JDMC製品ソリューションマップ（最終更新日：2017/12/18）
製品・ソリューション基本情報

名称

提供元

概要

製品紹介 URL 製品ロゴ

アピール文

問合せ先

アピール文

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

オープンソースのPostgreSQLをベースに、導入・運用のしやすさ向上と「セ
キュリティ」「性能」「信頼性」を強化しており、PostgreSQLを利用している
さまざまなアプリケーションや周辺ツールを活用したシステム構築が可能です。
また、エンタープライズ向けの機能強化に加え、24時間365日のあんしんサ
ポートが特長です。
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FUJITSU Software
Enterprise
富士通株式会社
Postgres

http://www.fu
jitsu.com/jp/
products/soft
デジタルビジネスを支えるデータベース ware/middlewa
re/database/s
ymfoware/inde
x.html

FUJITSU Software
Big Data
富士通株式会社
Integration
Server

データ統合基盤ソフトウェア

http://www.fu
jitsu.com/jp/
products/soft
ware/middlewa
re/business-m
iddleware/mid
dleware/bigda
taintegserver
/index.html

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
「スキーマレス/マートレス」と高速な加工により、大量データを検索・分析する
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
事前準備がすぐにできます。このため、多種・大量なデータを柔軟に統合し、
指定休業日を除く）
高速に検索・集計・分析できるデータ統合基盤を提供できます。
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

○ ○

○

CSV/XMLデータ加工ツール

http://www.fu
jitsu.com/jp/
products/soft
ware/middlewa
re/business-m
iddleware/int
erstage/produ
cts/dataeffec
tor/index.html

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
CSV/XML を高速・簡単に仕分け・結合・集計するデータ加工ツールです。
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
大量データの中から目的の情報を素早く取り出し、状況の変化に応じたスピ
指定休業日を除く）
ーディーな業務を支援します。
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

○

○

データ収集・統合ソフトウェア

http://www.fu
jitsu.com/jp/
products/soft
ware/middlewa
re/business-m
iddleware/int
erstage/produ
cts/infointeg
rator/index.h
tml

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

○ ○

○

FUJITSU Software
Interstage
富士通株式会社
Information
Quality

データクレンジング ソフトウェア

http://www.fu
jitsu.com/jp/
products/soft
ware/middlewa
re/business-m
iddleware/int
erstage/produ
cts/infoquali
ty/index.html

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
顧客データにおける住所・氏名・法人名などの表記ゆれを補正する高精度
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
のクレンジングと高速なデータ突き合わせ処理により同一データを特定する名
指定休業日を除く）
寄せを実現します。
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

FUJITSU Software
Symfoware
富士通株式会社
Analytics Server

http://www.fu
jitsu.com/jp/
products/soft
ware/middlewa
情報利活用を支えるデータウェアハウ re/database/s
ス
ymfoware/prod
ucts/analytic
sserver/index
.html

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社 データウェアハウス（DWH）に適した高信頼・高性能なデータベースソフトウェア
です。基幹システムなどから大量のデータを収集・蓄積できます。また、蓄積
指定休業日を除く）
した大量データを自由に抽出・加工し、現場の視点で情報活用できます。
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

FUJITSU Software
Interstage Data 富士通株式会社
Effector

FUJITSU Software
Interstage
富士通株式会社
Information
Integrator

FUJITSU Business
Application
富士通株式会社
CRMate

http://www.fu
お問合せや商談などの様々な情報を
jitsu.com/jp/
一元管理するソリューション
crmate/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ

ネットワーク環境を最大限に有効活用することで、オフィスや拠点間の情報共
有の高速化を支援します。 また、データの収集、変換、配付の処理定義や
運用管理情報を統合することにより、クラウド・プラットフォームWindows
Azure、Salesforce.comを含む様々な情報システムに「価値ある情
報」をタイムリーに提供します。

問合せ情報や商談情報をはじめ、紙や表計算ソフトで管理されている様々
な情報を蓄積・情報共有していただくことができるソリューションです。 各種
情報の検索や、実績・進捗・履歴の入力・管理が可能です。 簡単なマウス
操作で画面レイアウト変更やお客様オリジナルの画面作成ができるため、業
務に合せて色々な場面でご活用いただけます。ハードや特別なソフトウェアの

