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Fiorano Software 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、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 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 社の製品によってバック

ボーン システムを構築しています。  

お客様が Fiorano を評価してくださった結果がここにあります。 

【アカデミー】 

 

スイス Ecole hôtelière de Lausanne 

『他の類似製品やオープンソースの製品に比べて、Fiorano Cloud Platform が開発面でも運用面

でも格段に優れていることを発見しました。既存ビジネス プロセスの変更も容易で、アジャイルな 

IT 環境の実現基盤としても優れています。我々の開発にかかる期間が大幅に短縮され、コストも

削減できました。』 

 

【エネルギー】 

 

米国 カリフォルニア電力エージェンシー (NCPA) 

『我々が Fiorano ESB を選択した理由は、その機能の優秀さに加え、.NET と Java の両標準を

サポートしていたからです。我々の計画は、可能な限り .NET を使用するが、J2EE のほうが適切

な箇所ではそれを採用する、というものでした。Fiorano ESB を選択したのには、明白な理由があ

ったのです。』 

【金融サービス】 

 

南アフリカ EasyPay 

『EasyPay が Fiorano ESB を選択したのは、処理性能の高さと開発の容易性の両面において他

社製品に比べて非常に優れていたからです。トランザクション ボリュームが膨大な弊社にとって、

この選択基準はたいへん重要なものでした。同様に、ビジネス機会を迅速に捉えるためにはアプ

リケーション開発のアジャイ ル性も非常に重要な選択基準でありました。』 
 

 

ケニア Commercial Bank of Africa 

『 FioranoSOA Platform は Fiorano ESB を基盤としています。 Fiorano ESB は、Fiorano 社の

確固たる JMS メッセージング製品である FioranoMQ の技術に基づくものです。FioranoMQ は、

配信スピードと効率性において評価されてきました。それは、我々の商品を実現するためにも必要

なものでした。また、予想をはるかに超えるトランザクション数やデータ量にも対応できています。

M-Shwari は、最初の 90日で達成するとしたすべての性能指標 (KPI) を、すべて超えてしまった

のです。』 
 

 

インド Federal Bank 

銀行や金融サービス市場で勝ち抜いていくためには最先端のテクノロジーが不可欠です。お客様

は、迅速性を欠いた処理や顧客サービスに不満を感じています。当行は、Fiorano ESB を採用す

るという意思決定を行いました。Fiorano ESB のアーキテクチャが、業務の拡大にスムーズかつリ

ニアに対応できるスケーラビリティを有し、ビジネス上の意思決定を IT レベルでアジャイルに実装

できる機能性をも有していたためです。 

 

 

英国 SSP 

『 我々は Fiorano の最新ソフトウェアをアクティブに使用しています。その結果、コンポーネント再

利用のチャンピオンになることができたと自負しており、たいへん喜んでもおります。我々は、もは

やスクラッチからコードを書くことはありません。これによって、コストの削減のみならず、顧客に対

する新しいサービスを作ることにより多くの時間を割けるようになりました。実際、我々のサービス 

メニューは拡充、拡大しており、インテグレーション プロジェクトの実施が容易になってきていま
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す。 

インテグレーション ソリューションの課題を抱えている IT ユーザーの方々に、私はこの先進的なミ

ドルウェアを検討することをお勧めします。Fioraｎo の使用経験から得たアドバイスを、あらゆる企

業の管理者の方々にお伝えできたら、たへん喜ばしく思います。 

 

 

米国 FXCM 

『50,000 を超えるクライアントからの毎月 700 億ドルに達する為替取引を抱え、FXCM はこの課

題を技術面で解決するだけではなく、その開発期間をも短縮する製品を必要としていました。この

両面において、Fiorano は他の製品と比して優れていたのです。高い信頼性、スケーラビリティ、

パフォーマンス、実装の容易性などの優れた点が多く、弊社のミッションクリティカルな為替取引シ

ステムに最も適したエンジンとして Fiorano ESB を選択しました。』 

 

某銀行 

英国 某銀行 

『Fiorano によって、ロンドン、シンガポール、ボストンの 3 拠点を結んだ保証証券のトレーディン

グ システムを構築することができました。このシステムでは、各拠点からパブリッシュされた保証

証券の内容をグラフィカルに閲覧することができ、さらに刻々と変化する証券価格をリアル タイム

にモニタリングでき、ユーザーの利便性を大きく向上させることができました。』 

 

米国 LFC (Lenders First Choice) 

『不動産所有権に関する法務サービスを提供する業界の技術的リーダーを自負している会社とし

て、弊社は無駄な労力、作業時間、コスト、印刷物などを減らすことを目的に、常に業務プロセス

の自動化を図っています。Fiorano 製品を評価した結果、理にかなった製品であることが判明しま

した。』 

 

