
 

 
2014年 11 月 7 日                     株式会社セゾン情報システムズ 

「HULFT8」リリースに伴う各社エンドースメント 

 

「HULFT8」の新製品発表に対して、ご賛同頂いた HULFT パートナー様より、以下のエンドースメン

トを頂戴いたしましたので、ここにご紹介させていただきます。 
（※会社名団体名 50音順） 

                                              

■ HULFT 販売パートナー様  
                                              
 
株式会社イーセクター 
専務取締役 中村 俊一 

 

株式会社イーセクターは、株式会社セゾン情報システムズがデータ連携ミドルウェア「HULFT」の最新バ

ージョン「HULFT８」を発表したことを心より歓迎いたします。新たに機能強化された「HULFT８」は、ク

ラウドやオンプレミスなど異なるプラットフォームが混在する昨今、企業にとってより多くの付加価値と

可能性を提供できるものと確信しています。イーセクターは、今後もデータ連携(データ転送)のデファク

トスタンダードといわれるまでに成長した HULFTを活用し、安心・安全でパフォーマンスに優れたシステ

ム環境づくりを支援いたします。 
                                              
 
株式会社イグアス 
ソリューション事業部 事業部長 浦野 国弘 

 

株式会社イグアスは、今回の株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎申し上

げます。業務システムの転送基盤として安全、安心、確実で信頼性の高い HULFTが、今後ますます

増加していくお客様のシステム環境において、より最適な IT インフラとなると確信しております。

HULFTと当社は、ビジネスパートナー様を中心とした販売推進をさらに強化してまいります。 
                                              
 
SCSK株式会社 
執行役員 プラットフォームソリュション事業部門 
ITエンジニアリング事業本部長 池 直樹 

 

SCSK株式会社は、株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎申し上げます。ク

ラウド&ビッグデータ時代の到来により、ファイル連携基盤に求められる要件は、クラウドサービス

との連携やセキュリティ対策、大量データの取り扱いなど、高度化とともに複雑化してきています。

SCSKでは、当社が提供ならびに販売を行う、クラウドサービスやセキュリティ機器、さらにはネッ

トワーク最適化の通信機器などを HULFT8と組み合わせることにより、「安心、安全、迅速」なクラ

ウド＆ビッグデータ時代のファイル連携基盤を提供してまいります。 
                                              
 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
S&T カンパニー 
システム方式技術事業部長 吉岡 誠 

 

株式会社 NTTデータは、株式会社セゾン情報システムズの最新版 HULFT8の発表を心より歓迎致し

ます。コア機能であるファイル転送機能に更なる磨きをかけた HULFT8は市場ニーズを的確にとらえ

た進化を遂げました。今回のリリースを機に、HULFTとの連携機能を持つ私どもの統合運用管理ツー

ルである「Hinemos」のジョブ管理機能がより強化され、両製品をさらに効果的に御活用頂ける機会

が増えるものと確信しております。今後も NTTデータは、Hinemosを始めとした株式会社セゾン情報

システムズとの協業によって、より高信頼なシステム構築、運用管理の実現をご提供いたします。 
                                              



 
株式会社大塚商会 
共通基盤ハ－ド・ソフトプロモ－ション部 
上席執行役員 後藤 和彦 

 

株式会社大塚商会は、今回の株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎申し上

げます。ますます増加していくお客様の IT、データの活用ニーズにおいて、信頼性、柔軟性の高い

HULFTは、今後大企業のみならず、中小企業においても最適なITインフラとなると確信しております。

当社は、今後も株式会社セゾン情報システムズとの連携をさらに深め、お客様へ最適な ITインフラ

を提供してまいります。 
                                              

 
株式会社グロスディー 
代表取締役社長 森田 真也 

 

株式会社グロスディーは、今回の株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎申

し上げます。セキュアでシームレスな企業間データ連携を実現してきた HULFTが、今後ますます広が

るグローバルビジネス環境をサポートしていくことは大変喜ばしい発表です。当社は、六年ぶりとな

る今回のメジャーバージョンアップを契機として、株式会社セゾン情報システムズと協力しお客様に

更に価値のある最適なシステムを提供します。 
                                              

 
シーティーシー・エスピー株式会社 
代表取締役社長 櫻庭 愼一郎 

 

