キャップジェミニ株式会社

Creating value
for our clients
1967年の創業以来、キャップジェミニは顧客やパートナーと共に
真に人の役に立つテクノロジーの活用とその拡大に取組んできました。
創業者Serge Kampfは、顧客に寄り添いテクノロジーと組織の
コンサルティングを組み合わせたユニークなサービスを提供しました。
これは、ITがビジネスで果たす役割の拡大を予見した、画期的な
アプローチでした。50年以上を経た今日も、創業時の確信を保ちな
がら顧客価値を創造し続けています。

People matter, results count

キャップジェミニの概要
People matter, results count
キャップジェミニは世界40ヶ国以上に
21万人以上を擁するグローバルカンパニーです
ヨーロッパ

拠点数

6.5万人

211,300

約

人以上
拠点数

40ヵ国以上

アジア・パシフィック

10.8万人

北米

約

1.7万人

約

従業員の国籍数

120以上

南米

アフリカ・中東

0.8万人

約

0.2万人

約

（2018年12月末時点）

2018 full-year results

売上高

営業利益率

€132億 12.1%
コンサルティング
サービス
テクノロジー＆
エンジニアリング
サービス

その他
運用・保守
サービス

6%

エネルギー、
ユーティリティ、
化学品

15%

15%

2018年度
売上高
内訳
64%
アプリケーション
サービス
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通信、メディア
エンターテインメント

公共機関

その他

3%
6%
27%

11%
14%

金融サービス

業種別
売上
21%
18%

消費財、小売、
物流、運輸

製造、自動車、
ライフサイエンス

Offer a complete range of services
across all major sectors
４つの提供サービス：

６つの事業領域をカバー：

上流コンサルティングからアプリケーション開発・導入、
エンジニアリングサービス、運用・保守サービスまで包括
的なサービスを提供しています。

金融・消費財・製造・エネルギー・通信・公共の主要６事業
領域において専門性を発揮し、サービスを提供しています。

コンサルティング
（戦略＆トランスフォーメーション）

アプリケーションサービス

消費財、小売、
物流、運輸

4

製造、自動車、
ライフサイエンス

core businesses

6

sectors
公共機関

テクノロジー＆
エンジニアリングサービス

エネルギー、
ユーティリティ、化学品

その他
運用・保守サービス

金融サービス

通信、メディア、
エンターテインメント

Awards and recognitions
キャップジェミニは毎年、ビジネスおよびITにおける世界的なイノベーターとして、世界中のパートナー企業や同業者、大手
独立調査機関からさまざまな認定を受けています。
これらの受賞や認定は、当社がお客様にサービスを提供する際に、より大きな視野で考え、高いレベルを目指し、大胆に
なるための動機付けとなっています。
◼
◼
◼
◼
◼

マイクロソフトパートナーオブザイヤー2019 のSAP on Azure部門を受賞
2019年Brand Finance により2番目に急成長したグローバルITサービス企業として評価を受ける
2019年Pega Partner Awardを受賞：成長を加速するパートナーエクセレンスで評価を受ける
2018年SAP® Pinnacle Awardを受賞：顧客の最優秀賞を受賞 (11年連続)
2018年Everest GroupによりGuidewire Servicesのリーダーとして評価を受ける
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Our seven
values

キャップジェミニの創業の精神は、
７つの価値観として今日まで受け継
がれています。
これらの価値観は、企業文化として組織に深く根付き、
行動指針として、社員の日々の活動に反映されています。

Collaborative Business
Experience
キャップジェミニにとっての価値命題は、
協業による経験価値の創造です。
クライアント、パートナー、当社社員のそれぞれが
独自の専門性を持ち寄り、協力することで、素晴ら
しい成果を生み出すことが出来るのです。

＊キャップジェミニは、HSBCワールドラグビーセブンズシリーズの
グローバル・イノベーション・パートナーです。
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People are at
the center of everything we do
テクノロジーに対する当社のユニークな考え方:
“テクノロジーは、人のために、人が創造します。すべての活動の中心には、
常に人がいます“
レベッカ・カールセンは、行動科学の経歴を持ち、当社豪
州オフィスのPeople Transformationチームに参加し、
新たな視座を提供しています。
デジタル・トランスフォーメーションにおける人的側面に焦
点を当てることで、コンサルティング・サービスに人間中心
のアプローチを組み込んでいます。

