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ひとに向かって進化する
世界中で人の役にたつ価値を提供する企業をめざして

Leading Technology for Humanity
Our aim is to deliver “real value” to customers from all across the world

　当社は「ひとに向かって進化する」を企業理念に、人々の役に立つ製品やサービス
を提供してまいりました。主要製品であるプリンターや健康機器は長年培って
きた精密技術をベースに進化を続け、皆さまの生活を支えております。
　今、世界はパンデミックにより未曾有の事態に直面しており、人々の暮らしに
多大なる影響をもたらしています。当社の事業環境も大きく変化しておりますが、
私たちはより自由な発想で挑戦し続ける姿勢を忘れずに、社員一丸となって新たな
価値創造を追求してまいります。

　今後もより一層のご支援をよろしくお願い申し上げます。

シチズン・システムズは、従業員一人ひとりが心身ともに健康で活き活きと笑顔を
もって活力的に働けることが重要だと考えます。 シチズングループ行動憲章の下、
健康・安全で働きやすい職場づくりに取り組み、従業員一人ひとりの健康の保持・
増進活動を推進していきます。

シチズン・システムズ株式会社
代表取締役社長

向島　克敏

In keeping with our corporate philosophy of “Leading Technology for Humanity,” our company 
continues to provide products and services that best serve the needs of people all across the world. 
Based on our precision technology developed over many years, our principal products such as 
printers and healthcare products constantly evolve to support the lifestyles of our customers.
Currently, the world is confronted with an unprecedented situation brought about by the COVID-19 
pandemic, which has put an enormous strain on people’s daily lives. Although this has caused substan-
tial changes in our business environment, we remain committed to applying our limitless imagination 
as we work united to continue taking on challenges and pursuing the creation of new value.

With that in mind, we ask for your continuing support in the years to come.

Katsutoshi Mukaijima
PRESIDENT & CEO

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.

メッセージ
MESSAGE

「健康経営優良法人2022」に認定されました。

健康宣言
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研究開発
Research &

Development

　販売・
マーケティング

   Sales & 
Marketing

企画設計

生産

Planning &
Design

Production

Offering new levels of convenience 
and value to our customers 
across the world.
Through our diverse domestic and international 
sales and support network, we bring convenience 
and value to our customers, and assist them in 
enhancing various aspects of their daily life.

国内外に配置した販売・サポート網により
さまざまな地域や生活シーンでお客様の
視点に立った新たな価値をご提供します。

世界のお客様のための
「新たな価値」を届け続けます。

We integrate our production system with that of 
the entire Citizen Group. The resulting in-house 
engineering expertise and networks help us 
achieve competitive edge in terms of cost, quality 
and speed.

Pursuing cost reduction, quality 
and speed through a fully integrated 
production system.

生産
Production

販売・マーケティング
Sales & Marketing

自社及びシチズングループ工場での一貫生産
により開発、販売やサービスと一体化した
生産を行っています。全ての工程を自社で
行える強みを生かしお客様の価値創出に
貢献します。

自社一貫生産体制の活用により
コスト・品質・スピードを追求します。

Considering what we can do through 
our group’s collective strength.

Taking the shortest path from planning 
to commercialization.

研究開発
Research & Development

企画設計
Planning & Design

To commercialize our technologies and satisfy 
our customers’ needs, we integrate our electronic 
device and systems technologies inline with Citizen 
Group’s core philosophy.

シチズングループには、人々の期待やあこ
がれの中に眠る新しい可能性をかたちに
していく、想像力とテクノロジーがあります。
私たちは、こうしたグループの力を最大限
に活用し、お客様のニーズを解決する道を
探ります。

お客様のニーズに応える技術を、いち早く
製品化するために。私たちはシチズングルー
プのコア技術を中核に、電子機器技術と
システム技術を統合したすぐれた技術力を
発揮します。

The Citizen Group has imagination and technolo-
gies, which give shape to new possibilities hidden 
in people’s expectations and longings. We make 
best use of this strength to explore ways to satisfy 
customers’ needs.

