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 あらまし

富士通フロンテック（FTEC）は，先端技術で人とICTをつなげる企業集団として，フロ
ントテクノロジー製品の開発・製造・販売・サービスにおいて，品質・価格・納期・安

心・安全の全ての面で，お客様にとって高いレベルの価値と満足をグローバルに提供す

ることを使命とし，グループ一丸となって事業を展開しています。今，主要マーケット

である金融，流通，公共などのフロントが生活者との接点で大きく変わりつつあります。

FTECでは，このマーケットの潮流を的確に捉え，「B to B to Front」の領域を担う企業と
して，今後，更なる成長を続けてまいります。

本特集では，現在推進中の「国内プロダクトビジネスの強化」「グローバルビジネスの戦

略的な拡大」「サービスビジネスの着実な推進」をテーマに，グローバル企業としての地位

の確立および新たな企業価値の創造を目指すべく，会社として日頃取り組んでいる内容

について紹介させていただきます。

Abstract

Fujitsu Frontech (FTEC), as a corporate group that uses advanced technology 
to link people and information communications technology (ICT), is developing, 
manufacturing, selling and offering services related to front-end technology products.  
The Group has the mission of globally providing customers with a high level of value 
and satisfaction from all aspects of quality, price, delivery time, safety, and security.  
To this end, the Group is working as one to expand the business.  Now, the situation 
at the forefront of the main markets such as fi nance, retail, and public services, is 
changing signifi cantly in terms of their contact with consumers.  In FTEC, we will 
accurately understand the trends of these markets, and continue to grow further as a 
company that is responsible for the area of “B-to-B to Front.”  In this special issue, we 
introduce the efforts we are currently carrying out with the themes of strengthening 
the domestic product business, strategically expanding the global business, and making 
steady progress in the service business.  We also show the Group’s efforts to develop 
and improve manufacture products with the aim of establishing its position as a global 
company and creating new corporate value.

Fujitsu Frontech’s Efforts to Provide Front-End Technology 
Products that Link Customers and ICT

富士通フロンテック株式会社　代表取締役社長 

下島　文明　　Bunmei Shimojima

お客様とICTを結ぶフロントテクノロジー
製品を提供する富士通フロンテックの取組み

　私は，2013年6月25日付で代表取締役社長に就任しました。今後は，富士通フロンテック（FTEC）のビジネスの確
実な成長を推し進めるとともに，私自身がこれまで，富士通で長く営業部門に携わってきた経験を踏まえたマーケッ
ト視点と，FTECのDNAであるテクノロジー，ものづくりへのこだわりを軸として，付加価値の高い製品開発からサー
ビスをお客様に提供していく所存です。
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金融システム製品

国内向けATMの最新機種FACT-V X200（図-1）
は，業界最大規模の容量を誇る紙幣カセットを備
えた紙幣リサイクルユニット（BRU：Bill Recycle 
Unit）を搭載し，先進的なウェーブフォルムデザ
イン，省エネ性能の更なる向上，および随所に高
信頼設計を施したクラウドコンピューティング時
代のATMである。そして，UBT-First（図-2）は
金融機関の営業店を従来の「業務の場」から「サー
ビスの場＝おもてなしの空間」に変革することを
コンセプトに開発した次世代テラー用端末であ
り，店頭で取り扱われる様々な帳票をイメージ化
し，更にワークフロー化する営業店イメージ統合
ソリューションとともに提供し，金融機関のお客
様の業務効率化を強力に支援する。
グローバル市場向けには，国内向けATMに内蔵
されているキーコンポーネントである紙幣出金ユ
ニット（BDU：Bill Dispenser Unit）やBRUを欧
米，中国，および韓国のATMベンダなどに数多く
ご採用いただいている。大容量タイプBRUの最新
製品であるG750（図-3）は，国内向けのFACT-V 
X200用BRUとの共通設計を行い，高信頼性化とコ

金融システム製品
ストダウンを図っている。

PalmSecure（図-4）は，高いセキュリティ性と
ともに優れた操作性を追求した，世界最小・最薄
の手のひら静脈認証センサであり，偽造キャッシュ
カードへの対策として金融機関を皮切りに，独立
行政法人や学校法人などの公共機関でもご採用い
ただいており，グローバルに適用範囲が広がって
いる。

