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エス・エス・ジェイ株式会社

エス・エス・ジェイ、経営基盤ソリューション
「SuperStream-NX」SaaS 対応版 提供開始
-国内パートナー12 社と成長企業向け会計システムの SaaS 対応を支援-

キヤノン MJ IT 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、SaaS に対応した経営基盤ソリューション「SuperStream-NX（以下
NX）
」を 2011 年 2 月より国内パートナー12 社からユーザに提供開始します。
円高および日本経済の成長率の鈍化などにより、企業は IT 投資に対し、これまで以上に費用対
効果を重視しています。特に成長企業の IT 投資予算は厳しく、国際会計基準の対応を含め、シス
テム導入から運用まで、コスト削減が最大の経営課題となっています。
昨年 2009 年より販売開始した NX は、約 6,000 社の導入実績を持つ SuperStream のノウハウを
基に開発され、完全 Web 対応、オンプレミス（パッケージ型導入）やエンジンなど複数の提供形
態を可能とした経営基盤ソリューションです。この度、IT 投資に対する成長企業のニーズに応え
るため、新たに SaaS に対応した「SuperStream-NX」をラインナップに加え、パートナーと共に提
供します。

■国内パートナー12 社による NX の SaaS 提供
国内にセキュアなデータセンターを持つパートナー企業がユーザのニーズに合わせたクラウド
環境とともに、NX を SaaS で提供します。

■短期導入による早期利用およびメンテナンス作業の軽減を実現
NX の基本機能をノンカスタマイズで採用することにより、約 30 日の導入期間で、早期の利用
開始が可能です。また、今後の IFRS 対応などソフトウェアのアップグレード作業が必要なく、運
用負荷の軽減を実現します。

■初期投資と保守費用の不要による TCO の大幅削減
ユーザはソフトウェアやハードウェアの IT 資産の初期投資が不要であり、月額定額料金で NX
を利用可能です。保守費用も不要であり、5 年間の IT コストは導入・運用を含め大幅に削減可能
です。
当社では、SaaS において、今後 5 年間でパートナーと共に、中小・成長企業を中心に 2,000 社
の導入を目指します。SuperStream のオンプレミス型と合わせ、2015 年までに中小企業から中堅・
大企業まで累計社数 10,000 社への導入を目指し、SuperStream ビジネスの拡大を図ります。
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：
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http://www.ssjkk.co.jp/
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＜SuperStream-NX SaaS 対応版について＞
■提供機能
ユーザは SuperStream-NX の基本機能である統合会計（財務会計、管理会計、支払管理、債権
管理、経費精算）機能あるいは GL（財務会計、管理会計）機能のみの利用が可能。

■ターゲット市場
SaaS 対応版は、主に年商 100 億円未満のユーザへの提供を想定。年商 1000 億円未満のユー
ザにはオンプレミス、1000 億円超のユーザにはエンジンで提供し、中小企業から中堅・大企業
まで幅広いユーザの導入を想定。

■位置づけ
SSJ はパートナー企業に NX をソフトウェアとして提供し、パートナーが SaaS 事業者として、
ユーザにソフトウェアおよびサービスを提供。

■SaaS 適合を判断「NX の SaaS 30 日トライアル利用」
SaaS 導入を検討中のユーザのため、最大 30 日間の無償利用の環境を提供。これにより、企
業の業務システムとして、SaaS 利用可否の判断が可能。

＜パートナー様のエンドースメント＞
NX SaaS 対応版に関して、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。
（順不同）

■SuperStream-NX ソリューションパートナー（SaaS 提供パートナー）
株式会社エクサ
株式会社エクサは、SuperStream-NX SaaS 対応版のリリースを心より歓迎いたします。
多様化するお客様ニーズにお応えし、より最適なシステムを提供する事が弊社の務めと考え
ております。
その中で、SSJ 社の SuperStream がクラウドコンピューティングに対応した SaaS 版を提供し
ラインナップを充実する事は、弊社ビジネスにおいても、より大きな可能性を秘め、より多
くのお客様にご提案できるものといえるでしょう。
今まで以上に提案の幅が広がり、ビジネスチャンスが出てくると期待しております。
株式会社エクサ
ソリューション営業統括本部 統括本部長
松岡 鋭也

株式会社シーアイエス
株式会社シーアイエスは SuperStream-NX SaaS 対応版のリリースを心から歓迎致します。
財務会計システムのデファクト・スタンダードとも言える SuperStream がクラウドコンピュ
ーティングに対応し、SaaS 展開することで、お客様の意思決定の迅速化とビジネスプロセス