Architects of Positive Futures
当社CSR活動における3つの柱
ダイバーシティ（多様性）

デジタル・インクルージョン

環境の持続可能性

27%

80%

30%

◼ 目標：2020年までに社会活動の
80％をデジタル・インクルージョン領
域に注力する
◼ デジタルカルチャーのチャンピオンとし
て、社会的疎外や不平等と戦うた
めに、デジタル・デバイド（情報格
差）の解消に積極的に尽力します

▲

◼ 目標：2020年までに幹部リーダーの
27%以上を女性から登用する
◼ 当社は、性別、年齢、学歴、能力、
社会的属性、出身地などあらゆる
バックグラウンドの人財を採用します

◼ 目標：2030年までに従業員一
人当たりのCO2排出量を30%削
減する（2015年実績比）
◼ 気候変動に関する問題意識を持
ち、自社のCO2排出量を削減する
と共に、顧客の持続可能性に関わ
る問題に対し、イノベーションとテク
ノロジーの力をもって解決の支援を
します

2018年 恵まれない若者に対し、ITプログラミング研修を行う、
Digital Academy プログラムをスタートしました。

One of the world’s most ethical companies
キャップジェミニは7年連続で、倫理的な商慣行の基準を定義および推進する世界的
リーダーであるEthisphere Instituteによって、「世界で最も倫理的な企業」の1社として
認められています。当社は、コンサルティングサービス業界で受賞した3社のうちの1社です。
これは、透明性、多様性、そして包括性に尽力することにより、誠実さを高め、倫理的な
商習慣を優先させるという当社の取り組みを称賛するものです。世界で最も倫理的な
企業は、誠実さだけではなく、企業標準への取り組みも収益に影響を与えます。
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Leader in
Innovation

MITとの3年間の研究を経て、
2014年には「Leading Digital」が出版されました。
日本語版はダイヤモンド社より
「デジタル・シフト戦略」の邦題にて出版されています。

2010年より米国マサチューセッツ工科大学（MIT）と共同で
デジタル・イノベーションの研究に取り組んでいます。
実践者としての経験を補完するため、MITと提携して、グロー
バル企業がデジタルトランスフォーメーションをどのようにマネジメ
ントし利益に結びつけるのか研究を進めています。

▲
（出所）ジョージ・ウェスターマン.ディディエ・ボネ.アンドリュー・マカフィー(著）.グロービス(訳).
一流ビジネススクールで教えるデジタル・シフト戦略.ダイヤモンド社.2018.表紙

Industrialized framework for innovation
イノベーションは偶然の産物ではなく、ビジネスの成果を上
げる為に合理的に制御可能な活動であり、計画、管理、
測定が可能な戦略的演習なのです。
そこで、キャップジェミニでは、顧客の目指すイノベーション
を実現するために、独自のフレームワークに基づく包括的
支援サービスを提供しています。

Discover

Devise

Deploy

Sustain

特に、近年革新的なデジタル系ブティック会社をグループ
に加え、顧客のイノベーションを多方面から支援する体制
を強化してきました。

Capgemini Invent
企業が未来のあり方を設計、構築することを支援する
ために2018年9月に発足。
キャップジェミニコンサルティングを中心に、
データサイエンスや新しい技術の専門家で構成：
◼ デジタル顧客エンゲージメント
◼ イノベーション戦略
◼ クリエーティブ・デザイン・スタジオ
◼ デジタル・マーケティング

コンサルティング＆
テクノロジーサービス

2018
デジタル広告代理店、
デザインマーケティング

戦略＆トランスフォーメーション
コンサルティング

2018

2011

デジタルエンゲージメント、
デザインコンサルティング

デジタルサービスデザイン

2018
デジタルデザイン

Capgemini Invent office, Helsinki
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2016
2017
デジタル戦略、
エクスペリエンスデザイン

イノベーション

Applied Innovation Exchange
イノベーションを着実に生み出すためには、ベンチャー企業やテクノロ
ジー企業、研究機関、ベンチャーキャピタルなどの多様なパートナーとの
ネットワークが不可欠です。
そこで、世界16ヶ所に設置され、ネットワーク化されたAIE（Applied
Innovation Exchange）という拠点を通じ、企業が新しい技術の
【理解→実験→適用】のサイクルに集中するのに適した特別な環境を
提供します。
顧客は、各AIE拠点を通じ世界のベンチャー企業と連携することが可
能であり、キャップジェミニは、顧客の目的を達成させるために、エコシス
テムの構築から事業の創出に必要なサポートをワンストップで提供し、
イノベーション実現の加速化を支援しています。