流通システム製品

グローバルPOSとして国内外の流通業のお客
様に幅広くご採用いただいているTeamPoS7000
（図-5）は，デザイン性を重視するだけでなく，低
価格やSSD搭載モデルの提供による高信頼性化を
追求し，更にスーパーグリーン製品として環境負
荷軽減にも配慮し，全世界でご好評をいただいて
いる。併せて，来店したお客様がレジの操作を自
ら行うセルフチェックアウトシステムTeamPoS/
SR（図-6）については，小型機やキャッシュレス
専用機を加えてラインナップの充実に努めている。
また，国内向けには量販店，専門店，および百貨
店の各業態に合わせた様々なニーズに対応した店
舗向けパッケージTeamStoreシリーズにより，店

流通システム製品

図-1　FACT-V X200 図-2　UBT-First 図-3　BRU「G750」

図-4　PalmSecure 図-5　TeamPoS7000 図-6　TeamPoS/SR
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舗運営の付加価値を高めるソリューションを提供
している。
モバイルハンディは，片手で扱いやすいコンパ
クトモデルや，幅広いアプリケーションに対応す
るハイスペックモデルなど，優れた耐環境性を備
えた機種を取り揃

そろ

えている。医療・小売・製造・
自治体など，あらゆる現場で作業の効率化を図る
ことで，多彩な利用シーンに対応している。スキャ
ナ一体型業務用モバイルハンディMultiPad V2
（図-7）では，NFC認証（非接触ICカード）対応，
FOMAデータ通信など機能強化したモデルを提供
している。また，持ち運びに便利なカード決済端
末JET-MOBILE（図-8）は，IC・磁気クレジット，
デビットカードの決済が可能で，デリバリー業界
はもちろん，タクシー業界やイベント会場・催事
場，集金など，様々なカード決済ニーズに対応し
ている。

RFID（Radio Frequency IDentifi cation）は，IC
タグに記憶された個別情報を無線通信によって読
み書きする自動認識システムであり，製造・物流・
流通をはじめ，学校やアミューズメント施設など
多様なシーンに合わせてご利用いただいている。
繰り返しの洗浄に耐え得る強度を持ったソフトリ
ネンタグ（図-9）を主軸に，100枚重なっても一括
読み取りできる低価格のUHF帯IC小型ラベルタグ

など，様々な業種ソリューションに対応するため
豊富なバリエーション，充実したラインナップを
揃えている。

産業・公共システム製品

公営競技（競馬，競輪，競艇，オートレース）
において，お客様のニーズに合わせて高い信頼性
とともにスムーズな業務運用を支えるトータリ
ゼータ端末は，自動発払機（図-10）からキャッシュ
レス端末機（図-11）まで，豊富なラインナップを
取り揃えている。また，地方公営競技場向け製品
の開発・製造から保守・運用業務などのサービス
を含む，一貫したワンストップLCMサービスを提
供しており，柔軟で迅速な窓口対応を実現し，お
客様の利便性向上と効率的な窓口運用を実現して
いる。
公共向け表示システムは，長年の実績があり，
小型の医療向け外来案内表示システムから大型の
フライトインフォメーション（図-12），野球場向
けスコアボード，公営競技場向け大型映像装置な
ど，多様な業種向けの情報表示システムを提供し
ている。また，設置場所やお客様のご要望に合わ
せたカスタマイズにも柔軟に対応している。
中古車オークションシステム（図-13）は，オー
クション開催の円滑な運営支援はもとより，オー

産業・公共システム製品

図-7　MultiPad V2 図-8　JET-MOBILE 図-9　RFID（ソフトリネンタグ） 図-10　自動発払機

図-11　キャッシュレス端末機 図-12　フライトインフォメーション 図-13　中古車オークションシステム
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クション会場での撮影・出品登録処理，車両管理
処理を1週間ごとに実施することが不可欠である。
加えて，会員サービス向上のための各サービス機
能の提供が要求される。更にオークション開催時
は，2500台を超える端末同時利用の信頼性，耐久
性および会員特性に応じた操作性を持ち合わせた
端末が要求され，これら専用端末・ソリューショ
ンをワンストップで提供している。

サービスビジネス

金融・流通の各分野を取り巻く経済環境の低迷
が長引く中で，業務効率化へのニーズは根強く，
より高品質で低価格なアウトソーシングなどの
サービスへの期待が高まってきている。このよう
な状況のもと，サービス製品では，お客様のニー
ズを的確に捉えたきめ細かなサービスを提供する
とともに，開発から保守まで一貫した体制のもと，
品質の一層の強化とお客様満足度の向上に努めて
いる。
金融サービスでは，コンビニエンスストアなど

