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FICO Xpress 主な納入企業（納入実績） 

多くの企業様やアカデミック関係者の皆様に 

ご愛顧いただいております Xpress はお陰様で、日本で販売開始以来 31 周年を迎えることができました。 

感謝の意を込めて Xpress ユーザー様をご紹介致します。 

                                             ※順不同・敬称略で掲載しています。 

三菱ガスケミカル 

https://www.mgc.co.jp/ 

キャノン IT ソリューションズ 

https://cweb.canon.jp/it-sec/ 

コスモ総合研究所 

 

http://www.oycg.co.jp/cgi/cgi_index.ht

ml 

JR 貨物リサーチセンター 

 

https://www.jrfreight.co.jp/ 

 

新日鉄住友ソリューションズ 

 

 

 

https://www.nssol.nipponsteel.co

m/ 

清水建設 

 

https://www.shimz.co.jp/ 

数理技研 

https://suri.co.jp/ 

日本電気 

 

https://jpn.nec.com/ 

スターインフォテック 

https://www.daido.co.jp/ 

大和総研 

https://www.dir.co.jp/ 

鉄道総合技術研究所 

 

https://www.rtri.or.jp/ 

テプコシステムズ 

 

http://www.tepsys.co.jp/ 

東芝 

 

 https://www.global.toshiba/jp/top.html 

東洋エンジニアリング 

 

 

https://www.toyo-eng.com/jp/ja/ 

日揮 

 

https://www.jgc.com/jp/ 
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日本線路技術 

 

https://www.kk-nsg.co.jp/ 

日本たばこ産業 

https://www.jti.co.jp/ 

富士通研究所 

https://www.fujitsu.com/jp/group/labs/ 

 

明治乳業 

https://www.meiji.co.jp/ 

国立環境研究所 

http://www.nies.go.jp/ 

アイティ・インテグレーション 

https://i-integration.co.jp/ 

日本エネルギー経済研究所 

https://eneken.ieej.or.jp/ 

日本原子力研究所 

 

 

https://www.jaea.go.jp/ 

富士通 

https://www.fujitsu.com/global/ 

大日本印刷 

https://www.dnp.co.jp/ 

三菱マテリアル 

https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/ 

九州先端科学技術研究所 

https://www.isit.or.jp/ 

伊藤忠テクノソリューションズ 

https://www.ctc-g.co.jp/ 

電力中央研究所 

https://criepi.denken.or.jp/ 

富士通総合研究所 

https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/ 

アイ・ケイ・イー 

 

https://www.ai-kei.co.jp/ 

NTT ネットワーク 

https://www.rd.ntt/ns/ 

関西電力 

 

 

https://www.kepco.co.jp/ 

ダイダン 

https://www.daidan.co.jp/ 

フィデリティ証券 

https://www.faq.fidelity.jp/ 

NTT アクセス研究所 

 

https://www.rd.ntt/as/ 

IHI 

 

https://www.ihi.co.jp/ 

JFE スチール 

 

 

https://www.jfe-steel.co.jp/ 

花王 

 

https://www.kao.com/jp/index.html 

海上技術安全研究所 

 

https://www.nmri.go.jp/ 
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三菱総合研究所 

 

https://www.mri.co.jp/ 

東京ガス 

https://www.tokyo-gas.co.jp/ 

日立製作所 

 

 

https://www.hitachi.com/ 

HEROZ 

https://heroz.co.jp/ 

NTT DOCOMO 

 

https://www.nttdocomo.co.jp/ 

JASTEC 

 

https://www.jastec.co.jp/ 

日立ソリューションズ 

 

https://www.hitachi-

solutions.co.jp/ 

マツダ 

 

 

 

https://www.mazda.com/ja/ 

統計センター 

https://www.nstac.go.jp

/ 
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FICO Xpress 主な納入アカデミック関係(納入実績) 

   

➢ 愛知県立大学 

➢ 青山大学 

➢ 大島商船高等専門学校 

➢ 福島大学 

➢ 北九州市立大学 

➢ 京都大学 

➢ 慶応義塾大学 

➢ 産能大学 

➢ 静岡大学 

➢ 成蹊大学 

➢ 政策研究大学大学院 

➢ 専修大学 

➢ 兵庫県立大学 

➢ 芝浦工業大学 

➢ 筑波大学 

➢ 東京大学 

➢ 東京工業大学 

➢ 富山県立大学 

➢ 長岡技術科学大学 

➢ 名古屋工業大学 

➢ 南山大学 

➢ 日本大学 

➢ 広島市立大学 

➢ 広島修道大学 

➢ 広島県立大学 

➢ 広島大学 

➢ 文教大学 

➢ 早稲田大学 

➢ 防衛大学校 

➢ 法政大学 

➢ 愛知工業大学 

➢ 立命館大学 

➢ 香川大学 

➢ 長崎大学 

➢ 東北大学 

➢ 京都工芸繊維大学 

➢ 近畿大学 

➢ 朝日大学 

➢ 跡見学園女子大学 

➢ 順天堂大学 

 

➢ 東海大学 

➢ 東京農工大学 

➢ 福岡大学 

➢ 別府大学 

➢ 関西大学 

➢ 東京海洋大学 

➢ 東京理科大学 

➢ 一橋大学 

➢ 九州大学 

➢ 中央大学 

➢ 筑波大学大学院 

➢ 帝京平成大学 

 

 


