
 

エス・エス・ジェイ、次世代の経営基盤ソリューション 

「SuperStream-NX」を 12 月 1 日(火)より出荷開始 
累計 5400 社を超える導入実績のノウハウを結集し、 

完全 Web 対応した新たなバックオフィス・システムを提供 
 

 

キヤノンマーケティングジャパングループのエス･エス･ジェイ株式会社（本社：東京都中央区、

代表取締役社長：谷本善男、以下 SSJ）は、新製品「SuperStream-NX（以下 NX）」を 12 月 1 日

（火）より出荷開始することを発表いたします。 

この度出荷する NX は、累計 5,424 社（2009 年 3 月現在）の導入実績から培ったノウハウを

基に、一般会計/支払管理/債権管理など会計機能全般をカバーし、また将来的に固定資産や人事

給与などの機能を統合します。完全 Web 対応した本製品は、SOA を採用することで、生産管理や

販売管理といった他システムとリアルタイムに連携できる新しい経営基盤ソリューションです。 

 

近年の世界的な経済環境の悪化により、企業はより迅速な経営判断のため、情報の集約が必要

とされています。財務会計や生産管理など異なる複数のシステムとリアルタイムでの連携や、そ

れぞれのデータの様々な切り口からの加工・分析、将来の国際会計基準への対応など、多くの課

題を抱えています。そのため、バックオフィス・システムは会計/人事領域を超えた経営のシステ

ムとして必要とされ、加えてシステムの導入・運用管理コストの徹底した削減が求められていま

す。 

SSJではこれらのニーズと 5,400社以上の導入実績から培ったノウハウを基に NXを開発いたし

ました。NX は完全 Web 対応し、SOA※を採用するなど最新のテクノロジーに対応しているため、外

部システムとシームレスに連携し、財務会計・人事/給与システムを中核とした、全社規模の統合

経営基盤システムを実現します。システム間のリアルタイム連携により、照会画面から他システ

ムの元入力画面を追跡するトレーシング機能など、企業全体のビジネスプロセスの可視化や意思

決定の迅速化を支援します。また、ターゲット市場である年商規模 50～1000 億円超の各企業のニ

ーズに合わせ、従来のパッケージ型から SaaS※型まで、複数のデリバリー形態で提供します。 

今後、NX はこの度出荷する統合会計に加えて、人事/給与管理、オプション機能として固定資

産管理やグループ経営管理などを順次出荷し、統合経営基盤ソリューションの決定版としての位

置を確立していく予定です。 
※SOA： Service Oriented Architecture。システム全体をサービスの集まりとして、ハードウェアや OS、言語に依存せず、

共通インターフェースを通じ、自由に連携・利用できるシステム構造を規定するソフトウェアアーキテクチャ。 
※SaaS： Software as a Service。ソフトウェアをサービスとしてネットワークを介して提供する形態。 
 

製品名 価格（税別） 発売日 

SuperStream-NX統合会計 
Standard user 100万円/1user 

（5ユーザから） 
2009年 12月 1日 
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エス・エス・ジェイ株式会社 

 

● 報道関係者のお問い合わせ先：エス・エス・ジェイ株式会社 広報担当 佐々木    03－5548－7857 

● 一般の方のお問い合わせ先 ：エス・エス・ジェイ株式会社 マーケティング企画部 0120－30－2766 

● エス・エス・ジェイ ホームページ ： http://www.ssjkk.co.jp/ 



＜SuperStream-NXの主な特長＞ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■Web 対応による柔軟なシステム 
・Web対応により様々なネットワーク環境での動作を実現し、SOA システム連携基盤を利用した

他システムとの容易な連携が可能。 

・バージョンアップや税制対応など修正プログラム適用時に、クライアントへのプログラム再

配布が不要となり、作業を軽減。将来の制度改定にも柔軟に対応可能。 

 

