つながる価値、ひろがる未来。
I T で つ な が ること に より 新 た な 価 値 が 創 出 さ れ、
お 客 様 と 未 来 を つ な ぎ ま す。
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お客様のビジネス成長・発展に貢献します。
当社グループは、経営の根幹となる目指すべき企業像として
「特定分野において時代の最先端を行き、お客様のビジネス成長・発展に貢献するIT企業」を掲げております。
独創的かつ高品質な自社製品サービスを送り出すマーケットリーダーとなり、
グローバルで存在感ある稀有な国産ベンダーとして、
生活者向けに利便性、快適性、および心の豊かさを提供する企業に対して、お客様志向の提案と高品質のサービスを提供し、
お客様のビジネス成長・発展に貢献することを具現化してまいります。
同時に、新技術・新領域ビジネスに挑戦し、創造性豊かで、意欲が高く、実行力がある変革リーダーや
真の自律人材が溢れ集まる会社として、お客様に必要不可欠かつ時代環境に適応したITサービスの提供を通じて、
イノベーションを加速させ、今後もお客様の近未来社会に貢献してまいります。

「and always will be」
（これからもずっと、、、）

|

|

つ な が る 価 値 、ひろが る 未 来 。 |

社 長 メッセ ージ

|

平素は格別のご高配を賜り、有難く厚くお礼申しあげます。

ITでつながることにより 新たな価値が創出され、お客様と未来をつなぎます。

当社は、本年9月1日に創立50周年を迎えます。長きにわたり事業が継続でき、50周年という節目を迎えること

TＥＡＭ

ができたことは、創業以来支えてくださったお客様、パートナー様、お取引先様、そして尽力いただいた社員、関

医療
機関

倉庫
物流
学校

「and always will be（これからもずっと、、、）」
という言葉には、これまで当社を支えてくださったお客様・
パートナー様•そして社員、その家族など多くの方々へ感謝の意と、次の50年も皆様と
「伴」に歩み、期待に応え

Security

Cloud

私たちは、50周年記念スローガン
「and always will be」
を制定いたしました。
スーパー

AI

旅行

係各位の皆様のお陰様であり有難く厚くお礼申しあげます。

スポーツ
ジム

BI
Harmonious
Universal
Linkage
Service
Platform

生損保

像の具現化に取り組み、50年後も世の中から必要とされ存在している企業にしていく所存です。
事業構造改革を狙いとした中期経営計画3年目となる当事業年度においては、事業部制を廃止しビジネス
ユニットヘ改称し、全社一丸となり、当社の強みを活かした新たなビジネス領域の拡大を推し進める体制とい

RPA
銀行

工場

Block

IoT

られる価値を提供し続けるという誓いが込められています。
ミッションステートメント、
ビジョン、
目指すべき企業

たしました。
「リンケージサービスビジネスユニット」を発足させ、自社製品である
「HULFT製品群」を活用した
データ連携基盤構築やクラウド型各種業務システムをはじめ社内外のシステムをつなぐサービスを本格的に
提供開始いたします。

chain
信販

製造

本年は、新型コロナウイルス感染が世界中に拡大し、人々の命、生活そして経済に大きな影響を及ぼし不安
かつ不透明な状況になっております。当社としては社会インフラを担う責任ある企業として、今後も高品質かつ

衣料

自治体

自動車

安定したサービスを持続的に提供し、最大限努力していく所存です。

TRUST

今後ともなお一層のご指導・こ鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
代表取締役社長
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内田 和弘
2

セゾン情報システムズのビジネス領域

| 全ビジネスがひとつになってサービスをご提供いたします |

HULFT

リンケージ

お客様企業の価値創造を支援する

HULFTブランドは、IT基盤上を流れるデータの安全性、信頼性を担保し、効率的、効果的な
データ連携を通じた安定運用を実現、進化するネットワーク社会に安全と安心を提供します。

デジタルトランスフォーメーション

ファイル連携ミドルウェアの
「HULFT」
を中心に、IoTやRPA、
デジタルトランスフォーメーション

（DX）時代のデータ連携基盤

（DX）時代のお客様ニーズに合わせた様々なデータマネジメントソリューションを提供します。

「つなぐ」技術を駆使してお客様の意思決定支援と
経営刷新をサポートします。

経営状況
の可視化

当社の強みであるデータ連携ソフトウェアを中核に、
社内システム、
クラウド、
データをつなぐことでデジタル

モダン
マネジメント

トランスフォーメーション
（DX）
とお客様の経営刷新に
貢献するサービスです。
Identification

Entry

Analytics

意思決定・活用

Integration

コーポレート
ガバナンス

データ
蓄積

サプライ
チェーン

データ連携
基盤

データ
サイエンス

Data
Management
Solution

基幹
システム
連携

デジタル
決済

新技術
活用

ECサイト
連携

業務
自動化

Preparation

クラウド
連携

モダン
ファイナンス

働き方改革
の推進

Quality

フィナンシャルITサービス

金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション

流通ITサービス

（DX）
をリードし、
お客様のイノベーションを加速します。

流通小売業で培ったノウハウをベースに

クレジットカード会社のシステム開発から運用までを担ってきた実績と先端技術を駆使し、

最新ITサービスでお客様のニーズにお応えします。

金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)と新たな決済関連サービスの

業種を問わず様々なお客様のニーズに柔軟かつスピーディーに対応し、

構築を支援します。

ビジネス拡大に貢献します。

加盟店管理

基幹システム開発

（アクワイアリング業務）

DX支援
流通小売
外食チェーン

加盟店審査
加盟店管理
精算

印刷会社

商業ディベロッパー
航空・運輸
エンターテインメント

サービスデスク
運用・保守

カード会員管理

AI-OCR

生保・損保

（イシュイング業務）

RPA

加盟店

入会審査・与信
オーソリ・売上管理
請求・回収
ポイント管理

Blockchain

DataSpider
カード会員

カスタマーサービスセンター

お客様の大切なシステムを
24時間365日、安全・確実に運用いたします。
企業の情報システムが、企業経営の基盤として重要度を増すなかで、予期せぬシステム停
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ビジネスイノベーションセンター