○

クラウド
（ Saas、
IaaS、
PaaSなど
のクラウド
サービス）

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○

ソフト
サービス
ウェア ハード （導入コ
製品 ウェア ンサル、
（ OSS 製品 サポート
含む）
サービス）

○

○

○

提供形態

○

○

○

○

○

○

○

製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

準備は不要、すぐにご利用開始いただけます。

FUJITSU Business
Application Do富士通株式会社
Cube 生活者行動分
析

有用な情報だけを抽出するSaaS型
ソーシャルリスニングツール

http://www.fu
jitsu.com/jp/
services/appl
ication-servi
ces/informati
on-management
/web-integrat
ion/strategy/
socialmedia/d
ocube/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

富士通独自のサンプリング技術により、“どんな人”が何を“どうしている”の
か、“どうして”そのような行動をしたのか、といったマーケティングに有用な記事
をすばやく抽出し、簡単に目を通すことができます。単なるツールの提供だけ
でなく、社内実践のための人材育成、社内業務導入のための実践的なワー
クショップのサービスも提供しています。

FUJITSU Business
Application
富士通株式会社
Documal

http://www.fu
jitsu.com/jp/
services/appl
業務で発生するあらゆる文書を一元 ication-servi
管理するソリューション
ces/informati
on-management
/ecm/e-docume
nt/documal/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

業務で発生するあらゆる文書を管理します。その管理範囲は業種を問いま
せん。 版数管理・セキュリティ・承認記録・検索などの機能要件にそって適
切に文書管理することができます。文書の有効期限を設定することにより、文
書ライフサイクルの自動化運用を支援します。企業内の部門や役職に応じ
て、文書やフォルダに対して複雑なセキュリティ設定が可能なためコンプライア
ンス対応を支援します。

○

○

FUJITSU
Sustainability
Solution Eco
Track

富士通株式会社

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
環境関連データの一元管理ができる iness-technol
環境経営支援ソリューション
ogy/sustainab
ility/eco/man
agement/ecotr
ack/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

インターネット上のクラウドサービスを通じて、国内外の拠点が使用したエネル
ギー使用量をはじめとする環境活動や社会活動などサステナビリティに関わる
データの収集・一元管理や、タイムリーな全体集計および報告書の作成、目
標達成に向けた、「環境負荷低減」や「コスト削減」に繋がるPDCAをご支援
します。

○

○

FUJITSU Business
Application
Operational Data
富士通株式会社
Management &
Analytics Data
Quality 名寄せ

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
iness-technol
ogy/intellige
社内外に散在する顧客データを一意 nt-data-servi
にする名寄せソリューション
ces/ba/produc
t/operational
-data-managem
ent-and-analy
tics/data-qua
lity-nayose/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

業界最高水準のデータクレンジング技術と過去40年間の住所を含む多彩な
辞書コンテンツにより、高精度な名寄せを簡単なUI操作で効率的に実現し
ます。名寄せを行いデータの精度を高めることで、顧客ごとの購買履歴管
理、売上分析、CRM（顧客管理システム）などが可能になります。

○

○ ○

FUJITSU Business
Application
Operational Data
Management &
富士通株式会社
Analytics プラットフ
ォーム for カスタムイン
テグレーション

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
iness-technol
ogy/intellige
ビジネス現場主導のビッグデータ活用
nt-data-servi
を実現するプラットフォーム
ces/ba/produc
t/operational
-data-managem
ent-and-analy
tics/platform/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

ビジネス現場主導のビッグデータ活用のために最適にインテグレートされた仮
想アプライアンス型のプラットフォームです。お客様のニーズに合わせたデータ
活用を早期に実現し、フレキシブルな拡張が可能となり、最適なコストパフォ
ーマンスをご提供します。

○ ○ ○ ○

FUJITSU Business
Application
Operational Data
富士通株式会社
Management &
Analytics 需給計
画モデル

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
iness-technol
ogy/intellige
nt-data-servi
需要予測等により適正な需給計画業
ces/ba/produc
務を支援するソリューション
t/operational
-data-managem
ent-and-analy
tics/supply-a
nd-demand-pla
n-model/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

蓄積されたデータから将来の需要を商品特性ごとに予測し、予測結果を基に
需要計画・供給計画業務の効率化や在庫適正化を実現します。担当者は
販売実績や需要予測値等の情報を参考に需給計画を策定し、将来の在
庫のバランスを考慮した供給計画を策定することができます。