■ユーザに優しい高いユーザビリティと表現力 
・RIA※としてマイクロソフト社の Silverlight※を採用することで操作性を落とさず、会計や人

事業務固有の機能や操作を実現。 
※RIA： Rich Internet Application。Silverlight や Adobe AIRに代表される Adobe Flashのような表現力を持ち合わせた

ユーザインターフェースのプラグイン。 

※Silverlight： Web ブラウザ用のプラグインとしてマイクロソフト社より提供されているクロスプラットフォームかつ 

クロスブラウザのリッチメディア配信/RIAプラットフォーム技術。 

 

■多種多様な提供形態 
・SOA などのシステム構築を前提とするパッケージでの提供から、クラウドコンピューティン

グを前提とした SaaSでの提供など、お客様のニーズに合わせた様々なデリバリースタイルで

の提供。 

 

 

＜販売目標＞ 
当社では本製品の販売により、現在の累計 5,424 社の実績を 3年間で 8,000 社へと拡大するこ

とを目標とします。 

 

 
 

 
 

 
 

 



＜パートナー様のエンドースメント＞ 
NX に関して、パートナー様より、以下のエンドースメントをいただいております。（五十音順） 

 

株式会社インテック 

株式会社インテックは SuperStream-NXのリリースを心より歓迎致します。 

財務会計システムのデファクト・スタンダードともいえる SuperStream が最新テクノロジーに

対応することで、お客さまの意思決定の迅速化とビジネスプロセス最適化の実現がより容易に

なるといえるでしょう。 

当社はコンピュータユーティリティの実現と次世代に向けたクラウド基盤ビジネスを展開中で

あり、近い将来には SuperStream-NX から始まる SaaS ビジネスが大きく広がることにも期待し

ております。 

株式会社インテック 

 ビジネスソリューション事業本部 本部長 松本 俊男 

 

株式会社 CSK システムズ 

株式会社 CSK システムズは、SuperStream-NXのリリースを心より歓迎いたします。 

当社は 1995年に SSJ株式会社様の第 1号となる販売パートナー契約を締結して以来、約 300社

のお客様へ SuperStream の導入・保守サービスを行ってまいりました。 

今回の SuperStream-NXは、従来の業務ノウハウに最新テクノロジーを採用することで、より優

れた製品になっていると確信しております。今後、当社では主要販売パートナーとして 1,000

社を目標に導入・保守サービスを展開して行きたいと思います。 

株式会社 CSK システムズ 

クロスインダストリグループ 統括担当 蔦谷 洋輔 

 

大興電子通信株式会社 

大興電子通信は、今回の SuperStream-NXのリリースを心より歓迎するとともに、広く一般企業

様への普及を期待しております。 

今回の新シリーズは、最新テクノロジーと SSJ のノウハウが結集されており、多くの企業様の

経営基盤として最適なソリューションに成り得るものであると評価しております。 

昨今、企業における会計情報の精度・透明性が叫ばれる中、当社もこれまでの数多くの会計シ

ステム構築ノウハウを活かし、更なる SuperStreamシリーズの拡販を展開して参ります。 

大興電子通信株式会社 

ソリューションビジネス本部 本部長 寺田 元一 

 

 

 

 

 

 



TIS 株式会社 

TIS 株式会社は SuperStream-NX のリリースを心より歓迎致します。 

SuperStream-NX が SOA による完全 Web型アプリケーションに対応することで、お客様の意思決

定を支える重要な経営情報基盤となる事を心より期待しております。 

今後、当社 Paas環境との組み合わせにより、クラウドコンピューティングを前提とした人事・

会計分野での SaaS 型ビジネスモデルの展開を積極的に検討して参ります。 

ＴＩＳ株式会社 

産業事業統括本部 エンタープライズビジネス事業部 事業部長 加藤 明 

 