グループの力を集結して、
「なにができるか」を考えます。

企画から製品化まで、
最短距離を走ります。

POSプリンター
POS Printers

健康機器
Healthcare Products

フォトプリンター
Photo Printers

ラベルプリンター
Label Printers

◆ 医療現場
◆ 高齢者の健康管理
◆ スポーツクラブ

◆ オフィス

◆ 工場
◆ 倉庫
◆ 銀行・金融機関
◆ 空港
◆ コンビニエンス・ストア
◆ スーパー

◆ アミューズメントパーク

◆ 家
◆ クルマ

◆ セキュリティ

◆ Medical facilities
◆ Senior citizen health management
◆ Sports clubs
◆ Offices
◆ Factories
◆ Warehouses
◆ Banks, Financial institutions
◆ Airports
◆ Convenience stores
◆ Supermarkets
◆ Amusement parks
◆ Home
◆ Automobiles
◆ Security systems

事業概要
BUSINESS OVERVIEW

The “voice of the customer” is what marks the start line in our business creation process. 
We will continue to forge innovation that exceeds our customers’ 
expectations and create value for the global society.

お客様の生きた声をスタートラインに
お客様の期待を超えるイノベーションを創出し
新たな価値をグローバルに提供
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現在のビジネスに、チケットやラベル、
レシートなど、さまざまな形態をもった紙
媒体は不可欠です。シチズン・システムズ
では、こうしたニーズに対応し、POSレジ

や小型計測器など組み込み用のプリンター
から、業務用プリンター、モバイル端末
対応プリンターなど、ビジネスシーンにあわ

せた各種プリンター製品をラインアップ。
ショップ、工場、病院、物流…くらしとビジ
ネスの幅広いシーンで、私たちの技術が
生きています。
私たちはこれからも「小型・精密」「高信頼性」
「使いやすさ」を追求した多彩なソリュー
ションを提供します。

Paper media in a variety of forms – such as tickets, 
labels and receipts – are indispensable in business 
today. Citizen Systems designs and supplies state-
of-the-art printers tailored to specific business 
requirements. Our lineup includes built-in printers 
for POS cash registers and compact measuring 
equipment, business-use and mobile printers. Our 
printers are prevalent in shops, factories, hospitals, 
logistics facilities etc. across the world.
We will continue to offer a wide variety of solutions 
that are based on the concepts of micro and precision 
technologies, superior reliability, and ease of use.

業務用プリンター
PRINTERS

業務用プリンター
Printers

Global  Line-up

グローバルラインナップ

Standard Desktop Printer
CL-E331

ラベルプリンター
CL-E331

POS  Printer
CT-S4500

POSプリンター
CT-S4500

Surely you have witnessed them before…
Our printer solutions are designed to satisfy the needs of both individuals and businesses.

きっとあなたも見かけているはずです
くらし・仕事・社会のあらゆるシーンを支える、
私たちのプリンター・ソリューション

Photo Printer
CZ-01

フォトプリンター
CZ-01

POS  Printer
CT-E601

POSプリンター
CT-E601
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Digital Body Composition Monitor
HMS525-BK

体組成計
HMS525-BK

Digital Forehead and 
Ear Thermometer
CTD711

耳/額式体温計
CTD711

Digital Blood Pressure Monitor
CHUA715

上腕式血圧計
CHUA715

Ultrasonic Cleaner
SWT710

超音波洗浄器
SWT710

Multi-channel Cordless Thermo-hygrometer
THM527

コードレス温湿度計
THM527

Digital Thermometer
CTEB720VA

振動体温計
CTEB720VA

Digital Blood Pressure Monitor
CHWH Series 

手首式血圧計
CHWHシリーズ

Pedometer
TWT512

歩数計
TWT512

Lifestyle related diseases that typically show no 
external symptoms and often lead to further 
complications, such as heart failure and stroke, 
have been on the rise. Therefore, it is crucial to 
undergo periodic health examinations at medical 
institutions as well as carryout daily health checks 
at home, as this increases the possibility of an 
early diagnosis. 
To facilitate the latter and to support a healthy 
lifestyle, Citizen Systems supplies topnotch user-
friendly healthcare products, such as digital blood 
pressure monitors and thermometers.

Supporting a healthy lifestyle 
by enabling at-home 
healthcare management.

