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NTTコムウェア株式会社

低コストかつ短期間で導入できる点を評価し、
業務プロセス管理システムのファイル連携部分に
HULFT-DataMagicを採用
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NTTコムウェア株式会社

低コストかつ短期間で導入できる点を評価し、
業務プロセス管理システムのファイル連携部分に
HULFT-DataMagicを採用
NTTコムウェアは業務プロセスを管理する社内オペレーションシステムにおいて、ファイルでのシステム間連
携部分に2009年6月からHULFT-DataMagicを導入。これにより、他システムと連携したデータの取得・ク
レンジング・加工を容易に行えるようになった。ソリューションプロバイダである同社がHULFT-DataMagic
を採用した最大の理由は、必要な機能を低コストかつ短期間で実現できる点を高く評価した結果だという。
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データ項目入れ替えや項目チェックなど、複雑なデータ
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