お客様事例

株式会社ヤマダ電機様
次世代パソコンバンキング／端末認証サービス
「VALUX」導入で、資金集中処理を大幅に迅速化

家電量販最大手の株式会社ヤマダ電機（以下、ヤマダ電機）は、全国展開している約 500
拠点の支店や子会社の売上管理業務に用いている金融システムの迅速化を目指して、金融
機関の次世代パソコンバンキングを利用するために、NTT データが提供する端末認証サー
ビス「VALUX」を導入した。これまで 1 店舗当たり 1 分以上かかっていた処理時間を数秒
にまで短縮するなど大幅な効率化を果たし、スピード経営に不可欠な迅速性を確保、さら
なる競争力強化に向けたコスト削減を実現した。
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事 業 概 要 「お客様第一」の視点で創意工夫を実践し、スピード
経営とローコスト経営に取り組み続けることで売上
高は2 兆円を超え、全国 47 都道府県への店舗展
開を果たし、専門量販店初のナショナルチェーンを
実現した。家電販売業界のリーディングカンパニーと
して地域密着型のフランチャイズ事業やリサイクル
事業の強化、
「ECO 活動」にも積極的に取り組んで
おり、エリア No.1を目標にさらなるチェーン拡充
を目指している。
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先進の IT を駆使したスピード経営や
ローコスト経営で競争力強化に挑む
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取引する金融機関ごとに、その都度
ログインするのは面倒。しかも、各
サイトの使い勝手が違うので煩雑

個々の金融機関ごとにログインす
る必要はない。複数金融機関との
取引を、同じ画 面・操 作 性で利
用できる

外部に口座情報等の個人情報
データを保存することに抵抗感が
ある

データは企業様側のパソコンで管理
可能。保存データは暗号化される
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VALUXカスタマーセンタ
TEL.0570-041800
※一部ご利用できない場合がございます。
ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03 -4334-1800 までおかけ直しください。

http://www.valux.ne.jp/（商品サイト）
http://www.nttdata.co.jp/services/casestudy/case51/（お客様事例）
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