び国内規格「ISMS Ver2.0」の認証を既に取得しているが、今回の「ISO/IEC27001：

2005」の認証取得は、ISO（国際標準化機構）が「BS7799-2：2002」をもとに 2005 年 10 月に

ISMS 認証基準の国際規格として「ISO/IEC27001：2005」を発行したことを受け、移行審査を受審

し、認証されたものである。 
 併せて、今回新規 4社の拡大審査を受審し、「ISO/IEC27001：2005」及び「JISQ27001：2006」

の認証を同時に取得した。 

 

 なお、現在までに株式会社電通が「ISO/IEC27001：2005」及び「JISQ27001：2006」の認証を取

得しており、今回の認証取得により同認証を取得しているのは、株式会社電通を含む電通グルー

プ会社において合計 55 社となる。 

 

取得認証規格 ISO/IEC27001：2005（JISQ27001：2006） 

認定機関 UKAS（英国認定機関） 

JIPDEC（日本情報処理開発協会） 

認証取得番号 IS91070 

最新発行日 2007 年 3 月 7 日 

審査登録機関 ビーエスアイジャパン株式会社 

有効期限 2008 年 3 月 21 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、クリエーティブ、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」・「JISQ27001：2006」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。 

この規格はもともと情報セキュリティの英国規格「BS7799-2:2002」をベースとしており、国際規

格化の審議を経て「ISO/IEC27001：2005」として制定された。日本では「ISO/IEC27001：2005」を

もとに、「JISQ27001：2006」として 2006 年 5 月に JIS 化された。 

 

 

今回認証取得したグループ 54 社 

 

＜拡大新規 4 社＞ 

会社名 事業内容 

株式会社 Media Shakers クロスメディア・プロモーション業務 

株式会社 クロスメディア インフォメーション センター 
モバイルコードの発行と管理業務（ＭＤ 

戦略・事業戦略） 

株式会社 電通スポーツパートナーズ 
スポーツマーケティングに関わるサービス

の提供 

株式会社 インターロジックス CRM ソリューションサービスの提供 

 

 

＜継続 50 社＞ 

会社名 事業内容 

株式会社 電通東日本 東日本、東北における広告業 

株式会社 電通西日本 西日本における広告業 

株式会社 電通九州 九州における広告業 

株式会社 電通北海道 北海道における広告業 

株式会社 電通沖縄 沖縄における広告業 

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 アド電通（名古屋） 東海地区における広告業 

電通ヤング・アンド・ルビカム 株式会社 
広告・マーケティングに関わる企画、制

作、運営管理 

電通サドラー・アンド・ヘネシー 株式会社 医薬・医療専門の広告業務 

株式会社 電通ワンダーマン 
End to end によるダイレクトマーケティ

ング業務 

株式会社 サイバー・コミュニケーションズ インターネット広告販売業務 

株式会社 電通イー・リンク インターネット専門広告業務 

アクションクリック 株式会社 
成果報酬型広告メディアレップ業、広告効

果測定業 

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 電通テック 

販促プロモーション、イベントプロモーシ

ョン、広告･コンテンツを含む企画、制

作、運営管理 

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業務に関わる情

報収集・分析を含むコンサルティングサー

ビスの提供 

株式会社 電通リサーチ 
マーケティング戦略に関わるリサーチ、開

発、プランニングサービスの提供 

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のキャスティング業

務 
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株式会社 ワンスカイ 

広告企画制作及びインターネット・デジタ

ル TV 広告企画・ブランディング戦略立案

サービスの提供 

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

案サービスの提供 

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

案サービスの提供 

株式会社 ブレス ユー 

広告企画･制作（ＴＶＣＦ・グラフィッ

ク）、及びキャンペーンの企画立案、ブラ

ンディング戦略立案サービスの提供 

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

案サービスの提供 

株式会社 ｄｏｆ 
広告企画制作およびブランディング戦略立

案サービスの提供 

株式会社 電通イーマーケティングワン 
顧客マーケティング領域におけるワンスト

ップ・ソリューション・サービスの提供 

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

案サービスの提供 

株式会社 電通テーブルメディアコミュニケーションズ    
コミュニケーション領域における販売促進

サービスの提供 

株式会社 電通国際情報サービス 

情報システム構築、及び運用に関わるシス

テムインテグレーションサービス及びパッ

ケージソフトウェアの提供 

株式会社 シー・エー・エル 
映像コンテンツの企画・制作業務及び知的

財産権許諾に関わるロイヤリティ業務 

ジェネオン エンタテインメント 株式会社 
映像、音楽を含む著作物の企画・制作、製

造・販売、及び著作権の取得・販売業務 

株式会社 電通ミュージック・アンド・エンタテインメント 

音楽事業に関わる楽曲の権利管理業務 

音楽領域におけるイベント企画・運営 

楽曲原盤・楽譜の企画・開発・制作業務 

株式会社 電通ドットコム IT ベンチャー投資業務 

株式会社 メロディーズ アンド メモリーズ グローバル 
コンテンツの権利許諾情報管理システムの

開発・普及 

株式会社 電通総研 
コミュニケーションを核とした研究、コン

サルティングサービスの提供 

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、ビ

ル管理、建築工事、保険代理、事務受託、

イベント業務 

株式会社 電通マネジメントサービス 
経理、人事、総務、ファクタリングを含む

受託業務 

株式会社 電通ヒューマンリソース 労働者派遣事業および職業紹介事業 

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 
流通業などに対する店内プロモーション・

販売促進支援サービスの提供 

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、メディア事業、

システム開発サービスの提供 

株式会社 ピクト                    

TV-CM、PV、BB 用映像ソフト等の企画制作

及び撮影・照明の技術者派遣と機材レンタ

ル業務 
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国際コンベンション 株式会社 コンベンション・イベント業務 

株式会社 綜研 
リサーチ業務、電通情報センター運営業

務、分析業務 

株式会社 ISID インターテクノロジー   

ソフトウェア開発業務受託、システム/ネ

ットワーク等の運用管理サービス・保守サ

ービス 

株式会社 三喜 
印刷、倉庫管理、媒体複製を含むオフィ

ス・サービス関連業務 

株式会社 ブレイニーワークス  
システム開発におけるトータルソリューシ

ョン提供 

株式会社 アイティアイディコンサルティング   
製品設計、ソフトウェア開発における業務

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 の販売、サポート、コン

サルティング 

株式会社 アイエスアイディ・フェアネス 
インターネットを使った金融情報提供サー

ビス 
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