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クラウド to クラウドのデータ連携を定額料金で利用



お客様の業務システム環境

オンプレミスとクラウドが混在した、ハイブリッドクラウド環境

CRM

名刺管理
経費精算

ERP

ECサイト

オンプレミス



ハイブリッドクラウド環境下の業務フロー

新規ユーザー登録
受注

顧客登録

商談登録

CSV

手入力

手入力

受注処理
発送指示

① 手作業によるミス、漏れ

② 即時性

③ 属人的な作業

システムのサイロ化により、
業務フローが分断

人手の作業が発生

CRM

ERP

ECサイト



サイロ化したシステムの連携

プログラム

プログラム

プログラム

プログラム
プログラム



データ連携ツールMagic xpi

システム/サービス間のデータ連携を集中管理



Magic xpiの
データ連携フロー開発
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データ連携フロー作成：アダプタを貼る

ドラッグ＆ドロップによるデータ連携開発
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トリガーエリア

フローステップ

プロパティ設定

フロー設定

チェッカー結果

ドラッグ＆ドロップ
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データソース接続設定：メソッド/プロパティを選ぶ
例)Salesforceアダプタ設定画面

オブジェクトと
オペレーションを選択

ドラッグ＆ドロップによるデータ連携開発
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データマッピング：データ項目間の線を引く

各種DB、XML、JSON、CSV、変数、パラメータな
どのデータをドラッグアンドドロップでつなぎます。

送り先側のデータ項目毎に関数によ
る演算が可能

ドラッグ＆ドロップによるデータ連携開発
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豊富な文字列加工・変換関数

数値 文字列 日時 論理 文字コード操作

・SIN、COS、TAN
（三角関数）
・MAX、MIN
（最大値、最小値）
・ABS
（絶対値）
・MOD
（除算時のあまり）
・ROUND
（四捨五入）
・LOG
（対数）

等

・Right、Left、MID
（文字列抜き出し）
・Astr
（フォーマット変換）
・CONCAT
（連結）
・Rep
（置換）
・Ins
（文字列挿入）
・Trim
（空白削除）
・Upper、Lower
（大文字↔小文字）
・Val
（文字列→数値型）

等

・Date、Time
（システム日付、時間）
・AddDate
（日付調整）
・GetDate、GetTime
（日付取得、時間取得）
・Year、Month、Day
（年、月、日の抜き出し）
・Hour、Minute、Second
（時、分、秒の抜き出し）
・Dval
（文字列→日付型）

等

・IF
（条件分岐①）
・CASE
（条件分岐②）
・ISNULL
（NULL判定）
・FileExist
（ファイル存在確認）
・JSONElementExist
（JSONの存在確認）
・XMLExist
（XMLの存在確認）
・NOT
（反転）

等

・UTF8From(To)Ansi
（Ansi↔UTF8）
・UTF8From(To)Unicode
（Unicode↔UTF8）
・UnicodeFrom(To)Ansi
（Unicode↔Ansi）
・File2Blb
（ファイル→Blob変数）
・BlobToBase64
（Base64変換）

等

取得したデータを関数式や演算子を用いて簡易に加工・変換することが可能

Excelの関数や簡単なマクロを扱える程度のスキルがあれば、
容易に加工・変換が可能です。

ドラッグ＆ドロップによるデータ連携開発
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アベイラビリティ・スケーラビリティ ー IMDG
▪ 複数ハードウェアから構成されたサーバ群で仮想的な共有メモリ領域を確保

▪ クライアントからの透過的なアクセスを実現した状態で大量のデータを高速処理する技術

インメモリ データ グリッド（IMDG）

Magic
xpi

Server

Magic
xpi

Server

Magic
xpi

Server

Magic
xpi

Server



プロジェクトの起動/停止

アクティビティログの確認

タブ切り替え
ブラウザで各PCから閲覧可能

Magicモニタ
▪ プロジェクトの情報：アクティビティ ログ

ダッシュボード



Magic xpi
Cloud Gateway



CRM

名刺管理

経費精算

ERPECサイト

サービス概要

● 「Magic xpi」のクラウドサービス（iPaaS：

Integration PaaS）

● クラウド上に配置したMagic xpiの実行サ

ーバを定額料金（5万円～）で利用

● 以下のようなユーザ様に最適

○ 複数のクラウドサービス間でデータの連携や統合を

手作業で行っている。

○ クラウドサービスと連携した業務処理フローを自動

化したい



サービスの特長

● 豊富な 標準アダプタ

○ Magic xpiが提供する標準アダプタ・コネクタのすべてが月額5万円で利用可能

○ 標準アダプタ：DBMS各種、REST、OData、Excel/Word、MQTTなど

● 各種クラウドAPIと連携

○ REST、SOAP、ODataなどのAPIで各種サービスとの連携が可能

● 連携フロー数、トリガー数は無制限

○ スレッド・ライセンス：同時に並行処理できるスレッド数による料金プラン

○ 連携フロー数、トリガー数、接続先数に制限はありません

● クラウド・サーバ利用料込みのリーズナブルな料金
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サービスメニュー

プラン エントリー スタンダード エンタープライズ

スレッド数 5 15 35

アダプタ 標準アダプタのみ 全アダプタ利用可

連携フロー開発環境 クラウド上でMagic xpi Studio 1ユーザライセンスが利用可

検証環境 なし（必要であれば別途お見積もり）

障害レポート 24時間 365日（フロー実行の障害が発生した場合は、フロー保守担当者に連絡）

ヘルプデスク

Magic xpiサポートセンター（Webサイト）で24時間365日受付け

技術者からの対応：平日10:00～17:00

※実行環境についての技術的なサポート窓口(フローに関するサポートは除く)

