C A S E

S T U D Y

日本アムウェイ合同会社

全銀手順との連携実績と
システム運用機能を評価して
EDI中継システムに採用

ユーザー事例

〈EDI システム連携〉

日本アムウェイ合同会社

全銀手順との連携実績と
システム運用機能を評価して
ＥＤＩ中継システムに採用
日本アムウェイ合同会社は、同社基幹システムと取引先とのEDI（電子データ交換）に利用するため、2009年
5月にEDIを中継するゲートウエイ・システムを全面稼働させた。ゲートウエイでは、全銀手順との連携実績や
運用機能を評価してセゾン情報システムズのHDC-EDI Suiteを採用。当初の目標どおり、取引先のシステム
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EDIゲートウエイ・システムの構成
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HDC-EDI Managerのサンプル画面
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E-mail：hulft@saison.co.jp
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