健康機器

Healthcare
Products

ヘルスケア製品
HEALTHCARE PRODUCTS

“ 健康予約 ”とは、

「はかる」を習慣化し未来への健康づくりをサポートすること。

健康づくりには、日々のカラダの状態を常に把握しておくことが大切です。

『日々の生活の中で「はかる」という行為が当たり前になるように

シチズンのヘルスケア商品で

「はかる」ことがあなたの健康の中心・核となる』

シチズンのヘルスケアは、「ひと」の健康維持・増進のために、

新たな可能性を探求しつづけ、それにより健康への自信と、

ココロの安心をもたらす商品を提供し、

健康づくりをサポートします。

7 8



9 10

20102005

20102005

2022

2022

1960

1960

C
itizen System

s Japan C
o.,Ltd. established (A

pril 1st)

Japan CBM

シチズンCBM

シチズン時計

Electronic Device
Division

Citizen Watch

電子機器事業部

米国販売会社シチズン アメリカ設立1984
Citizen America Corporation, U.S. sales company established. 

冠潤実業有限公司（現 シチズン・システムズ 香港）設立1989
Crown Young Industries Ltd. (currently CITIZEN SYSTEMS (H.K.) LTD.),
established in China.

米国販売会社CBM アメリカ設立1969
CBM America Corporation, U.S.
sales company established.

Citizen Business Machines Co., Ltd.
established.

シチズン事務機株式会社設立1964

MP series mini-printer 
for POS released.

POS用ミニプリンター
MPシリーズ発売

1970

Serial dot impact printer
for PCs released.

パソコン用シリアルドット
インパクトプリンター発売

1983

OEM of thin notebook
PCs started.

薄型ノートパソコンの
OEM開始

1989

IC sensor electronic thermometer
released.

ICセンサー電子体温計発売1983

Approved as first foreign-designated
manufacturer.

外国指定製造事業者認可第一号1995

Ear thermometer (for U.S. market)
and electric scales released.
SW1500 Ultrasonic cleaner released.

耳式電子体温計発売（米国向け）、
電子体重計発売、超音波洗浄器SW1500発売

1997

CT-810 ear thermometer
(for Japanese market)
released.

耳式体温計
CT-810発売
（日本向け）

1999

CT785V
oscillating electronic
thermometer released.

振動式電子体温計
CT785V発売

2004

BM100
body fat scale released.

体脂肪計BM100発売2001

CH-425P PC-manageable
blood pressure monitor
released.

パソコン管理が可能な血圧計
CH-425P発売

2005

TW500 digital pedometer,
Peb released.

デジタル歩数計
「Peb」TW500発売

2006

World’s smallest and lightest PN48 portable printer released.
世界最小・最軽量のポータブルプリンター PN48発売1991

OEM of Pocket Board,
portable e-mail terminal started.

携帯型メール端末
ポケットボードOEM開始

1997

CLP4080 barcode printer released.
バーコードプリンター CLP4080を発売1994

長野開発センター、
岩手開発センター開設
Nagano Design Center and 
Iwate Design Center opened.

2005

小型サーマルプリンター
CBM1000発売
CBM1000 small thermal printer
released.

1997

Corporate name changed to
Japan CBM Corporation. 

商号をシービーエム株式会社に変更1980

Corporate name changed to
Japan CBM Corporation. 

商号をシチズンCBM株式会社に変更
2002

昇華型熱転写方式デジタル
フォトプリンター CXシリーズ発売

2007

CX series dye sublimation thermal transfer 
digital photo printer released.

事
業
の
歩
み

B
usiness H

istory

シ
チ
ズ
ン
・
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
設
立（
４
月
１
日
）

沿革
HISTORY

業界最速クラスの高速印字機種や
クラス初の液晶表示付き機種を含む
POS用サーマルプリンター 4機種
CT-S801/851/601/651を相次いで発売

2009～

CT-S801/851/601/651 
Thermal printers capable of high speeds 
(300mm/sec) and an optional liquid crystal display 
released.

メタルシャーシ採用の
堅牢・高速ラベルプリンター
CL-S700発売

2008

CL-S700 high-speed and 
heavy-duty barcode printer released.

業界最小クラスの高さ・横幅を実現
サ－マルプリンタ－CT-S255発売

2017

The sophisticated CT-S255 is 
a compact POS printer.

コンパクトサイズの
デジタルフォトプリンター CZ-01発売

2019

CZ-01 Easy to carry, 
Ultra-compact size digital photo printer 
released.

再粘着ラベルに印刷できる
サーマルラベルプリンター CT-S601II R発売

2020

CT-S601II R Thermal label printer 
with Re-stick Liner-free printing solution released.