米国 General American Investors 社 

『厳密な評価、検証を行った結果、Fiorano ESB が理にかなった選択であることが判明しました。

Fiorano ESB だけが、シンプルさ、柔軟さ、使い易さを兼ね備えた製品であったのです。その優れ

たアーキテクチャと強力なツール群によって、稼働中の既存システムに干渉することなくインプリメ

ンテーションが行え、既存システムの最適な利用ができたのです。このことに加え、Fiorano 社が

フォーチュン 500 に挙げられるような世界中の企業のミッションクリティカルな業務プロセスを支え

る先進技術を提供してきた実績も挙げておきたいと思います。』 

 

 

米国 Quicken Loans 社 

『Fiorano ESB は、ツール、スケーラビリティ、柔軟性、運用の容易性、豊富な機能、といったもの

を提供してくれるだけでなく、我々が追い求めてきた高い ROI をもたらしてくれました。優れた設計

によるアーキテクチャによって、既存のプラットフォームを中断させることなく安全にデプロイするこ

とができました。 Fiorano 社のカスタマ サービス部門、開発サポート チームの優秀さは、弊社が 

Fiorano の採用を決めたもう一つの理由です。』 

【政府、官公庁】 

 

英国 ケント郡議会 

『Fiorano を採用することで、ビジネス プロセスの開発速度を飛躍的にスピード アップさせること

ができました。開発からテスト、本番稼動までに要する時間は、今では数時間でしかありません。

Fiorano SOA プラットフォームとそのビジュアル化されたツールを得たことで、ケント郡議会は市

民に質の高いサービスを従来とは比較にならない短期間で提供することが可能となりました。』 

 

 

米国 カリフォルニア州 Tulare 郡 

『Fiorano SOA を選択したのは、その使い易さ、設計ツールの優秀性、製品価格、実装コストの

面で最も優れていたからです。Fiorano SOA は標準規格に準拠し、既存システムをそのまま再

利用することが可能なプラットフォームです。Fiorano SOA を採用したことで、SOA のための強

固な基盤を手に入れることができたのです。』 
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米国 合衆国 沿岸警備隊 

『沿岸警備隊ではミッション クリティカルな情報をリアルタイムに各アプリケーションに配信するこ

とを早急に実現する必要があり、そのためにエンタープライズ アーキテクチャ フレームワークの

一部として SOA を適用することとしました。10 種類以上の製品を 18ヶ月かけて調査、検証した

結果、Fiorano SOA が沿岸警備隊の SOA ソリューションを実装するのに最適であるとの結論

に達しました。』 

 

 

中国 北京市 水道局 

『Fiorano SOA Platform は、開発コストの削減と開発期間の短縮をもたらし、ユーザーに柔軟性

を提供する将来性のある製品です。』 

 

 

米国 ジョージア州 カントン市 

『多くの製品やソフトウェア ソリューションを比較した結果、市のインテグレーション課題を解決す

るために Fiorano ESB を選択することにしました。Fiorano の持つスケーラビリティと標準規格

を採用していることが、選択の理由でした。しかしながら、最も重要な決め手となった要因は、そ

のピア ツー ピア アーキテクチャにありました。Fiorano のソリューションが最初から疎結合なイン

テグレーションを目的にデザインされていることは、そのアーキテクチャによって明白でした。旧製

品を作り変えて販 売していることが判明した他のベンダーとは、大きな差がありました。』 

【運輸 / 物流】 

 

英国 Fraikin 社 

『Fiorano SOA Platform はそのプリビルト コンポーネントと併せて使用することで、Fraikin 社に

とって相手を選ばない統合プラットフォームとして機能しています。弊社のパートナー企業が保有

している様々なレガシー アプリケーションを統合することが可能となりました。』 

【製造】 

 

韓国 POSCO 社 

『POSCO 社は、経営データやビジネス プロセスをシームレスに統合できる高度なスケーラビリ

ティを持つソリューションを捜し求めてきました。Fiorano を採用するにあたり、パフォーマンス テ

スト、スケーラビリティの検証、信頼性テストを実施し、その上で決断しました。Fiorano のソリュ

ーションは、バックエンド システムを統合するだけでなく、顧客、サプライヤー、取引先などとのシ

ステムと統合可能なインフラストラクチャです。このソリューションは、優れた効率性と 大幅な費

用削減を実現してくれます。Fiorano ESB が持つ拡張性、標準規格に基づくインターオペラビリ

ティは、飛躍的な ROI の向上をもたらしてくれます。Fiorano 社のトップレベルのテクニカル サポ

ートも、Fiorano ESB を採用する正当な理由の一つです。』 
 

 

