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九州旅客鉄道株式会社

データ連携基盤の中核にHULFT-HUBを導入
SUGOCA関連システムと既存システムとの
データ連携で管理の効率化と安定運用を実現

新博多駅ビル（完成予定図）

交通機能、商業機能、コミュニケーション機能が充実する
日本最大級の駅ビルとして2011年春に開業。
九州・アジアの玄関口として大きな役割を担っていく。

さくら

九州新幹線全線開通時から九州・山陽区間を直通運転する新型列車。
新大阪駅〜鹿児島中央駅間の約900キロを約4時間で結ぶ。

SUGOCA

JR九州が発行するICカード乗車券
「Smart Urban GOing CArd」の略称。
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九州旅客鉄道株式会社

データ連携基盤の中核にHULFT-HUBを導入
SUGOCA関連システムと既存システムとの
データ連携で管理の効率化と安定運用を実現
JR九州は内部統制対策を目的にシステムの「標準化」を推進。その一環としてデータ連携の標準化ツールに
HULFT及びHULFT-HUBを採用し、多様なシステムをつなぐデータ連携基盤を構築した。これにより、運用
管理手法が統一され、システム基盤が整った。また複数のHULFTを統合管理する仕組みも整備され、システム
間の連携度が向上。データ転送設定作業の効率化とシステムの安定運用を実現している。
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HULFT-HUBによるデータ連携基盤を中核として、各種システムがHULFTを介してつながっている。データ連携基盤があること
で、システム間の接続構成が簡素化され、HULFTの一元管理も可能になった。
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お問い合わせ

データ連携基盤を使えば、操作ログ
の収集も可能だ。内部統制やコンプラ
イアンス対策には操作ログの取得と管

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）

E-mail：hulft@saison.co.jp
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HULFT営業部

〒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

九州サテライトオフィス

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27
九勧博多駅前ビル
TEL 092-434-4527 FAX 092-434-4528
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