AIEの提供するエコシステム
Start-ups Enterprise R&D

Academia

Clients

Venture & PE

Gateway
to Global
Innovation

Accelerators
& Incubators

Non-Profit

Alliance
Partners

Capgemini
Funded

Capgemini

Seven strategic priorities
キャップジェミニは、7つの主要な高付加価値サービス
領域において、常にリーダーシップを発揮しています。
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

クラウド
サイバーセキュリティ
デジタルコア（SAP S/4HANA©）
次世代ADM
AI & アナリティクス
デジタルマニュファクチャリング（IoT）
顧客体験

Cloud
Customer
Experience

Cybersecurity

Seven strategic
priorities
主要注力分野

これらのサービスは相互に関連しており、当社はビジネ
ス変革プロジェクトにおける戦略的パートナーとして、
包括的なソリューションを提供します。

Digital
manufacturing

AI & Analytics

Digital Core
with SAP
S/4HANA©

Next-Gen ADM
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Introducing
Japan office
日本オフィスのご紹介

人員数＊
年平均成長率

445

＋50%

2012年に誕生した
キャップジェミニ・ジャパン
まだ若い組織ですが順調に成長しています。

2014

2015

2016

2017

2018

2019

* 各年度1月1日時点

事業内容
グループの知見やリソースをフルに活用し、戦略コンサルティングからITシステムの
設計・開発・保守まで総合的なサービスを提供します。
最先端のソリューションは金融、製造業など様々な領域に対応しています。

サービス構成

市場構成＊
（2018）

キャップジェミニ・ジャパン

コンサルティングサービス

金融
製造・サービス業
テクノロジーサービス

デジタル
オートメーション
ERP
AMS
デジタルエンジニアリング
＆マニュファクチャリングサービス
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消費財・
小売・
公共
製造・自動車・
エネルギー・
化学

保険

ライフサイエンス
（製薬・医療機器）

銀行・証券

* 除、デジタルエンジニアリング＆マニュファクチャリングサービス

true globalization and
digitalization of Japanese corporations
Focusing on

キャップジェミニ・ジャパンは、当社の半世紀に亘るグローバル化の経験に培われた
独自の組織行動と企業文化を体現しています。こうした経験とノウハウに基づき、
日本企業の「真のグローバル化*」を支援しています。
* 母国の経営スタイルを海外に単純に拡張するのではなく、
グローバルの規模を活かし、効率化を追求しつつも、各地域の
特性に応じて柔軟な対応を可能にし、更に多様性を共有す
ることで、新たな価値を創造する「グローバル・オペレーティング・
システム」の構築を支援します。

国際色豊かなオフィス

46%

日本オフィスは、日本籍が54％、外国籍
が46％（19ヶ国）と、多種多様な人
種・人材により構成されています。
互いの文化や価値観などを尊重し協力しあえる強い集団
であり、同時に自己実現のための多くの機会と環境が与え
られています。

大手町フィナンシャルシティにある
本社会議室では、日常的に世界
各国のキャップジェミニオフィスと
ビデオ会議が行われています。
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プロジェクト事例
金融・公共

CLIENT STORY

大手銀行
海外コアバンキングシステムの
構造改革支援プロジェクト
課題：
顧客は海外拠点の維持管理の為に国内で開発したコアバンキング
システムを海外に展開して来たが、国内開発・保守費用が大きな負
担となっていた。海外ビジネスへの収益期待が高まる中、これまで経
験の無かったパッケージ活用や開発のオフショア化など、海外拠点シ
ステムの抜本的な改善を検討することとなった。

ソリューション、サービス：
当社では経験豊富なグローバルチームと共同でパッケージソフトを活
用した海外コアバンキングシステム更新のロードマップとその実行に必
要な組織改革プログラムを策定した。
これらの計画により、従来の独自システムに比べ、パッケージ活用に
より大幅に導入工数の削減とオフショアリソース活用による単価の低
減が見込まれている。
CLIENT STORY

実行に際しては、当社のオフショアリソース及びパッケージ導入の知

大手損害保険会社

見、更には独自のアクセラレータプログラムの活用が期待されている。

全社デジタル・トランスフォーメーション
の計画・実行プロジェクト
課題：
グローバル戦略の一環として、同社では国内事業全体のデジタル化
に取り組もうとしていた。今回は、コアシステムをグローバルの標準パッ
ケージソフトに置き換え、抜本的に業務とシステムを見直すこととなった。