インド Nilkamal 社 

『我々は多大な時間をかけてテクノロジーの研究を行い、REST をベースとした SOA というコン

セプトにたどりつきました。 そして、このコンセプトを実装するために Fiorano SOA Pltform を選

択しました。  

セールスフォースに代表されるクラウド アプリケーションと SAP ERP のシームレスな連携が実

現でき、多大な効果を得たことを喜ばしく思っています。』 

 

 

インド UB グループ 

『我々は現在、注文トランザクションの記録に SAP システムを用いています。また、サプライヤー

との間で多くの情報を共有しています。共有する情報には、販売業者からの注文量、出荷スケジ

ュール、未払い金 など多種多様なものがあります。今までは、情報を共有するために、サプライ

ヤーのシステムと弊社のシステムとを人手によるデータ入力などによって繋いでいたのです。結

果として、リードタイムの長期化、費用対効果の低減、エラー発生率の上昇などを引き起こしてい

ました。 我々の課題は、全社的なワークフローの自動化と業務プロセスのスピードアップにあり

ました。課題解決の最初のステップとして全体のアーキテクチャを定義し、2 番目のステップとし

てベンダーを選定しました。選定においては、数社の製品とその技術を検証しました。6 ヶ月にも

およぶ調査やプルーフ オブ コンセプト (POC) の結果、Fiorano を採用して SOA を実装すること

としました。』 
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■ お問合せ先 

フィオラノ ソフトウェア株式会社 

銀座オフィス 

東京都中央区築地 4-1-12-203 

TEL : 03-6228-4162 

E-Mail : info_jp@fiorano.com 

Web サイト : http://www.fiorano.jp/ 

 

Web サイト : http://www.fiorano.jp/ 

【メディア】 

 

フィンランド YLE 社 

『Fiorano SOA Platform によって IT システムのインテグレーションを果たすことができました。

Fiorano SOA Platform は、我々にメッセージングに基づくインフラを提供してくれただけでなく、

ビジネス プロセスの開発やモニタリングを GUI インタフェースで行える環境をもたらしてくれまし

た。』 

【流通 / 小売】 

 

米国 スポーツオーソリティ社 

『最初に比較的小さなプロジェクトで Fiorano ESB を使用してみました。その結果、サプライ チェ

イン全体にわたるような拡張が簡単に行えることがわかりました。標準に準拠したオープン性、ス

ケーラビリティの高さ、シンプルで簡便な統合性など、多くの点で Fiorano ESB が好きになりまし

た。Fiorano ESB は、将来の拡張に必要不可欠な製品となりました。』 

【テクノロジー】 

 

米国 HireRight 社 

『Fiorano Software のサポートは特筆ものです。製品の優秀さだけではなく、Fiorano Software 

の技術チームには大いに感銘を受けました。終業時間を過ぎて問い合わせをおこなっても、翌日

の朝には必ず回答が届いていたのです。それにもまして、 Fiorano ESB は、ミッションクリティカ

ルな業務において、その基盤としての役割を十分に果たす優れたアーキテクチャです。』  

【テレコム】 

 

インド UNICEL Technologies 社 

『我が社には戦略的な計画があります。それは、競争の激化した環境において信頼性に富み、

処理性能の高いインフラストラクチャに投資することです。Fiorano 製品の採用によって高い 

ROI を数か月で達成することができました。メッセージング処理は ５倍の能力に、SLA において 

80% の向上を達成しました。最も重要な点は、次の数か月でさらに ５倍の向上が見込めること

が明らかになったことです。これは我が社にとって、大きな競争力になります。』 

【旅行 / 観光】 

 

米国 NCL コーポレーション 

『NCL は、Fiorano のパフォーマンスにたいへん満足しております。Fiorano 製品によってもたら

された新しい標準化された API を手にすることができましたので、アドホックなポイント ツー ポイ

ントの統合方法は捨て去りました。従来のプロジェクトでは開発期間が 6 ヶ月もかかりましたが、

新しい API に基づいたプロジェクトでは大幅に期間を短縮できました。開発期間だけでなく運用

コストにつきましても大きな削減を実現できました。旧予約システムでは 1つの予約に $40 も要

していたものが、新システムでは $13 に削減することができたのです。』 

 

 

カナダ BTI Canada 社 
『Fiorano ESB の採用によって、クリティカルな経営課題を解決することを目的としたワークフロ

ー ソリューションを短期間で実現できました。このソリューションによって、今までにない ROI の

成果も得られました。』 

 

 

mailto:info_jp@fiorano.com

