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フィオラノ ソフトウェア株式会社は、Fiorano Software グループのアジア パシフィック地域を統括し

ているシンガポール法人 Fiorano Software Pte. Ltd. の 100% 出資子会社として、2009 年 1 月に設立さ

れました。 

 

株式会社設立に先立ち、Fiorano Software グループは 2005 年 3 月の東京オフィス開設を皮きりに、翌 

2006 年 2 月には東京テクニカル サポート センターを開設するなど、日本市場におけるマーケティン

グ活動やユーザーサポートを積極的に展開してまいりました。この 4 年間にわたる経験を活かし、メ

ッセージング、ESB (エンタープライズ サービス バス)、マイクロサービスなどの最新のインテグレー

ション技術をベースとしたプラットフォーム製品を日本市場に提供し、お客様のデジタル ビジネスの

ニーズに確実に応え得るよう日本法人を設立しました。 

 

商号 フィオラノ ソフトウェア株式会社 

所在地 

 
本社 
〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-7 青山パラシオタワー 11 階 

 
銀座オフィス 
〒104-0045 東京都中央区築地 4-1-12 ビューロー銀座 203 
 

設立 2009 年 1 月 27 日 

株主 Fiorano Software Pte. Ltd (シンガポール). 100% 出資 

事業内容 

 
1. 特定の業界にこだわらず、あらゆる業種のユーザーに、直接販売およ

びパートナー チャネルを通じての製品販売およびサポートを提供いた
します。 
 

2. パートナー企業と密接に連携し、コンサルティングから導入サポート
までユーザー ニーズに確実に応えうるプロフェッショナル サービスを
提供するとともに、パートナーの製品や得意分野と組み合わせたソリ
ューションをユーザーに提供いたします。 
 

役員 

 
取締役 
青島 茂 
Atul Saini (アトゥール サイニ) 
Christopher Combs (クリストファー コームズ) 

 
監査役 

Rashmi Jain (ラシュミ ジェイン) 
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Fiorano Software, Inc. (米国本社およびグループ) について 

Fiorano Software, Inc. (以下 Fiorano Software 社) は、1995 年に米国カリフォルニア (シリコンバレー) 

で設立されました。エンタープライズ規模のビジネス プロセス インテグレーションおよびメッセージ

ング インフラストラクチャの分野におけるリーディング プロバイダとしてあらゆる産業の多くのユー

ザー企業から認められています。 

Fiorano Software グループは、シンガポール、イギリス、インド、日本に子会社を設立し、お客様への

サービスをワールド ワイドで展開しております。 

 

 

日本における展開 

(1) あらゆるモノを連携するプラットフォーム製品の提供 

フィオラノのプラットフォーム製品は、SOA/SaaS/API など "あらゆるモノを連携する" という最

も困難な課題を解決します。 

オンプレミスおよびクラウドに分散してデプロイ可能なフィオラノ製品は、異なる形態のデータ

ソース、クラウド アプリケーション、API を結びつけ、多くの用途にご利用できます。 

 アプリケーション連携 

クラウド - オンプレミス連携、ERP 連携、Salesforce 連携 

ビジネス プロセスの自動化、プロセス分析 

API マネジメント、ビッグデータ インテグレーション 

 電子政府プラットフォーム 

 医療アプリケーション連携 

 金融アプリケーション連携 

 B2B (電子商取引) ゲートウェイ 

 

(2) 特定の業界にこだわらず、あらゆる業種のユーザーに、直接販売およびパートナー チャネルを

通じて製品およびサポートを提供いたします。 

 

(3) パートナー企業と密接に連携し、コンサルティングから導入、サポートまでユーザー ニーズに

確実に応えうる体制を強化するとともに、パートナーの製品や得意分野と組み合わせたソリュー

ションをお客様に提供いたします。 

 

(4) 欧米のユーザーの間で好評を博している 「 Proof of Concept プログラム 」 を日本においても提

供いたします。このプログラムは、製品導入を検討しているユーザーの課題をお聞きし、課題解

決のためのプロトタイプを作成、提供するものです。 

ユーザーは、Fiorano Software 社の製品でどのように課題の解決が可能であるかより具体的に把

握でき、導入決定の最終判断の材料とすることができます。 
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Fiorano Software 社の製品を活用したソリューション 