ソリューション、サービス：
当該パッケージでは業界ナンバーワンの実績と知見を有する当社ソ
リューション部隊が、コンサルティング部隊と協業することで、
標準パッケージの特徴を損ねることなく、ローカルの実情を反映させ、
理想的な現実解を立案、導入した。
パッケージの知見とグローバルのベストプラクティスに基づき、目指す
べきオペレーティングモデルを策定し、現状の業務プロセス分析、目
指すべき姿とのギャップ分析を経て、アジャイル方式でパッケージ導
入を行った。結果として同社は、ペーパーレス化、業務の自動化な
どのデジタル・トランスフォーメーションに成功した。
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CLIENT STORY

CLIENT STORY

大手銀行

行政機関

デジタル時代における銀行店舗
管理の最適化プロジェクト

働き方改革に向けたデジタル・オート
メーション導入支援プロジェクト

課題：

課題：

銀行取引のセルフ化が進む中、これまでチャネルの中心であった銀行

行政部門においても人手不足が顕在化する中、顧客組織では、

店舗は、莫大な運営費用がかかる一方、来客は減少の一途であり、店

「いつでもどこでも」効率的に仕事ができる環境づくりや、生産性の

舗運営の抜本的な見直しが迫られていた。

向上など、ICTを活かした働き方改革を検討していた。

ソリューション、サービス：

ソリューション、サービス：

当社は、これまでの業務量、来客数、今後の予測を加味した業務量

当社はRPAの導入を中心としたデジタル・オートメーションによる

予測モデルを構築し、同時に、運営上の諸ルールを踏まえたシフト作成

業務の効率化を提案した。行政では前例が少なかったため、当初

ルールと必要なツールを整備した。また、各店舗では、それぞれの

はRPAの試験的導入を実施し、行政業務への適合性評価、導入

状況に応じた業務改善策も策定した。

効果試算を行った。結果が良好だったことから、RPAの本格展開に

そして、これらを踏まえ、各店舗に最適な業務体制（業務量に応じた

向けたコンサルティングを実施し、業務診断を経て本格的導入計画

適切な人員配置と業務プロセスの設計、必要人員のシミュレーションを

を策定し、現在その本格展開を支援している。

含む）を設計した。更に、各店舗毎に効率運営を促進するために必
要なモチベーション向上施策も同時に策定した。

CLIENT STORY

オンライン証券会社
顧客体験の強化プロジェクト
課題：
顧客は、EC大手の子会社であり、近年急速な成長を遂げ、取扱い商品
では国内最大級となった。今後もブロックチェーンなどの最新技術を駆使し、
従来の金融事業を超えた新しいビジネスモデルの構築を目指している。
しかし、急速な成長の陰で、顧客サービス体制の構築が追い付いていない
状況であった。

ソリューション、サービス：
当社デジタルチームは、顧客サービス体制の強化に向けて、顧客体験
分析（ウェブ分析を用いたカスタマージャーニーマップの作成）とそこから
の示唆に基づく顧客体験向上施策（顧客動向に基づくモバイル用UI
設計、関係各部門のKPIの設定とタスクの明確化）の立案及び実行
支援、更には今後に向けた体制強化策を策定した。
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プロジェクト事例
製造・自動車・
ライフサイエンス

CLIENT STORY

大手精密機械メーカー
データアナリティクスを活用した
予防保全システム構築プロジェクト
課題：
顧客はアジアを中心に世界で大きなシェアを持つ製造装置メーカーであり、
今後予想される市場の成熟化と需要の停滞、及びユーザーによるアフ
ターサービスの高度化要求を踏まえ、新たなサービス事業の立ち上げと
ビジネスモデルの刷新（モノからサービスへシフト）を検討していた。

ソリューション、サービス：
当社は、IoTを駆使した24時間リモート監視・ログ解析と24時間対応の
CLIENT STORY

大手製薬会社
情報システムのグローバル
統合支援プロジェクト

コールセンターを基盤とした「グローバル・テクニカル・センター」の設立と、
センターの活用による高付加価値な保全サービスの導入について、計画・
実行の支援を行った。具体的には、センターの機能、業務、人材要件、
役割分担、シフトモデルなど、ゼロからの設計とその導入のためのロードマッ
プの作成、更には移行のためのチェンジマネジメント計画を作成した。
結果として、計画は順調に実施され、新たに保全サービス事業が今後の
成長の柱として立ち上がった。