の最適化の実現が、より容易になるといえます。
当社は多くの販売実績を誇っておりますが、そのノウハウを活用することで、今まで以上に
提案力を持つことができると期待しております。
株式会社シーアイエス
取締役上級執行役員 ＳＥ統括
加藤 久佳

GBR 株式会社
GBR 株式会社は SuperStream-NX SaaS 対応版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 がクラウドコンピュ
ーティングに対応し、SaaS 展開することで、お客様の意思決定の迅速化とビジネスプロセス
最適化の実現がより容易になるといえるでしょう。
数百社の SuperStream の導入実績から得たノウハウを活用することと、導入支援費用を月額
対応することで、今まで以上に提案力を持つことができると期待しております。
GBR 株式会社
代表取締役
茂内 将平

鈴与シンワート株式会社
鈴与シンワート株式会社は、SuperStream-NX SaaS 対応版のリリースを心より歓迎致します。
当社は 1997 年から SuperStream ビジネスを立ち上げ、導入実績も 250 社を超えております。
2008 年にはデータセンター「S-Port」を開設し、クラウドサービスも積極的に展開しており
ます。この度、SaaS 対応版のリリースに伴い、「S-Port」クラウドサービスを基盤として、
これまでに培ってきた SuperStream のノウハウを充分に活用した安価で信頼性の高い会計シ
ステムをより多くのユーザ様に提供してまいります。
鈴与シンワート株式会社
取締役兼執行役員 情報サービス事業本部長
松本 耕治

株式会社ソルクシーズ
株式会社ソルクシーズは 1996 年から SuperStream を取り扱っており、様々な業種への導入ノ
ウハウを持っており、そのノウハウを活用して SaaS 展開することで、お客様にとって最適な
ビジネスプロセスをスマート且つ低コストにご提供出来るのではないかと考えております。
多様化するお客様のニーズに対して、SuperStream-NX SaaS 対応版を武器にして、ベストソ
リューションをご提案出来ることと期待しております。
株式会社ソルクシーズ
代表取締役社長
長尾 章

大興電子通信株式会社
大興電子通信は、今回の SuperStream-NX SaaS 対応版のリリースを歓迎致します。
企業会計システムのデファクト・スタンダードである SuperStream がクラウドコンピューテ
ィングに対応し SaaS 展開することで、多くの企業様へ多様な選択肢をご提案出来るものと評
価します。
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

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 SaaS対応版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がクラウドコンピューティン
グに対応し、SaaS展開することで、更なるビジネスの拡大へと飛躍されることでしょう。
弊社は、1995年SuperStreamの発売開始以来、15年間にわたり、SuperStreamをお客様に提供
して参りました。
最も長い歴史があるパートナーとして、今後もお客様へ最善のソリューションを提供し、
エス・エス・ジェイ殿とともに発展していきたいと存じます。
東芝ソリューション株式会社
製造・産業社会インフラソリューション事業部 事業部長
沖谷 宜保

日本電気株式会社
日本電気株式会社はSuperStream-NX SaaS対応版のリリースを歓迎致します。
市場の変化に伴い、クラウドサービス型基幹システムが求められている中、市場性が高い
SuperStream製品のクラウド型会計システムがリリースされる事は、当社にとっても非常に明
るい話題であると考えております。
全国に拠点を構えている当社と致しましても、新しいSuperStream-NXにて、更なる提案機会
の創出・利益拡大に期待をしております。
日本電気株式会社
第三製造業ソリューション事業部 事業部長
柳田 真

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 SaaS 対応版の発表に際し、心からお祝い申し上げ
ます。
近年の景気低迷の影響により、企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、よりスピー
ディな経営判断とコスト削減が求められています。また、早ければ 2015 年から上場企業全て
に IFRS 強制適用が予定されており、今後上場企業を中心にその対応の検討が本格化すると予
測されています。
こうした背景から当社では、強みの仮想化技術、SaaS 構築技術、データセンター運用技術な
どを活用して IFRS 対応の SuperStream-NX SaaS 対応版を拡販し、企業の期待に応えていく所
存です。
株式会社日立情報システムズ
第二営業統括本部長
抜井 一成

株式会社ビック東海
株式会社ビック東海は、クラウドコンピューティング時代に即応し、次世代経営基盤ソリ
ューションとして更なる進化を遂げた SuperStream-NX SaaS 対応版のリリースを心より歓
迎致します。
当社は管理会計システムの定番ともいえる SuperStream の多くの販売、導入実績を持ち、ま
た自社免震設備のデータセンターによる運用経験と自社保有の光ファイバ網によるネットワ
ーク構築により、オンプレミスでの提供はもとより、PaaS 提供、SaaS 提供などお客様の多種
多様なご要望にお応えできるインテグレータとして、ともに進化していける事に期待してお
ります。
株式会社ビック東海
ＳＩＳ本部 ＳＩ事業部 取締役 事業部長
海野 孝一

