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TWX-21 Web-EDI Globalサービスで
海外子会社との取引実績管理を効率化
引実績を管理できるシステムを
早期に実現したかった

世界28地域・63都市に広がる
KDDIのグローバル拠点
auブランドの携帯通信サービスで知ら

TWX-21 Web-EDI Global
サービスで業務の標準化・可視
化・効率化を実践

管理部マネージャーの竹之内 祥紀氏は
「KDDIでは本社と海外子会社との間で
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止。
郵送コストの削減と取引実績
のリアルタイム確認が実現した

挙げた複数ベンダーの中から日立をパー
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トラネットなどを敷設される場合、KDDI
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グローバル事業の
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積極展開を3本柱に、
お客さまの幅広い

管理が多く、取引実績の確認に多大な

べて満たしており、海外実績が豊富な点

ライフステージに対応した多様な商品・

労力と時間がかかっていました。そこで

もポイントになりました。また、
われわれは

サービスを提供しています。
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なかでもグローバル事業では、世界中
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なアドバイスや各拠点への導入もトータ
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（株）
日立製作所 IoT・クラウドサービス事業部
http://www.hitachi.co.jp/cloud-inq/
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