片手で操作できる
抗菌外装レシートプリンター CT-E601発売

2022

CT-E601 silver Ion infused outer case POS printer 
with one motion lever released.

従来比約半分の体積の
ラベルプリンタ－
CL-E303/331発売　　

2018

The small footprint of 
the CL-E303/331 makes it 
a perfect printer for tight spaces.

当社初の前面操作モデル
サ－マルプリンタ－CT-S751発売

2019

CT-S751 front access 
POS printer is released.

スタイリッシュな4インチ幅用紙対応
サーマルプリンター CT-S4500発売

2019

CT-S4500 stylish 4 inch 
POS printer with flexible paper 
adjustment released.

洗浄槽着脱式の超音波洗浄器
SWS701発売

2012

SWS701 ultrasonic cleaner (detachable tank) 
released.

手に取るだけで楽しくなるカラフルな
実測式体温計 CTA319発売

2018

CTA319 digital thermometer 
(actual measurement type) released.

体組成計 HMSシリーズ発売2021
HMS series digital body 
composition monitor 
released.

マルチチャンネル対応の温湿度計
THM527 発売

2021

THM527 Multi-channel cordless 
thermo-hygrometer released.

振動で検温終了をお知らせする
振動体温計 CTEB720VA、CTEB718V発売

2019

CTEB720VA, CTEB718V digital thermometer 
that notify the end of measurement 
by sound and/or vibration released.

新形状カフを採用した
手首式血圧計
CHWHシリーズ発売

2020

CHWH series digital blood pressure monitor 
with an easy-to-use new form cuff released.

ミルクの表面温度や室温も測れる
耳 /額式体温計 CTD711発売

2019

CTD711 digital forehead and 
ear thermometer released.

検温時間約15秒の予測式体温計
CTE707発売

2015

CTE707 predictive-read type (15 sec) 
digital thermometer released.

タッチセンサーを採用した超音波洗浄器
SWT710発売

2015

SWT710 ultrasonic cleaner 
with a touch panel released.

簡単に巻くことが出来るカフの血圧計
CHUAシリーズ発売

2016

CHUA series digital blood pressure monitor 
with an easy-wrap cuff released.

小型、省スペースの
ラベルプリンター
CL-S400DT発売

2011

CL-S400DT small footprint 
label printer released.

スマート端末などの
タブレットPOSに適した
58mm専用プリンター
CT-S251発売

2015

CT-S251 stylish and flawless 
POS printers released.

昇華型熱転写方式
デジタルフォトプリンター
CX-02発売

2016

CX-02 dye sublimation thermal transfer 
digital photo printer released.

デスクトップ6インチ幅
ラベルプリンター
CL-S6621発売

2013

CL-S6621 6-inches width 
desktop label printer released.

業界初のダイヤル・カフ方式
上腕式血圧計CH-463E発売

2007

CH-463E Dial Cuff system 
blood pressure monitor released.

「スタイリッシュブラック」シリーズ
CH657F-BK、CH650F-BK発売

2011

Stylish black CH657F-BK and CH650F-BK released.

簡易熱中症指標表示付き
温湿度計THD501発売

2012

THD501 cordless thermo-hygrometer 
released.

電子マネービューアー付き歩数計
TWTC501発売

2012

TWTC501 pedometer 
with IC card reader released.

薄型手首式血圧計CH657F発売2010
CH657F slim blood pressure 
monitor released.

中国での生産拠点を
シチズン・システムズ 江門に統合

2008

Production in China integrated into 
CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO.,LTD. 

シチズン・システムズ 江門広州事務所開設
2008

CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO.,LTD. 
GUANGZHOU Branch opened.

中国での部品生産拠点として
翔成国際有限公司の株式取得

2010

Acquired Shyang Cheng International Co.,Ltd. (SIP), 
a parts production facility in China.

シチズン・システムズ 東莞に商号変更
2012

Corporate name changed to 
CITIZEN SYSTEMS (DONGGUAN) CO.,LTD.