富士通株式会社
富士通株式会社は、SuperStream-NX SaaS 対応版のリリースを心より歓迎致します。
クラウド・コンピューティングに対応した新製品は、ICT 環境構築の選択肢を増やし、当社
の IaaS 環境「オンデマンド仮想システムサービス」などのクラウドサービス商品群と組み合
せることにより、幅広いお客様の経営課題を ICT の側面から解決していくものと期待してい
ます。
当社は、今後もクラウド・コンピューティング技術等の新たなテクノロジーを活用し、貴社
及び当社パートナーとともに、お客様の経営課題をスピーディに解決する最適なサービスを
提供してまいります。
富士通株式会社
常務理事 サービスビジネス本部 本部長
阿部 孝明

キヤノン IT ソリューションズ株式会社
キヤノン IT ソリューションズ株式会社は SuperStream－NX SaaS 対応版のリリースを心から
歓迎致します。
当社は、新たな基幹アプリケーションビジネスの確立を目指し、クラウド関連事業の増強を
進めております。
多くの販売実績を持つ財務会計のデファクトスタンダード“SuperStream”のクラウド対応版
は、より多くのお客様に革新的な業務改革を提供できるソリューションであり、更なるビジ
ネスの拡大を大いに期待しております。
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
ソリューション推進本部長
斎藤 智秀

■SuperStream-NX テクニカルパートナー
株式会社アゼスト
SuperStream-NX SaaS 対応版のリリース、おめでとうございます。
Silverlight の導入など、SuperStream-NX は「使いやすさ・便利さ」にこだわった、
「想い」
の詰まった製品です。
今回のクラウド対応により、製品もしくはサービスとしての多様性・柔軟性が高まり、より
多くのユーザに SuperStream-NX の利用価値を評価していただけると期待しております。
株式会社アゼスト
Business Development Division エグゼクティブマネージャー
秋葉 卓也

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー
弊社は、ユーザ視点に重きを置いた数多くの ERP 導入コンサルの実績を基盤に、真に必要と
されるソリューションをテーマとしたクラウド時代のビジネスを推進しております。
IFRS というムービングターゲットを目前に控え、ユーザに強力な選択肢と方向性を与える事
となる、この度の SuperStream-NX SaaS 対応版のリリースは、弊社のコンサルティングサー
ビスの新たなステージとなるだけでなく、NX SaaS 対応の商品提供等一層のビジネス展開の
拡がりも期待しております。
株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー
取締役 会計ビジネス執行役
麻生 一成

株式会社マッシュテクノロジー
SuperStream-NX SaaS 対応版の発表を心待ちにしておりました。
マッシュテクノロジーは昨年より、SuperStream-NX シリーズで展開される新技術の習得及び

導入準備をしてまいりました。
そして今回、クラウドコンピューティングの普及に伴い SaaS 展開対応版のリリースで
尚一層、顧客のニーズに最適かつ容易に対応していく事が期待できます。
弊社は今後も時代にマッチした財務会計サービスをこの SuperStream-NX SaaS 対応版と共に
提供していきたいと考えております。
株式会社マッシュテクノロジー
代表取締役
原田 昌利

■SuperStream-NX 製品技術提供パートナー
マイクロソフト株式会社
マイクロソフトは SuperStream-NX SaaS 対応版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 がクラウドコンピュ
ーティングに対応し、SaaS 展開することで、お客様の意思決定の迅速化とビジネスプロセス
の最適化の実現がより容易になると考えます。
また、財務会計システムの牽引役として新たなマーケット拡大を期待しております。
マイクロソフト株式会社
業務執行役員 コミュニケーションズ・セクター担当
横井 伸好

■エス･エス･ジェイ株式会社について
（ http://www.ssjkk.co.jp/ ）
エス・エス・ジェイ株式会社は統合業務パッケージ「SuperStream（財務会計・人事/給与）
」の企画・販売を
行っています。
SuperStream は 1995 年 6 月の発売開始以来、
国内の中堅企業を中心に支持を受け、
累計で 5,783
社（2010 年 3 月現在）を超える導入実績があり、特に機能の充実度については高い評価をいただいています。
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た製品開発を続けており、企業のバックオフィス
を支える経営基盤として、経営的視点に立った情報活用と企業の成長戦略を強力にサポートします。
＊SuperStream はエス・エス・ジェイ株式会社の登録商標です。
＊その他の社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

