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100年に一度の不況を克服する“会員企業の絆”
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日頃からJSUGの活動へ多大なご協力、ご尽力を賜り、厚く
御礼申し上げます。

JSUGでは、会員企業の皆様の貴重な事例や研究成果、また
JSUGが行っているユーザー課題解決に向けたさまざまな活動
を広くご紹介することを目的に、このたび会報誌『JSUG INFO』
を創刊することにいたしました。本冊子を制作するにあたり、
多くのJSUG関係者の方々にご支援、ご協力いただき心から感
謝しております。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

さて、1996年に設立されたJSUGは今年で設立13年目を迎
えました。会員企業69社で始まった組織が、現在では464社

（2009年9月末現在）を擁するまでに成長し、年間を通じてさ
まざまな部会活動、フォーラム活動を行っております。最近で
は、ユーザーの声をSAPの戦略により確実に反映するため

『インフルエンス/CS会議』をはじめとした定例会議の設置、会

員企業の貴重な経験を集めた『事例データベース』の公開と
いった新しい試みも推進しており、その活動はますます活発に
なっています。

この背景には、100年に一度の不況といわれる中、共通の悩
みを抱える者同士の忌憚のない議論ができる場（コミュニ
ティー）の価値を、会員企業の皆様があらためて感じておられ
ることがあるかと思います。

JSUGの活動から生まれる会員企業の強い絆は、厳しい経
営環境を乗り切るための大きな糧となるはずです。JSUGはこ
れからも設立時に掲げた志を大切にし、SAPユーザーのため
の会であり続けたいと願っています。

今後ともJSUGの活動へのより一層のご協力をお願いすると
ともに、まだ加入されていない皆様におかれましては、新たに
仲間としてご参加いただけることを心よりお待ちしています。

＊1は『JSUGスポンサーシッププログラム』のプラチナスポンサー、＊2は同ゴールドスポンサーです。
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企業や業界の垣根を越えた
コミュニケーションの推進

—— 先行きの不透明な現在の経済環境を、
どのように認識されていますか。また、そ
の中で果たすべきJSUGの役割について
お聞かせください。

現在の経済状況の厳しさは、私自身のビ
ジネスである物流という視点からも、如実
に垣間見ることができます。モノの動きが
停滞しているということは、製造・販売と
いった分野の活動も活性化していないこと
を意味します。しかし、JSUGでは現在、こ
のような状況であるからこそ、逆にできる
こと、やっておかなければならないことが
あるという共通認識のもとで、さまざまな
活動を推進しています。それは一言でいえ
ば、ITの視点から経営の視点への転換で
す。たとえ ば 、今 期 か ら 開 催 して い る

『Leaders Exchange —企業価値向上とIT
活用—』というミーティングでは、CIOや情
報システム部門の責任者を対象としたディ
スカッションを通じて、より経営的な視点で
の認識を会員企業各社と共有しています。

——主にボトムアップ型で動いてきたITの
世界に、トップマネジメントによる経営そ
のものの考え方を浸透させていこうという
ことですね。

前述のLeaders Exchangeでは、従来
の機能面や実装面のついての議論とは一
線を画した、さまざまな意見交換がなされ
ています。たとえば、外部環境が著しく変
化する中で、的確なビジネス予測を行うた
めには、どのようなデータの裏付けが必要
であるか、あるいはSCMの観点から企業
間連携の仕組みをどのように変えていくべ
きかなど、企業のコンピテンシーを持続的
に高めていくための方法論が中心的なテー

マとなっています。今後は、ここでの成果を
JSUGのさまざまなレベルの方々に発信
し、共有していくことで、ITのあるべき姿
がより明確になっていくことを期待してい
ます。同時にトップマネジメントの方々に
は、ITとの距離をもっと身近に感じていた
だくいい機会になると思います。

—— JSUG Conferenceの今年のテーマ
である「困難を成長に変える、新たな絆の発
見」の下地が着実に築かれつつありますね。

個々で考えているだけでは解決できない
ことでも、企業や業界の垣根を越えて議論
すれば、新しい方向性が見えてくるという
のが、JSUGの活動の基本理念です。その
意味で、活発なコミュニケーションを通じ
て経営に関わるITの価値を見出していけれ
ば、会員同士の絆は強まっていくと確信し
ています。また、「新しい絆」を創出すると
いう点では、常に旬なテーマについての研