課題：
顧客は欧米企業の買収をベースに、積極的に事業のグローバル化
を展開してきたが、情報システムは地域毎に最適化されていた。
そのためグローバルな事業運営に必要なコミュニケーションと数値デー
タの共有に膨大な労力と時間を要していた。また、地域毎の

CLIENT STORY

自動車メーカー

システム維持管理費用も大きな負担になっていた。

次世代開発プロセスの
構想策定プロジェクト

ソリューション、サービス：

課題：

同社はグローバル標準のパッケージを導入し、地域毎の情報システ

CASE（コネクテッド、自動運転、シェア、EV）に代表される業界の大き

ムを一元化することを決定し、当社は欧米日の3拠点においてシス

な変化の中で、顧客は、より迅速で柔軟な開発が求められていた。

テム設計・導入の支援を行った。その結果、無事に、サプライチェー
ンのグローバル化（製品データの一元化、適正在庫維持、原料の
安定供給）を達成した。日本でもグローバルテンプレートの導入に

ソリューション、サービス：

あたり、業務プロセス分析を実施し、Fit Gap分析を経て、日本固

デジタルを駆使した次世代の開発プロセスを構想し、その具体化に

有の商習慣や法令要件、グローバルのベストプラクティスを融合させ、

向けて要件定義を行った。

新しいビジネスプラットフォームを構築した。また、新しい組織、役割、

次世代プロセスの中核としてMBSE（モデルベースドエンジニアリング）

業務運用に着実に移行するために、チェンジマネジメントも実施。

を導入し、科学的な製品開発方法を推進することとした。これにより、

この間、世界中から適切な人材を招聘し、顧客と共に国を超えた

新たな価値創造、革新的な設計、リードタイムの短縮、コスト削減など

真のコラボレーションを実現した。

のメリットが見込まれます。また、システムズ・エンジニアリング手法の
トレーニングやRFLPモデリングの導入など、ソフト面の支援も行い、
意識改革にも着手した。
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CLIENT STORY

大手自動車メーカー
グローバルIT構想の策定プロジェクト
課題：
自動車とITの融合が進む中、顧客側ではITによる競争力強化に向け
た改革が進められていた。そうした中で、IT部門が今後より重要な役割
を担うべく、グローバルIT組織のあるべき姿を模索していた。

ソリューション、サービス：
当社は、主としてコネクテッド・カーやデジタル顧客体験という観点から、IT

CLIENT STORY

組織がよりビジネスに貢献するための強化方針を策定した。

設備メーカー

先ず、コネクテッド・カーに関するグローバルの知見を収集し、顧客の取り
組むべき課題を明確化し、IT組織としての貢献の在り方を「グローバルIT

事業提携戦略の立案プロジェクト

組織の将来構想」として整理した。次に、それを実現するために必要な
人員の規模と要件を定義し、達成のための具体的施策を検討した。
現在同社では、この構想をベースに様々な方針や施策が検討されて

課題：

いる。

顧客はインフラ関連の製造メーカーであり、大口ユーザーからの需要が
減少傾向にあり、今後更なる収益悪化が予想されている。こうした
状況下、顧客単独での努力には限界があることから、競合他社との
提携など、業界全体の将来を見越した戦略の抜本的見直しを迫られ

CLIENT STORY

ていた。

医療機器メーカー
製品開発力の強化プロジェクト

ソリューション、サービス：
当社は業界のマクロ動向（経済トレンド、テクノロジーの影響、政府方

課題：
他業界からの新規参入など、競争環境が激化する中、顧客は画期的な
新製品を他社よりも速く市場に導入することが求められていた。

針、顧客業界の動向）及び競合動向などを分析し、様々な協業/業
界再編のシナリオを策定し、各パターン毎にその経済効果や実現可能
性について検討した。
その結果、可能性の高い協業/再編シナリオと具体的な協業対象企
業を明確化することが出来た。そして、具体的なアクションに向けて、

