主な受賞・評価・会員資格一覧ほか
主な受賞や評価一覧
受賞年月

地域

2015 年 12 月

日本

次世代育成支援対策推進法に基づく
ライフプランに基づいた制度の利用促進活動や、
「くるみん」認定（ 2015 年に認定さ
育児休業者の職場復帰支援の充実など
れ、2018 年も継続認定）

厚生労働省

日本

第 21 回環境経営度調査
製造業総合ランキング 1 位
（2 年連続）

日本経済新聞社

2018 年 1 月

2018 年 2 月

受賞・評価名

地域

2018 年 10 月

日本

受賞・評価名

公益財団法人
日本デザイン振興会

アジア

CSRリーダーシップアワード

キヤノンインディアが「アイケア
（ Eye Care ）」
「 教育
（ Education ）」
「環境（ Environment ）」
「自立支援
（ Empowerment ）」の側面から、さまざまな支援を
行う
「 4Eʼsプロジェクト」

UBS Forums

平成 30 年度関東地方発明表彰
「発明協会会長賞」など計 5 件

いきものにぎわい
企業活動コンテスト
実行委員会

日本

日本

第 7 回ものづくり日本大賞
「経済産業大臣賞（製品・技術開発
部門）」

キヤノンメディカルシステムズの臓器の立体かつ
動きを撮影でき、低被ばくで環境に優しい、4 次
元 X 線 CT 技術

経済産業省

日本

メセナアワード 2018
特別賞「文化庁長官賞」

日本

平成 29 年度省エネ大賞
「資源エネルギー庁長官賞
（ CGO・企業等分野）」

5 ゲン主義による攻めの省エネ施策の全社展開

一般財団法人
省エネルギーセンター

日本

体力つくり優秀組織表彰
「文部科学大臣賞」

オフィス向け複合機「 imageRUNNER ADVANCE 」
Keypoint Intelligence
シリーズ

日本

第 14 回 LCA 日本フォーラム表彰
「 LCA 日本フォーラム会長賞」

環境負荷削減に向けたカートリッジ回収リサイク
ルサービスに関する取り組み

LCA 日本フォーラム

アジア

PEZA Award 社員教育や労使の
信頼関係構築に秀でた企業
「優秀企業賞」
（3 年連続）

社員教育システムなどが評価され、キヤノンビジネ
スマシンズフィリピンが受賞

フィリピン経済特区庁

TIPA アワード 2018
（24 年連続）

デジタル一眼レフカメラ
「 EOS 6D Mark II 」、ミラー
レスカメラ
「 EOS M50」
（ 国内名称：EOS Kiss M ）
など計 6 件

TIPA（ Technical Image
Press Association ）

平成 30 年度全国発明表彰
「内閣総理大臣賞」

「撮像面位相差オートフォーカス方式を実現する
イメージセンサの発明（「デュアルピクセル CMOS
AF 」に関する発明）」で受賞

平成 30 年度全国発明表彰
「文部科学大臣賞」

「 2 つの基本波の差周波と第 2 高調波を利用する
超音波診断装置の発明 」でキヤノンメディカル
システムズが受賞

EISA アワード 2018-2019
（30 年連続）

デジタル一眼レフカメラ
「 EOS 6D Mark II 」、ミラー
EISA (European
レスカメラ
「 EOS M50」
（ 国内名称：EOS Kiss M ）
、
Imaging and Sound
中望遠単焦点レンズ
「 EF85mm f/1.4L IS USM 」
Association)
（国内名称：EF85mm F1.4L IS USM ）
など計 4 点

日本

欧州

アジア

2018 年 8 月
アジア

CSR-DIW Continuous Award
Green Industry Project
「 Level5:Green Network（社内外

における環境配慮のネットワーク
の構築）」

Thailand Labor Management
Excellence Award 2018

地域社会と協力しながら持続的発展をめざしてい
る企業として、キヤノンプラチンブリタイランドと
キヤノンハイテクタイランドが受賞
継続的な環境配慮活動を行い持続可能な工業発展
に貢献した企業として、キヤノンハイテクタイランド
が受賞

企業活動における労使関係構築のための努力の
アジア
過程や労使の信頼関係が評価され、キヤノンハイ
「労使関係・労働福祉優秀事業所賞」
テクタイランドが受賞
（15 年連続）
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日本