シーティーシー・エスピー株式会社は、ますます拡大が見込まれているコマーシャル・マーケット

のお客様にご満足いただけるよう、製品やサービスの品揃えを強化しています。このたびの株式会社

セゾン情報システムズによる「HULFT8」のリリースは、すでに実績と信頼を得ている「HULFT」シリ

ーズの使いやすさとパフォーマンスの向上を実現させており、お客様に新たな付加価値を訴求するも

のと期待し、今回の発表に賛同の意を表させていただきます。今後も、株式会社セゾン情報システム

ズとの強固なパートナーシップのもと、東京のみならず、名古屋・大阪・福岡の広範囲な領域でお客

様の価値創造に寄与できる提案を積極的に創出・展開していきたいと考えております。 
                                              

 
株式会社システナ 
執行役員 
ソリューション営業本部 本部長 田口 誠 

 

株式会社システナは、株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎申し上げます。弊

社では、幅広いお客様にハードウェア・ソフトウェアの調達やシステムの構築・受託開発サービスを提供

する中で、データ連携ミドルウェアとして HULFTを採用しております。株式会社セゾン情報システムズと

のパートナーシップをより強化し、安全・安心、且つシンプルにデータ連携が可能となる最新版の HULFT

を活用していくことで、「お客様に最適な ITインフラ」を提案してまいります。 
                                              

 
ソフトバンク コマース&サービス株式会社 
ICT 事業本部 MD 本部長 原山 健一 

 

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社は、今回の株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表

を心より歓迎申し上げます。業務システムの転送基盤として安全、安心、確実で信頼性の高い HULFTが、

今後ますます多様化していくお客様のシステム環境において、より最適な ITインフラとなると確信して

おります。ソフトバンク コマース＆サービス株式会社は今後も株式会社セゾン情報システムズとのビジ

ネスパートナーとしてのリレーションを更に深め、日本の ICT市場の活性化に寄与して参ります。 
                                              

 

 



 
日本ヒューレット・パッカード株式会社 
代表取締役 副社長執行役員 古森 茂幹 

 

HULFT8の発表、誠におめでとうございます。今回発表の HULFT8は、これまでの安全・安心、シンプル

かつ確実なファイル転送機能にクラウド時代を見据えた高速転送を実現した、数多くのお客様が待ち望ん

でいた製品であると思います。弊社のお客様にとっても魅力的な製品であることが期待され、各種ソリュ

ーションとの組み合わせにより、お客様ニーズに合った提案を実施できることを期待しております。 
                                              

 
日本電気株式会社 
システムソフトウェア事業部 
事業部長代理 加藤 雅之 

 

株式会社セゾン情報システムズの新製品 HULFT8のリリースを心より歓迎致します。多様化する環境に

おいて、転送性能の向上やセキュリティ強化を図った HULFTが今後も重要な製品であると確信しておりま

す。HULFTと当社の CLUSTERPROは、高信頼性／高可用性のあるファイル転送を提供して参りましたが、

今後、グローバル展開に向けてさらに連携を強化し、お互いに事業拡大を図っていきたいと思います。 
                                              

 
株式会社ネットワールド 
代表取締役 森田 晶一 

 

株式会社ネットワールドは、今回の株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎申し

上げます。業務システムの転送基盤として安全、安心、確実で信頼性の高い HULFTが、今後ますますセキ

ュアな連携が必要となっていくお客様のシステム環境において、より最適な ITインフラとなると確信し

ております。HULFTと当社は、テクニカル・ソリューション・ディストリビューターの特色を生かし、パ

ートナー様への最適な ITインフラの提供に注力してまいります。 
                                              

 
株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ 
ソリューション&コンサルティング事業部 
取締役事業部長 小祝 弘己 

 