先端テクノロジー

AI/ML
RPA
Robotコール
Bigdata

提携先
企業

つなぐ技術
カード
ブランド

HULFT
DataSpider
Cloud Integration

Financial Services Platform

信用情報機関

テクノベーションセンター

ITサービスの提供を通じて、
お客様に

安全と信頼とテクノロジーの素晴らしさを

持続可能となる新サービスを提供します。

ソフトウェア・サービスに詰め込んでお客様に提供します。

止や事故は、一企業の問題に留まらず、社会的にも極めて大きな影響を及ぼすことになり

お客様の潜在的な課題やニーズを捉え、最先端技術や新しい

Blockchain、AI、
クラウドネイティブなどの先端技術をいち早く習得し、研究・実装

ます。
当社データセンターでは、専門の運用技術者が最新の設備と高度なセキュリティ対

ビジネスモデルを採用しながらクラウド社会に適合した共創

まで行うラストマンチームと安全・安心な製品を作りつづけるソフトウェア開発チーム

策、高品質の堅牢な各種サービスを提供いたします。
さらに、早く・安く・柔軟にシステム

型の新規サービスを生み出し、グローバルで存在感のある

が刺激をしつつ、ハーモニーを奏でます。サイバー空間のロジスティックベンダーと

の利用をご要望のお客様へパブリッククラウド環境の運用サービスをご提供いたします。

企業として次の事業の柱へ育てていきます。

自らを定義し、
お客様により良い製品を提供し続けます。
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セゾン情報システムズ 主なラインナップ
■ HULFT
HULFT
HULFT IoT
DataSpider Servista
DataSpider Cloud
HULFT-WebConnect

社内外やクラウドを問わず、様々なITシステムに蓄積されたデータを安全、安心、確実に送り届ける
ファイル連携ミドルウェアです。
「HULFT」品質はそのままに、IoTデバイスからクラウドサービス間のデータ連携を実現します。
異なるシステム上のデータやアプリケーションを、
ノンプログラミングで
「つなぐ」
データ連携ミドル
ウェア。
用途に合わせてサーバー設置型、
クラウド型をご用意します。
「HULFT」品質の安全、確実なファイル転送をインターネット経由で利用できるSaaSサービスです。

■ リンケージ
データ連携基盤構築サービス

社内外のあらゆるシステムやデータをノンプログラミングで連携し、業務効率化や自動化を実現する
基盤を構築します。

モダンマネジメントサービス

社内外の様々なデータを収集・加工し、見える化を実現することでお客様のデータドリブン経営に
貢献します。

モダンファイナンスサービス

財務経理業務のデジタル化により財務状況の可視化や最適化、
そしてデジタル決算の実現を支援
します。

■ 流通ITサービス
STORES EDI

EDIの運用やコストに課題を抱えるお客様向けにあらゆる通信手段に対応するEDIアウトソーシング
サービスです。

アプリケーション開発

創業以来蓄積されたノウハウを活かし、
流通・小売業をはじめとしたすべての業界に対し、
最適化した
アプリケーションをご提案します。

■ フィナンシャルITサービス
デジタルトランスフォーメーション
（DX）推進支援
アプリケーション開発・運用
セキュリティソリューション
（PCI DSS準拠支援サービス）

AI/ML、RPA、
ビッグデータ解析、Robotコール等の先端技術を駆使し、業務生産性の飛躍的向上、
金融サービスを利用するお客様のデジタル空間における新たな体験価値の創造を支援します。
クレジットシステムの開発、運用経験を活かし、
お客様のシステム構築を業務面・技術面・推進面で
ご支援します。
クレジットカード業界におけるセキュリティ基準である
「PCI DSS」
への準拠支援を行います。

■ テクノベーションセンター
先端技術の追求

AI、Blockchain、モダンインフラ、Webテクノロジーなど各メンバーがそれぞれ領域を決めて、
当社および国内におけるラストマン(第一人者)を目指し、技術の習得、発信、社内支援を行います。

サービスデザインチーム

プロダクトからサービスへとシフトし、製造業や販売業などの業態も自らの事業をサービスと捉え
直す動きが定着しつつあります。デザインプロセスやスキルを保持する当社メンバーが、既存の
サービスを改善したり、革新的なサービスを生み出すための方法を支援します。

製品開発

HULFT、DataSpiderを中心とした当社製品の開発・維持を継続的に行っています。技術トレンドや
お客様ニーズをベースにしたR&Dや、製品の価値をより高めるためのプロダクトマネジメント、
プロ
ジェクトマネジメントを通して、製品の価値を継続的に高めています。

■ カスタマーサービスセンター
テクニカルサポート
サポートデスク

お客様システムの様々なお問い合わせを一括で受け付け、お客様に代わって迅速に問題解決する
窓口機能を提供します。

サービス監視

お客様システムの稼働状況を監視します。障害時対応・定期オペレーションなど24時間365日体制
でサポートします。

サービス基盤維持管理
（クラウド・ネットワーク）
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「HULFT」
「 DataSpider」等のサービス・製品を安心・安全にご利用いただくための技術サポート
サービスを提供します。

お客様に最適なサービスを稼働させる基盤（クラウド・ネットワーク etc）
を運用経験豊富なエンジ
ニアが導入〜設計、構築、運用まで対応します。