飯田龍江工場統合
2014 

Integration of Iida Tatsue Factory

富士吉田工場統合
2015 

Integration of Fujiyoshida Factory

H
istory of C

itizen System
s Japan

シ
チ
ズ
ン
・
シ
ス
テ
ム
ズ
の
歩
み

Printers

プリンター
事業

Healthcare
Products

健康機器
事業

欧州販売会社シチズン ヨーロッパ（現 シチズン・システムズ ヨーロッパ）設立1985
Citizen Europe Ltd. (currently CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH), 
European sales company established.



CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH
UK Branch

シチズン・システムズ（株）

販売拠点
Sales Office

製造拠点
Factory

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

富士吉田工場
山梨県富士吉田市向原1-27-15
Fujiyoshida Factory
1-27-15 Mukaibara, 
Fujiyoshida-shi, YamanashiCITIZEN SYSTEMS 

(DONGGUAN) CO.,LTD.

CITIZEN SYSTEMS
(JIANGMEN) CO.,LTD.

本社
東京都西東京市田無町6-1-12
Headquarter
6-1-12, Tanashi-cho, 
Nishi-Tokyo-shi, Tokyo

英国 UK

日本 Japan

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH

ドイツ Germany

中国  China

米国  U.S.A

CITIZEN SYSTEMS AMERICA CORPORATION

CITIZEN SYSTEMS
(H.K.) LIMITED

香港特別行政区
Hong Kong SAR

In order to fulfill customers’ desires and expectancies, 
we have established development centers, manufacturing facilities and sales offices 
at various strategic locations around the world.

お客様の声をもとに、開発・製造・販売を
世界の拠点に最適化しています

グローバルネットワーク
GLOBAL NETWORK
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社 名

設 立 年 月 日

資 本 金

本社及び事業所

発行済株式総数

従 業 員 数

事 業 内 容

役 員

シチズン・システムズ株式会社

2005年4月1日

4億5,000万円

● 本社
〒188-8511 
東京都西東京市田無町6-1-12
TEL：042-468-4771　
FAX：042-468-4740

● 富士吉田工場
（山梨県富士吉田市）

● 海外販売会社
シチズン・システムズ アメリカ
（米国・ロサンゼルス）
シチズン・システムズ ヨーロッパ
（ドイツ・シュトゥットガルト）

● 海外製造会社
シチズン・システムズ香港
（中国・香港）
シチズン・システムズ江門
（中国・江門）
シチズン・システムズ東莞
（中国・東莞）

10,189株

1,171名（連結） / 205名（単独）

電子機器製品、情報機器製品の
製造及び販売

代表取締役社長　向島　克敏
取締役執行役員　山表　治彦
取 締 役　大河内雅彦
取 締 役　古川　敏之
監 査 役　仁保　　稔
監 査 役　赤塚　　昇
執 行 役 員　加藤　紀実
執 行 役 員　関川　修一

Company Name

Established

Capital

Headquarters &
Offices

Shares issued 

Employees

Business

Board of Directors &
Officers

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.

April 1,2005

¥450 million

● Headquarters

6-1-12 Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokyo, 

Japan 188-8511

TEL:81-42-468-4771  

FAX :81-42-468-4740

● Fujiyoshida Factory 

(Fujiyoshida-shi, Yamanashi)

● Overseas Sales Subsidiary 

CITIZEN SYSTEMS AMERICA CORPORATION

（Los Angeles, USA）
CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH

（Stuttgart, Germany）

● Manufacturing Subsidiary in China

CITIZEN SYSTEMS（H.K.）LTD.

CITIZEN SYSTEMS（JIANGMEN）CO.,LTD.

CITIZEN SYSTEMS（DONGGUAN）CO.,LTD.

10,189 

1,171 (As of March 31, 2022)

Manufacture and sales of electronic and 

information products

President and CEO Katsutoshi Mukaijima

Director and Executive Officer Haruhiko Yamaomote

Director Masahiko Okochi

Director Toshiyuki Furukawa

Audit & Supervisory Board Member Minoru Niho

Audit & Supervisory Board Member Noboru Akatsuka

Executive Officer Norimitsu Kato

Executive Officer Shuichi Sekigawa

会社概要
COMPANY PROFILES

（2022年3月31日現在）
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CITIZENはシチズン時計株式会社の登録商標です。
CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Watch Co., Ltd.

〒188-8511  東京都西東京市田無町 6-1-12
TEL.042-468-4771　FAX.042-468-4740

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokyo 188-8511, JAPAN
TEL : 81-42-468-4771   FAX : 81-42-468-4740
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