このたびの HULFT新バージョンリリース発表を心より歓迎いたします。ファイル転送の標準プロダクト

として、HULFT8がさらなるビジネスの創出につながることと強く信じております。当社も、HP社製 Nonstop

版 HULFTの開発経験で培った高い技術力をベースに、今後もお客様に安心してご利用いただける保守サポ

ートや信頼性の高いシステム基盤のご提供ができるよう、株式会社セゾン情報システムズとともに歩んで

まいります。 
                                              

 
株式会社日立システムズ 
クラウド ICTサービス事業グループ 日立・企業情報サービス事業部 
事業部長 鎌田 芳栄 
 

株式会社 日立システムズは、今回の株式会社 セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎し

ます。「安全、安心、信頼のファイル伝送機能を提供する」という HULFTのコンセプトを維持しつつ、“つ

なげる化”、“つながる化”という新コンセプトのもと、時代の変化に合わせて大幅に機能強化された新

製品を強く支持します。 

なかでも、グローバル対応として、パッケージ統合によって日本語版・英語版の機能差がなくなり、海

外のお客様にもタイムリーに新製品・新機能を提供できるようになったことは、海外における HULFTのシ

ェア拡大に繋がると確信しています。当社は、株式会社セゾン情報システムズと共に、HULFTを活用した

ソリューションを通じて企業のグローバル対応や事業拡大を支援して参ります。 
                                              

 

 



株式会社日立ソリューションズ 
執行役員 金融システム事業部長 
竹田 広光 

 

株式会社日立ソリューションズは、「HULFT8」の発表を歓迎いたします。既にさまざまなお客様に導入さ

れ、数多くの評価を受けている「HULFT」におきまして、このたびパフォーマンス向上およびグローバル対

応といった機能を強化されることにより、より一層ファイル転送ツールとしてのシェア拡大につながると期

待しております。日立ソリューションズとしましては、製品の販売だけではなく、製品導入パートナーとし

てお客様に「HULFT」を利用した最適なファイル転送ソリューションを提供してまいります。 
                                              

 
富士通ミドルウェア株式会社 
取締役 佐戸井 麻美 

 

富士通ミドルウェア株式会社は、HULFT8の発表を心より歓迎申し上げます。富士通のミドルウェア製品

である、ジョブ自動運転ソフトウェア「FUJITSU Software Systemwalker Operation Manager」、データ収

集・統合ソフトウェア「FUJITSU Software Interstage Information Integrator」と組合せることで、お客

様のミッションクリティカルな業務への HULFT適用が更に加速するものと確信しています。富士通ミドルウ

ェア株式会社は、今後も HULFTと富士通のミドルウェア製品を組み合わせたソリューションの拡充を図り、

お客様のビジネスイノベーションを支援してまいります。 
                                              

 
                                              

■HULFT アライアンスパートナー様 
                                              
 
アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 
パートナーアライアンス本部長  
今野 芳弘 

 

アマゾン データ サービス ジャパンは、株式会社セゾン情報システムズの「HULFT8」の発表およ

び、AWS Test Drive、AWS Marketplaceを活用したプロモーション推進を歓迎します。AWSは、2006

年より日本国内を含めた世界 190ヶ国で数十万のお客様にクラウドコンピューティングサービスを

提供しております。このセキュアで低コストかつ拡張性、柔軟性の高い AWSのサービスは「HULFT8」

の幅広い顧客ニーズに応え、新たなビジネス価値の創出に貢献できるものと確信しております。 
                                              
 
株式会社インターコム 
代表取締役社長 松原 由高 

 