ATMの設置を希望するお客様（設置店）に対し，
銀行に代わり無人出張所の開設を行い，その運用
をトータルにサポートする店舗向けATMサービス
や，ATMの稼働状況の監視，利用者からの問合せ
対応などの業務を代行するATMトータルアウト
ソーシングを提供している。
流通サービスでは，店舗システムが円滑に稼働
するよう迅速かつきめ細かなサポートを行う保守
サービスを提供している。また，お客様にクラウ
ドでPOSシステムをご利用いただき，ワンストッ
プで導入から運用までをフルサポートする新サー
ビスTeamCloud/Mについても，積極的に展開して
いる。
なお，流通ヘルプデスクサービス（図-14）では，

サービスビジネス

ヘルプデスク協会（HDI）によるサポートセンター
品質に関する世界で唯一の規格「サポートセンター
国際認定プログラム」の認定を取得し，サービス
品質の向上に努めている。

品　質　向　上

FTECで開発している製品は，金融，流通，トー
タリゼータなど，多岐にわたっており，エンドユー
ザが直接操作するため，優れたヒューマンインタ
フェースと，高い品質が要求されている。それに
応えるべく，開発における三つの評価（DVT，品
証評価，システム評価）の徹底による品質向上に
取り組んでいる。
また，ソリューション＆サービスビジネスの拡
大に伴う品質強化のため，新たに「ソリューショ
ン品質マネジメント推進室」を設置し，主に第三
者監査（プロジェクト計画監査，システムリスク
監査など）により，ソリューション＆サービスビ
ジネスの品質向上に取り組んでいる。

ものづくり・生産性向上

FTECのものづくりは「強い流れ」の段階にあ
り，TPS（Toyota Production System） を 導 入
している企業の中でも中位以上にレベルアップ
し，製造ラインの革新からSCM（Supply Chain 
Management）全体の最適化の活動を進めている。
一方，海外展開の拡大に合わせ，開発のフェーズ
を考慮したものづくり革新の必要性が高まってい
る。このような状況から，ものづくりの自立運営
への移行のため，製品開発の機能強化を図り，併
せて独自ノウハウのナレッジ化と展開に取り組み，
海外支援を強化するとともに，国内は開発軸のも
のづくりへのシフトを図っている。
また，グローバル競争力のあるQCD（Quality，

Cost，Delivery）を実現するため，国内・海外
の製造方針・役割とトータルコストを考慮しなが
ら海外製造展開を推進している。複数機種のメ
カユニット展開も行うFDTP（Fujitsu Die-Tech 
corporation of the Philippines）は，海外量産工場
としての自立化を目指し，金融・流通製品におい
ては中国展開によるコストダウンと品質安定化を
推進し，直出荷を行っている。そこに，ほかの海
外メカユニットサプライヤも活用しながらFTEC全

品　質　向　上

ものづくり・生産性向上

図-14　流通ヘルプデスク
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体として最適なQCDを実現するためのグローバル
製造体制の強化を図っている。また，海外展開拡
大に伴い，新潟工場は海外支援体制強化のための
人的リソースの育成を行いながら，マザー工場化
を図っている。

グローバルSCM

FTECは，受注から調達・製造・出荷までの各
プロセスにおいて，それぞれがオンタイムで生産
活動のできるグローバルSCMシステム「G-iTOS：
Global-internet Total Operation System（ジーア
イトス）」を構築し，運用している。本システムは，
国内において200社余りのサプライヤ（部品調達先）
と実績のある基幹SCMシステムをベースに開発し，
生産活動に関わる国内拠点のサプライヤおよび海
外拠点のサプライヤとのリアルタイムな情報共有

グローバルSCM

化を図ることにより，これまでに例のないグロー
バルSCMシステムをオンタイムで実現している。
本システムにより，各業務の即日処理が可能と
なり，業務の大幅なスピードアップとグローバル
な業務オペレーションの効率化，それにグローバ
ルICTガバナンスの完全対応を図ることができる。

お　わ　り　に

FTECのビジネス環境は，国内ATMの成熟，流
通システム製品の競争激化，低価格化など主力製
品において厳しい環境にあるが，新市場の開拓を
積極的に進めるとともに，グローバルビジネスと
サービスビジネスを拡大することにより，利益あ
る成長の実現を目指す｡
以上，これらの取組みの詳細については本誌掲
載のそれぞれの具体例を参照いただきたい 。

お　わ　り　に