ソリューション、サービス：

大口顧客との討議資料及び提携候補への提案書を準備した。

当社は最新のデジタル技術と方法論を駆使して、製品開発プロセス
の抜本的強化を支援した。
具体的には、システムズ・エンジニアリング手法を導入し、複雑化する
プロセスの効率化・統制を可能にした。またプロセスの再設計と自動化、
開発プロセスの詳細分析を行い、テクノロジーの活用による自動化
（テストプロセスの統合・自動化、Robot アームの導入）や並行処理、
進捗管理の強化などプロセスを再設計した。更に、薬事申請プロセス
の見直しと顧客体験の改善など、多面的な取り組みを実施した。
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Thought
Leadership
Capgemini Research Instituteは、デジタルに関する社内シンクタンクとして、さまざまなトピック
に関するレポートと研究を毎年発表しており、お客様が市場動向や、新しいテクノロジーが
ビジネスに与える影響を理解し、今後の課題を予測するのに役立つ有用な情報を提供しています。

2019年、Capgemini Research
Instituteは独立系調査会社であるSource
Global Researchにより、2年連続で調査
品質No.1に格付けされました。
このランキングにおいて、Capgemini
Research Instituteは、コンテンツが独創的
かつ研究の質が高い優れた出版物を発刊して
おり、寄稿者の専門知識が高いという点で、
高く評価されています。

C AP GEMIN I RESEA RC H
#AIIT UT E
INST
#AUTOMATION
#BANKING
#BLOCKCHAIN
#CUSTOMEREXPERIENCE
#CYBERSECURITY
#DIGITALMANUFACTURING
#DIGITALTRANSFORMATION
#GDPR
#IOT
#RETAIL
#SUPPLYCHAIN
#TALENT
#VIRTUALREALITY

さらに詳しくは
capgemini.com/researchinstitute/
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教育制度

人材の育成には特に注力し、社内研修にもデジタル技術を
活用し、常に最先端の技術情報とノウハウを提供しています。
世界に4ヶ所のUniversityキャンパス（Les Fontaines、
Chicago、 Charlotte、Pune）があり、その優れた教育
プログラムにより、国際的職業教育評価機関であるEFMD
よりCLIP認証を受けたIT業界唯一の企業です。

女性のリーダーシップ教育
キャップジェミニは世界的な企業向け教育機関Skillsoft社のPerspectives
Innovation Awardsで「年間最優秀ラーニングプログラム」賞を受賞しています。
さらに、女性幹部のスキル開発への取り組みが認められ、「Outstanding
Women in Leadership」で表彰されています。

HEAD OF AUTOMOTIVE

新人教育（日本オフィス）
キャップジェミニ日本オフィスでは、毎年4月に入社する新入社員（未経験者）
に対し、3ヶ月間に及ぶ集中した研修を実施しています。社会人としてのマナー
研修をはじめ、幹部から直接会社の歴史、共通の価値観、組織、事業戦略、
業務内容などの説明を受けます。また、Microsoft Officeなどのツール、ビジネス
文章の書き方、プレゼンテーション、ディベート、ファシリテーション、リサーチなどの
コンサルタントとしての基本スキル、企業会計、ITの基礎知識、アナリティクス、
デザイン思考、行動経済学、CSRなどのトピックについても学びます。

2019

Highlight

GLOBAL TRAINING
新人研修の仕上げに、海外オフィスにてケーススタディを使った独自のコンサ
ルティングスキル研修を行いました。架空の企業からの依頼を受けて、実際
に調査～提案まで、コンサルティング業務を一通り体験しました。研修はす
べて英語で行いました。

CREATIVITY TRAINING
コンサルティング研修の中でも一際ユニークだったのが、レゴのシリアス
プレーを使ったワークショップです。手を動かしながら無意識に形を作り、そこか
らストーリーを作り出して行くもので、従来の発想（思考のバイアス）を打ち
破ることで、より深い相互理解や、斬新なアイデアを生み出すことを体験する
ことが出来ました。
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Capgemini Japan contact info
キャップジェミニ株式会社

御成門オフィス
大手町オフィス
御成門オフィス
〒100-0004
〒105-0004
〒105-0004
東京都千代田区大手町1-9-5
東京都港区新橋6丁目1-11
大手町フィナンシャルシティ
DAIWA御成門ビル3階
東京都港区新橋6丁目1-11
ノースタワー23階
Tel：03-6202-2150
Tel：03-6202-2150
DAIWA御成門ビル3階

www.fb.com/CapgeminiJapan/
twitter.com/CapgeminiJapan
www.linkedin.com/company/capgemini/
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