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富士重工業株式会社 産業機器カンパニー

HULFT シリーズを軸に Web発注システムを構築
社内コストを 45％削減し、取引先のコスト低減にも貢献

（TCP/IP 企業内・企業間通信ミドルウェア）
（セキュアWebデータ連携ミドルウェア）
（データ変換・ETL ツール）

富士重工業株式会社

HULFT シリーズを軸にWeb発注システムを構築
社内コストを 45％削減し、取引先のコスト低減にも貢献
グローバルな汎用エンジン総合メーカーとして成長を続ける富士重工業産業機器カンパニー。同社はASP型のWeb-EDIシス
テムを刷新し、HULFT 、HULFTクラウド、HULFT-DataMagicを組み合わせて新たなWeb 発注システムを 内製化 した。
サービスのランニングコストが不要になったことで、45％のコスト削減を実現し、システムの信頼性も向上。ブラウザ経由で利
用できるHULFTクラウドにより、取引先は専用線を使わずに済み、その分のコスト低減にも貢献している。さらに利便性が高
まったことで、Web発注システムを利用する取引先が拡大。素材・部品の発注業務の効率化も加速した。
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HULFT および HULFTクラウドを
軸にした Web発注システムの仕組み
HULFT 経 由で基 幹 系から取り込まれた発
注データをもとに、HULFT-DataMagicでファ
イル分 割とクレンジング加 工が行われ、サード
パーティの帳票作成・運用ツールで確認用帳
票の PDFファイルが生成される。この処理は
JOB 連携により、自動で実行される。取引先
は WebブラウザからHULFTクラウドに接 続
し、PDFファイルと発注単位の CSVファイル
を入手する。
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「 H U L F Tはファイル 転 送ツールのデ
ファクトスタンダード。スバル自動車部門

自社および取引先のコストを削減
発注処理の安定性も向上

システムの信頼性も向上した。従来の
サービスは月に2、3回の頻度で障害が
発生。発注処理が滞り、
その後の業務に
支障をきたすこともあったが、新システム

で導入実績があり、基幹系との親和性

同社は2012年8月より、
システム構築

は本格運用後、
クリティカルな障害報告

の高さも実証済み。安心して利用できる
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http://www.hulft.com/
継続性が向上している。
内製化により、
システムのブラックボッ
クス化が解消されたメリットも大きい。
「万
が一、
トラブルが発生した場合でも、
自分
たちで対処できるので、迅速な復旧が可
能です。取引への影 響を最 小 化できま
す」
と太田氏は語る。

海外の取引先との発注業務への
活用も検討
今後はこの仕組みのメリットを広くア
ピールし、
より多くの取引先の参加を促
す。将 来 的には、海 外の取引先との発
注業務に活用することも視野に入れてい

（左から）富士重工業株式会社 産業機器カンパニー 企画管理部 情報システム課の菊地 正一氏、インフラ企画管理係長 太田
実千男氏、企画管理部長 山岸 伸吾氏、システム企画管理係長 齋藤 剛司氏、高尾 智之氏

る。
さらにこの仕組みを発注以外の業務
におけるデータ連携基盤に応用していく
ことも考えている。
「データ連携の処理を
HULFTに集約していくことで、他の業務
におけるコスト削減を加速し、信頼性向
上により業務継続性の向上も見込めま
す」
と話す山岸氏。
HULFTおよびHULFTクラウドを軸に

汎用エンジン EX17 Premium
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W e b発注システムの内製化を実現した
富士重工業産業機器カンパニー。この
仕組みをベースに、
ものづくりの根幹を支
える発注業務の効率化を進め、
グローバ
ルな汎用エンジン総合メーカーとしてさら
なる成長を目指す構えだ。
汎用エンジン EH65
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［お問い合せ先］
HULFTフリーダイヤル

0120-80-8620

※利用時間 9：15～17：45
（土・日・祝日および年末年始を除く）
HULFT事業部

〒170-6021 東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 21F
TEL 03-3988-5301 FAX 03-3980-4830

名古屋営業所

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル 21Ｆ
TEL 052-588-5591 FAX 052-588-5592

関西事業所

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-16
肥後橋MIDビル 4F
TEL 06-6479-1151 FAX 06-6479-1152
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〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27
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TEL 092-434-4527 FAX 092-434-4528
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