2019 年 1 月

日本

スポーツエールカンパニー
第 10 回企業の品質経営度調査
「優秀企業賞」総合ランキング 3 位

iF デザインアワード 2019
欧州
（25 年連続）

日本

健康経営銘柄

2019 年 2 月
公益社団法人発明協会

タイ王国工業省
工場局

日本

健康経営優良法人
〜ホワイト500 〜
（3 年連続）

日本

第 28 回地球環境大賞
「経済産業大臣賞」

日本

東京都スポーツ推進モデル企業

日本

東京都「心のバリアフリー 」
好事例企業

2019 年 3 月
タイ王国工業省

2019 年 4 月
タイ王国労働省

主管・主催

外部ストロボ
「スピードライト 470EX-AI 」
（「グッドデザイン・ベスト100」）
など計 11 件

2018 年 11 月

2018 年 12 月

対象製品または内容

2018 年度グッドデザイン賞

キヤノンが取り組む「未来につなぐふるさとプロ
ジェクト」

欧州
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受賞年月

第 6 回いきものにぎわい企業活動
コンテスト
「環境大臣賞」

2018 年 4 月

2018 年 5 月

「製品 to 製品」の資源循環の取り組みなど

主管・主催

日本

「 2018 年最優秀コピア MFP
米州
ラインアップ賞」
（3 年連続）

2018 年 3 月

対象製品または内容

ENERGY STAR® AWARD 2019

米州 「 Partner of the Year - Sustained
（2 年連続）
Excellence Award 」

キヤノンメディカルシステムズの「治療中に最適条
件を簡単設定するX 線装置（特許第 4585067 号）」 公益社団法人発明協会
（発明協会会長賞）
など
ぺんてる株式会社・キヤノンマーケティングジャ
パンが合同で展開している「 校舎の思い出プロ
ジェクト」
地域や職場における保健・栄養の改善およびスポー
ツ・レクリエーションの普及運動を推進し、顕著な
成果をあげている組織を表彰

公益財団法人
企業メセナ協議会

スポーツ庁

社員の健康増進のため、スポーツの実施に積極的
な取り組みを行っている企業を認定
企業における品質経営の仕組みづくりと実践活動
を表彰
コンパクトデジタルカメラ
「 PowerShot G1 X
Mark III 」、大判インクジェットプリンター
「 imagePROGRAF PRO-6000 /PRO- 4000 /
PRO-2000 」など計 9 件
キヤノン
（株）
・キヤノンマーケティングジャパンが
従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的
に取り組んでいる法人として認定

日本科学技術連盟・
日本経済新聞社

iF インターナショナル
フォーラムデザイン

経済産業省・東京証券
取引所

キヤノン
（株）
・キヤノンマー ケティングジャパン・
キヤノン IT ソリューションズ・キヤノンシステムア
経済産業省・日本健康
ンドサポート・大分キヤノンマテリアルが地域の
会議
健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進
める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健
康経営を実践している法人として認定
「キヤノンのリサイクル技術を結集したキヤノンエコ
テクノパーク〜循環型社会構築に向けた社会課題
解決への挑戦〜 」
で受賞

フジサンケイグループ

従業員のスポーツ活動の促進に向けた取り組みや
スポーツ分野における支援を実施している企業の
中で特に社会的な影響や波及効果の大きな取り組
みをしている企業をモデル企業として認定