業界別ソリューション 

官公庁、自治体 http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_govt.php 

e-GIG (電子政府) http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_egif.php 

エネルギー/公共サービス http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_energy.php 

医療 / ヘルスケア http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_health.php 

医療データ交換/地域医療連携 http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_healthData.php 

HL7 の SAO 対応 http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_hl7.php 

HIPAA 法について http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_hipaa.php 

金融サービス http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_financial.php 

バンキング http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_banking.php 

SWIFT 対応 http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_swift.php 

FIX (電子証券取引) http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_fix.php 

製造業 http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_manufactur.php 

流通 / 小売り / 物流 http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_retail.php 

テレコム http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_telecom.php 

テクノロジー http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_technology.php 

 

 

汎用ソリューション 

SOA に基づくアプリケーション連携 http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_soa.php 

モバイル インテグレーション http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_mobile.php 

ハイブリッド クラウド連携 http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_cloud.php 

Salesforce CRM 連携 
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_salesforce.p

hp 

SAP 連携 http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_sap.php 

B2B 電子商取引 http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_b2b.php 

ヒューマン ワークフローとの連携 
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_human-

workflow.php 

IFRS と SOA http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_ifrs.php 

SOX 法 http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_sox.php 

 

ソリューション内容の詳細につきましては、各 web ページをご参照ください。 

  

http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_govt.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_govt.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_egif.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_energy.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_health.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_hl7.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_hipaa.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_financial.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_banking.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_swift.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_fix.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_manufactur.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_retail.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_telecom.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/vertical/sol_v_technology.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_soa.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_mobile.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_cloud.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_salesforce.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_salesforce.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_sap.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_b2b.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_human-workflow.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_human-workflow.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_ifrs.php
http://www.fiorano.com/jp/solutions/business/sol_b_sox.php


 

Copyright © Fiorano Software and Affiliates. All rights reserved. 

世界の優良企業で Fiorano Software 社の製品を採用いただいております 

Fiorano 社の製品はインターオペラベリティ、パフォーマンス、スケーラビリティ、ROI などの面で新

たなパラダイムを世界中のお客様にもたらしています。さまざまな業界の世界的な優良企業が Fiorano 

社の製品によってビジネスのデジタル化を推進しております。 

 
 

お客様一覧、導入事例を弊社 web サイトでご覧いただけます。 

お客様一覧 http://www.fiorano.com/jp/customers/customers.php 

導入事例 http://www.fiorano.com/jp/casestudies/successstories.php 

 

 

参加コンソーシアム 

標準規格に準拠した製品を提供している企業の社会的責任として、規格制定や提唱を行っている組織

や委員会に積極的に参加しております。 

 

クラウド・ビジネス・アラインス 

 
グローバルクラウド基盤連携技術

フォーラム 

 
ジャパン・クラウド・ 

コンソーシアム 

 
英国電子政府相互運用性 

フレームワーク 

 
 

OASIS  
HL7 UK 

詳細につきましては弊社 web サイトをご参照ください。 

http://www.fiorano.com/jp/company/company_std.php 

http://www.fiorano.com/jp/customers/customers.php
http://www.fiorano.com/jp/casestudies/successstories.php
http://www.fiorano.com/jp/company/company_std.php
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受賞アワード (抜粋) 

 

 
 

  

 
 

  

 

 

各賞の内容、授賞理由などにつきましては弊社 web サイトをご参照ください。 

http://www.fiorano.com/jp/news/news_awards.php 

 

 

お問合わせ 

フィオラノ ソフトウェアが提供する製品/サービスに関するご照会や資料請求、お見積のご依頼等

をお受けしております。  

ご希望の方は、下記 web ページのお問合せフォームをご利用ください。 

http://www.fiorano.com/jp/company/company_contact.php 

 

メールでのお問い合わせもお受けしております。 

email: japan_sales@fiorano.com 

 

http://www.fiorano.com/jp/news/news_awards.php