株式会社インターコムは、最新版「HULFT8」の発表を心より歓迎いたします。2014年 9月に提供

開始した弊社の EDIミドルウェア「Biware EDI Station」と「HULFT」の連携ソリューションは、

社内システムから取引先の EDIシステムまでをシームレスに連携し、従来の企業間 EDIで課題とな

っていたシステム構築期間の短縮や運用コストの削減を実現することでご好評いただいています。

さらに進化した「HULFT8」のリリースによって、データ連携時の利便性が一段と高まり、両社製品

のさらなる拡販につながるものと確信しております。 
                                              
 
NTT コミュニケーションズ株式会社 
取締役 クラウドサービス部長 田中 基夫 
 

待望の「HULFT8」のリリース、おめでとうございます。弊社クラウドサービス「Bizホスティン

グ Enterprise Cloud」が提供している「HULFTライセンスサービス」において、機能強化された最

新の「HULFT8」をお客様に提供できることを非常にうれしく思います。お客さまは、「Bizホステ

ィング Enterprise Cloud」上で「HULFT8」を利用することで、グローバル規模のシステム連携を

容易に構築・運用することが可能です。今後も株式会社セゾン情報システムズとの連携により、ク

ラウド間やオンプレミス間等、さまざまなプラットフォーム間での業務データ連携を推進し、お客

様のビジネスの拡大に大きく貢献できることを期待しています。 
                                              



サイオステクノロジー株式会社 
専務執行役員 大塚 厚志 
 

ファイル転送ツールのデファクトスタンダードである HULFTの最新版の発表を心より歓迎いたし

ます。グローバル強化、クラウド連携・ビッグデータ連携強化など、これらの製品の強化により、

市場のニーズに即した製品となり、さらに多くのお客様の利用が促進されることと思います。今後、

HAクラスターソフトウェア「LifeKeeper」は HULFTの対応を進め、可用性の高いシステムの提供に

協力してまいります。 
                                              
 
日本マイクロソフト株式会社 
マーケティング&オペレーションズ部門 サーバープラットフォームビジネス本部 
業務執行役員 本部長 佐藤 久 
 

日本マイクロソフト株式会社は、今回の株式会社セゾン情報システムズの「HULFT8」の発表を心

より歓迎いたします。マイクロソフトはオンプレミスとパブリッククラウドを最適な形で組み合わ

せた Hybrid Cloudを推進しており、Microsoft Azure と HULFTとの連携によりクラウド、オンプ

レミス間の新たなデータ活用シーンを創出し、お客様ビジネスの業務効率の向上に貢献できるもの

と確信しております。今後も当社は、株式会社セゾン情報システムズとの連携を深め、お客様へベ

ストソリューションを提供してまいります。 
                                              
 
Pivotal ジャパン株式会社 
カントリーマネージャー 正井 拓己 
 

Pivotal ジャパン株式会社は、 株式会社セゾン情報システムズが新たに「HULFT8」を提供開始し

たことを歓迎します。ビッグデータの活用が大きな経営課題となっている今日、正確かつ効率的な

データの収集はデータ活用を推進する上での大きな課題の一つです。株式会社セゾン情報システム

ズ「HULFT8」と弊社の Hadoop製品「Pivotal HD」や PaaS製品「Pivotal CF」の連携を通して、お

客様は既存業務への影響を最小限に抑えたビッグデータ基盤の構築が容易となります。質の高いデ

ータの活用が、お客様の付加価値サービスの創出に大きく貢献できることを期待します。 
                                              
 
パロアルトネットワークス合同会社 
代表執行役員社長 アリイ・ヒロシ 
 

パロアルトネットワークスは、株式会社セゾン情報システムズの HULFT8の発表を心より歓迎いた

します。弊社は次世代ファイアウォール「PAシリーズ」の HULFT対応を 2014年より行っています。

HULFT、HULFT-HUB、PAシリーズの連携でセキュリティおよびガバナンス対応の強化が図れ、より高い

レベルのセキュリティ要求のお客様も安心して HULFT8をご利用いただけると確信しております。 
                                              
 

※「HULFT」その他「HULFT」関連製品は、セゾン情報システムズの登録商標です。 

※その他、記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 

 

■株式会社セゾン情報システムズ について                                                

本社：〒170-6021 東京都豊島区東池袋 3-1-1サンシャイン 60 21F 

設立：1970 年 9月 1日 

代表者：宮野 隆（代表取締役社長） 

資本金：1,367,687,500円 

事業内容：金融システム事業、流通サービスシステム事業、BPO事業、HULFT事業 

証券コード：9640 (東京証券取引所 JASDAQスタンダード市場) 

URL：http://home.saison.co.jp/ 

 

＜報道関係者様からのお問合せ先＞ 

株式会社セゾン情報システムズ 

広報担当：豊田・高梨  

TEL： 03-3988-3477 

E-mail：kikaku@saison.co.jp 

＜製品に関するお問合せ先＞ 

株式会社セゾン情報システムズ 

HULFT事業部 

TEL： 03-3988-5301 

E-mail： hulft@saison.co.jp 

http://home.saison.co.jp/