東京都

「 心のバリアフリー 」の普及啓発などで、特に優れ
た取り組み をしている企業を好事例企業として
認定

東京都

省エネルギ ー化推進への貢献が認められ 、キヤ
ノン USA が受賞

米国環境保護庁

Canon Sustainability Report 2019

132

グループ会社情報
主な会員資格および参加している外部イニシアティブ

主なグループ会社

世界 50 以上の国と地域に拠点をもち、グロー バルに事業を展開しています

●

日本経済団体連合会

●

日本シーサート協議会（NCA）

※ 社名は 2018 年 12 月 31 日現在

●

電子情報技術産業協会（JEITA）

●

持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）

日本（連結子会社数 60 社）

欧州（連結子会社数 171 社）

アジア・オセアニア
（連結子会社数 95 社）

●

ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）

●

Responsible Minerals Initiative（RMI）

キヤノンプレシジョン株式会社

キヤノン大連事務機有限公司

●

カメラ映像機器工業会（CIPA）

●

日本知的財産協会（JIPA）

福島キヤノン株式会社

●

日本半導体製造装置協会（SEAJ）

●

License on Transfer Network（LOTネットワーク）

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

●

日本機械輸出組合（JMC）

●

chemSHERPA

キヤノン・コンポーネンツ株式会社

●

日本経済研究センター（JCER）

●

インクカートリッジ里帰りプロジェクト

●

東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）

Canon Bretagne S.A.S.
Océ-Technologies B.V.
Océ Printing Systems G.m.b.H. & Co. KG
Axis Communications AB
Canon Research Centre France S.A.S.
Axis AB
Canon Europa N.V.
Canon Europe Ltd.
Canon Ru LLC
Canon (UK) Ltd.
Canon Deutschland GmbH
Canon (Schweiz) AG
Canon Nederland N.V.
Canon France S.A.S.
Canon Middle East FZ-LLC
Canon Italia S.p.A.
Canon Medical Systems Europe B.V.
Milestone Systems A/S

キヤノントッキ株式会社

キヤノン電子管デバイス株式会社
キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社
キヤノン化成株式会社
キヤノン電子株式会社
キヤノンファインテックニスカ株式会社
キヤノンアネルバ株式会社
長浜キヤノン株式会社
キヤノンマシナリー株式会社
大分キヤノンマテリアル株式会社

主な企業格付け（ 2018 年 12 月 31 日現在 ）

長期格付け

短期格付け

S&P

AA-

A-1+

フロー創出力が評価され 、格付け機関から高い評価を

ムーディーズ

Aa3

―

受けています。

格付投資情報センター

AA+

―

キヤノン
（株）
は、強固な財務体質と安定したキャッシュ

東京 2020 公認プログラム
キヤノンが取り組む以下の活動は 、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が推進する
「東京 2020

大分キヤノン株式会社
長崎キヤノン株式会社
宮崎キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キヤノンシステムアンドサポート株式会社
キヤノンITソリューションズ株式会社

米州（連結子会社数 53 社）

キヤノンメディカルファイナンス株式会社

Canon Virginia, Inc.
Canon U.S.A., Inc.
Canon Canada Inc.
Canon Solutions America, Inc.
Canon Financial Services, Inc.
Canon Medical Systems USA, Inc.

キヤノン
（蘇州）有限公司
キヤノン
（中山）事務機有限公司
キヤノン珠海有限公司
台湾キヤノン股份有限公司

Canon Vietnam Co., Ltd.
Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd.
Canon Prachinburi (Thailand) Ltd.
Canon Business Machines (Philippines), Inc.
Canon Opto (Malaysia) Sdn. Bhd.
Canon Medical Systems Manufacturing Asia Sdn. Bhd.
Canon Information Systems Research Australia Pty. Ltd.
キヤノン
（中国）有限公司
キヤノン香港有限公司

Canon Singapore Pte. Ltd.
Canon India Pvt. Ltd.
Canon Australia Pty. Ltd.

参考：グループ会社情報

https://global.canon/ja/corporate/information/group/

参画プログラム」の公認プログラムとして認証を受けています。
●

未来につなぐふるさとプロジェクト

●

綴プロジェクト
（文化財未来継承プロジェクト）
（→P123）

●

環境出前授業（→P73）

●

CSR ウィーン少年合唱団 ご招待企画

キヤノングループの CSR 情報発信体系
キヤノンは 、グループの CSR 活動を報告する
「キヤノンサステナビリティレポート」を毎年、日本語と英語の 2 言語で
発行しています。さらに Web サイトでは、より詳細な情報をタイムリー に発信しています。このほか、各地域のグルー
プ会社でも、地域のニーズや状況に応じた情報を Web サイトや各種報告書にて発信しています。

キヤノンマーケティングジャパン
CSRサイト/CSR報告書

環境サイト

https://cweb.canon.jp/csr/

https://canon.jp/ecology/

キヤノン中国
CSRサイト/CSR 報告書

キヤノンヨーロッパ
サステナビリティサイト

http://www.canon.com.cn/csr/

https://www.canon-europe.com/
sustainability/
キヤノンオーストラリア/
キヤノンニュージーランド
サステナビリティと環境

https://www.canon.com.au/
about-canon/sustainability
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