東芝ソリューション株式会社 

東芝ソリューションは、SuperStream-NXのリリースを心より歓迎いたします。 

最も普及している財務会計システムの一つである SuperStream が最新テクノロジーに対応する

ことで、お客様の意思決定の迅速化と、ビジネスプロセスの最適化がより容易になることでし

ょう。 

東芝ソリューションは、最も長い歴史があるパートナーとして、1995 年以来 14年間にわたっ

てエス・エス・ジェイ殿とビジネスを展開してきました。 

この経験を最大限に活かし、今後も、お客様が望む最善の経営基盤の姿を実現し、お客様は 

もちろん、東芝ソリューションとしても、ビジネスの可能性の拡大と飛躍につながることを 

期待します。 

東芝ソリューション株式会社 

業務ソリューション事業部 事業部長 松本英明 

 

株式会社日立情報システムズ 

経営基盤ソリューション「SuperStream-NX」の発表に際し、株式会社日立情報システムズと致

しまして心からお祝い申し上げます。 

「SuperStream-NX」は、クラウド時代の到来に対応した製品となっており、他システムとの親

和性も高いため、当社のプライベートクラウドビジネスにも欠かせない存在として期待してお

ります。 

当社は御社の全面的なサポートを頂き、SuperStream をベースに計画から運用までトータルサ

ポートを提供し、数百社を超えるお客様との信頼関係を築いて参りました。 

新たな体制となっても、ベストソリューションパートナーとして御社の変わらぬご支援のもと、

発展して参りたいと存じますのでよろしくお願い申し上げます。 

                      株式会社日立情報システムズ  

                        営業統括本部 本部長 山本 克己 

 

 

 

 



富士通株式会社 

富士通株式会社は、SuperStream-NXのリリースを心より歓迎致します。 

当社はＩＴインフラ上に「SuperStream」による財務会計、人事給与システムを構築し、これま

でに５８０社を超えるお客様に提供してまいりました。最新のテクノロジーによる新製品は、

ＩＴ環境構築の選択肢を増やし、当社の PC サーバ「PRIMERGY（プライマジー）」などのプラッ

トフォーム製品群と組み合わせることにより、お客様の経営課題を ITの側面から解決していく

ものと期待しています。 

プラットフォーム技術本部は、今後もお客様のシステムの課題をスピーディーに解決し、変化

に強いシステムの構築・導入サポートを支援してまいります。 

富士通株式会社  

プラットフォーム技術本部 本部長 伊藤 賢一 

 

マイクロソフト株式会社 

SuperStream-NX のリリース、誠におめでとうございます。 

今回の新製品SuperStream-NXでは最新サーバーオペレーティングシステムWindows Server2008、

最新データベース SQL Server2008 をご採用いただき、高機能であることはもちろん、高可用性

と高いセキュリティ機能を実装されております。また統合会計システムとしては国内初となる

Silverlightの全面採用により、これまでにない優れた表現力と操作性を実現されております。 

累計 5400社を超える豊富な実績を持つ SuperStream シリーズが、今回の新製品リリースで更に

幅広いお客様に最適な経営基盤を提供し、経営情報の可視化、意思決定の迅速化を可能にする

と期待しております。 

マイクロソフト株式会社 

執行役 パートナービジネス営業統括本部長 高橋 慎介 

 

※記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

 

 

＜エス･エス･ジェイ株式会社について＞ 
キヤノンマーケティングジャパングループのソフトウェアベンダー。 

統合業務パッケージ「SuperStream（財務会計・人事/給与）」は、1995 年 6月の販売開始以来、

国内の中堅企業を中心に累計 5,424 社（2009 年 3 月現在）が導入しています(うち 570 社が上

場企業)。様々な業種の業務ノウハウと日本の商慣習を充分にふまえて開発しているため、基本

的にノンカスタマイズ・ローコストでの短期間導入が可能です。特に機能の充実度に関しては

高い評価を得ており、費用対効果の高い基幹システムの構築を実現します。 