実行ログ 提供あり

契約期間 1ヶ月ごとの契約 自動更新

最短利用期間 12ヶ月

初期費用 環境構築費として 30万円

月額費用 5万円 15万円 35万円



豊富なアダプタ・コネクタ 66種類500機能

Magic xpi Integration Platform
システム連携プラットフォーム

業務システム

• SAP ERP
• SAP Business One
• SAP S/4 HANA
• JD Edwards EnterpriseOne
• JD Edwards World
• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics CRM
• SugarCRM

クラウドサービス

• Salesforce / Force.com
• Microsoft SharePoint Online
• Microsoft Dynamics CRM Online
• Service Max
• Amazon Web Service
• REST, OData, SOAP APIで連携可
能なクラウドサービス

連携可能なDB
• MS-SQL
• MS-SQL EXPRESS
• ORACLE
• DB2

• Actian Zen
• その他 MySQL 

PostgreSQL
（ODBC）

連携可能なモバイル
• Windows
• iPhone/iPad
• Android
• その他

• Directory Scanner(フォルダーの書き込み監視)
• メッセージング・キュー（JMS、MSMQ、WebSphere MQ）
• IBM i / DataMapper for IBM i
• Domino / Notes DB
• Microsoft Exchange Server
• Google Calendar / Google Drive

※標準アダプタ

• E-mail
• SFTP
• HTTP
• REST
• LDAP
• Excel/Word
• CSV
• XML
• Web Service
• OData
• MQTT
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スタンダード/エンタープライズプランでは
すべてのアダプタが使用可能

標準アダプタ：
エントリープランで使用可能
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Magic xpi Cloud Gatewayのライセンス体系
Magic xpi Integration Platformは、スレッドライセンス（同時実行連携フロー数）です。

スレッドとは、「Magic xpiサーバ」がフローを実行するために使用するサーバ能力の割り当て単位

○ × 連携処理を待機中

19

5スレッド
の場合

３２１ ４ ５ ６○ ○ ○ ○
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連携実績のあるクラウドサービス

サービス 業務・用途

Salesforce CRM他

AWS － S3 データ保管

AWS － RDS リレーショナルDB

AWS － Redshift データウェアハウス

Microsoft Dynamics ERP、CRM

Microsoft SharePoint ファイル・情報共有

Microsoft Exchange メール・カレンダー

Gmail メール

Google Drive ファイル共有

Google Calendar カレンダー

サービス 業務・用途

Sansan 名刺管理

Marketo マーケティングオートメーション

楽々明細 電子請求

MakeLeaps 電子請求

i-Reporter 電子帳票

GMO Agree 電子印鑑

WAN Sigh 電子契約サービス

kintone DB、業務アプリ構築

COLMINA ものづくりプラットフォーム

奉行クラウド 業務システム

専用アダプタを使用 RESTアダプタを使用



他社比較

製品名 Magic xpi Cloud Gateway A社

インフラ（IaaS) 〇 ×

トリガー 標準アダプタの全トリガー利用 スケジューラーのみ

アダプタ 標準アダプタ利用 ８個まで、他はオプション

初期費用 あり（30万） なし

価格 5万 6万～



①サービス申し込み Magic xpi
パートナー様

ご利用までのステップ

マジックソフトウ
ェア・ジャパン

お客様

③接続情報（ID・パスワード等）をご案内
②環境構築

④ログイン、連携フローを作成・実装して利用開始



ご利用例



レポート作成の自動化：株式会社アイセイ薬局

店舗ごとの口座引き落とし情報を、Excelで集計

事業内容：調剤薬局事業、ストアプロモーション事業、医療モール開発事業など
Magic xpi導入前：手作業でEXCELデータを仕分け
Magic xpi導入後：メールの送受信およびEXCELデータの仕分けを自動化

引落しデータ

引落しNG

再振替通知書

引き落としが出来なかった金額については、
再振替通知書を自動作成して、各店舗
にフィードバック



データレイクの作成：TIS株式会社

顧客データ
購買履歴

ECサイト閲覧
Webアクセス
SNS
メルマガ

Web広告
GISデータ
行動データ

デジタルマーケティングのデータ統合・利活用サービス



ERPとSharePointそして電子契約のデータ連携
ユースケース：納品書授受および原本保管の自動化

契約担当者 取引先

ERP

契約内容登録
電子署名 完了メール通知

業務データ
顧客名・品目・連絡先

納品完了通知
顧客名・納品完了日

①ERPから業務
データの抽出

②業務データを変換・加工
しPDF帳票(納品書)作成

③PDF帳票と属性データを
WAN-SIGNへ連携し電子署名

⑤取引先電子署名が完了
したのを受け納品完了通
知を

④電子署名済のPDF帳票と属性
データをWAN-SIGNから抽出

⑥電子署名済のPDF帳票を
Sharepointへ連携し原本保管



近日開催 オンラインセミナーのご案内

● 12月15日（火） 14:00～16:00

● 主催

● 脱ハンコ・印鑑を推進する電子契約・現場帳票ペーパーレス・建設業向けERPセミナー

● ～電子契約・電子署名と電子帳票ソリューション、建設業ERPを活用した業務効率化

● https://www.wanbishi.co.jp/news/201119150000.html

https://www.wanbishi.co.jp/news/201119150000.html


Thank You!
magicsoftware.com