○

FUJITSU Business
Application
Operational Data
富士通株式会社
Management &
Analytics for 食
品

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
iness-technol
ogy/intellige
nt-data-servi
ces/ba/produc
t/operational
-data-managem
ent-and-analy

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

食品業向けに、ビジネスユーザが自ら、直感的な操作で多面的なデータ分
析を可能にする分析シナリオを標準装備しており、得意先企業に対してタイム
リーかつ数値根拠のある提案活動が可能になります。
大量なデータの蓄積・加工を並列分散処理する当社独自の高速クレンジン
グ機能を搭載しており、社内外の様々なデータの投入から利用までのリードタ
イムを圧縮することができます。

食品業の現場のビジネスユーザ向け
のデータ利活用ソリューション

○ ○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

tics/food/

FUJITSU Business
Application
Operational Data
Management &
富士通株式会社
Analytics
information
Xross

デジタルマーケティングの最適化を支
援するソリューション

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
iness-technol
ogy/intellige
nt-data-servi
ces/ba/produc
t/operational
-data-managem
ent-and-analy
tics/ix/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

社内の顧客情報とインターネット上の各種情報を結び付け、お客様一人ひと
りに基づいた情報を一元化し、メールマーケティングや広告配信などのデジタ
ルマーケティングの最適化を実現します。オンプレミスおよびSaasの両方でご
利用いただけます。

FUJITSU Business
Application
Operational Data
Management &
富士通株式会社
Analytics 予兆監
視モデル for 光ファイ
バー温度検知

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
iness-technol
ogy/intellige
nt-data-servi
ces/ba/produc
光ファイバーを活用し、異常の予兆を t/operational
早期に捉えるソリューション
-data-managem
ent-and-analy
tics/sing-mon
itoring-model
-for-opticalfiber-tempera
ture-measurem
ent-solution/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

従来の温度センサーでは、点でしか可視化できなかったところを、富士通独
自の高精度化技術により、10cm間隔での温度測定を可能にし、これまでは
見ることが困難であった空間の温度分布までを可視化します。
設備の稼働状況を常に監視し、異常の発生を予兆段階で捉えるため、異
常を回避する時間を創出することができ、設備の安定稼働と効率的な運用
に貢献します。

FUJITSU Business
Application
Operational Data
富士通株式会社
Management &
Analytics 自動翻
訳

高速・高精度・高セキュリティな自動
翻訳を行うソリューション

http://www.fu
jitsu.com/jp/
solutions/bus
iness-technol
ogy/intellige
nt-data-servi
ces/ba/produc
t/operational
-data-managem
ent-and-analy
tics/auto-tar
anslation/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

富士通の30年以上にわたる技術開発による高精度な自動翻訳で、企業
内・企業間の情報共有のあらゆる場面で使われるメール・Office文書・
PDFの翻訳に加え、インスタントメッセージのリアルタイム翻訳をご提供し、海
外工場や営業拠点、海外のお客様とのスムーズなコミュニケーションを支援し
ます。

○

FUJITSU Business
Application
富士通株式会社
SNAPEC-EX

http://www.fu
jitsu.com/jp/
services/appl
ication-servi
オムニチャネル時代のECサイト構築ソ
ces/informati
リューション
on-management
/web-integrat
ion/integrati
on/ec/snapec/

・電話でのお問い合わせ
0120-933-200 ［富士通コンタクトライン（総合
窓口）］ 受付時間：9時～17時 （土日・祝日・当社
指定休業日を除く）
・Webでのお問い合わせ
製品紹介HPに記載のお問い合わせフォーム

効率的な「ECサイト運用」を可能とする商品の受注から決済に至るまでの一
連のバック業務と、店舗・ECサイト・通販など複数のチャネルに対し「個客」ご
とに最適なキャンペーンを実施する「プロモーション」、顧客分析やターゲットに
応じたプロモーション施策を立案する「マーケティング」の3つのサービスを統合
した、オムニチャネル時代のECビジネス拡大に貢献するソリューションです。

○ ○ ○

記載されている各種製品名は、富士通株式会社および富士通グループ各社の商標または登録商標です。
記載されている製品名には、必ずしも商標表示（TM、®）を付記していません。

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○ ○ ○

○

○