景気低迷の長期化に伴い、混迷を極めるビジネス環境。
その中で、企業活動の神経系統をつかさどるSAPシステ
ムの役割はどのように変化しているのか。また、SAPユー
ザーの戦略コミュニティーとして、SAP ジャパン・ユー
ザー・グループ（JSUG）は、どのような取り組みを推し進め、
混迷時代の「解」を見出そうとしているのか。ITという枠に
とらわれず、より経営的なスタンスを志向するJSUGの活
動について、JSUG会長の安永豊氏に語っていただいた。

“経営の視点”で語れる
コミュニティーの創造
困難を成長に変える、新たな絆の発見

安永 豊氏

SAPジャパン・ユーザー・グループ（JSUG）会長
日本郵船株式会社 アドバイザー

■トップインタビュー
SPECIAL FEATURE



5Vol.1

究活動を実践しています。たとえば、国際
会計基準（IFRS）への対応に向けた活動や、
SAP BusinessObjects製品に関する研究
も進めようとしています。会員企業の関心
が高いビジネス予測や経営パフォーマンス
管理について、日本の経営風土にマッチし
た活用方法を皆さんとともに見出していき
たいと考えています。

インフルエンス活動への注力

——JSUGの活動は、会員間の交流を活性
化させる“ネットワーク”、日々の研鑽を知
の記録として残す“エデュケーション”、そ
してユーザーの生の声を SAPに届ける

“インフルエンス”が3本柱となっています
が、今後はどこに最も注力していきたいと
考えていますか？

今後、特に注力しなければならないと考
えているのがインフルエンス活動です。そ
の意味で、大きな契機となったのが、2008
年7月にリリースされたSAP Enterprise
Supportです。このインパクトはユーザー
企業にとって非常に大きく、正直なところ、
IT予算が抑制される中での実質値上げとい
う措置に不信感が生まれたことも事実で
す。とはいえ、不平不満ばかりを口にしてい
ても、何もメリットは生まれません。そこで、
このサポートプログラムの改定が、我々
ユーザーにどのような価値をもたらすのか
ということに焦点を絞って、SAPジャパン
のトップ、サポート事業部門、そして我々
JSUGが連携して、真摯な意見交換を行い
ました。また、JSUG含む海外12カ国の
SAPユーザーグループが参加するSUGEN

（SAP User Group Executive Network）
でも、SAP AGと同様の意見交換を図りま
した。結果的に、ユーザーが新しいサポー
トプログラムの価値を存分に活用していけ
る方向性が重要であるという見解で、皆さ
んの理解が得られたと思っています。今後

は、会員各社がより具体的な価値を享受す
るための支援を要請していきますが、同時
にJSUGとしてもさまざまなアイデアを提
言したいと思っています。

—— このインフルエンス活動を、今後はど
のように展開していくお考えですか。

SAP Enterprise Supportのリリース以
降、JSUGのインフルエンス活動は一気に
加速しました。現在では、主に3つの方向
から、インフルエンス活動を継続しています。
１つ目は、月1回のインフルエンス/CS会議
です。ここでは、SAPが定期的に実施して
いるCS調査の結果を踏まえ、顧客満足度
の向上につながる方法論をさまざまな角度
から議論すると同時に、一連の活動の管理
サイクルを実行しています。2つ目は、SAP
ジャパントップとの月1回の定期ミーティン
グ。そして、3つ目は海外との連携です。海
外との連携については、SUGENの活動へ
の参加を通じて、たとえばSAP Enterprise
Supportがユーザーに十分な価値を提供で
きているかなどのベンチマーキング調査を
実施したり、JSUGとSAP AG幹部との定
期的な意見交換などの取り組みを進めてい
ます。これらの活動は、すでに会員企業に
とって身近な成果を生み出しており、たとえ
ば、『カスタマーメッセージ登録ハンドブック』
や『よくあるご質問回答集』などは、SAP
ジャパンのサポート事業部門やCS推進タス
クフォースのご尽力でまとめられたもので
す。いずれにしても、今後はSAPに対して、
より強い影響力を与えていけるように活動の
充実を図っていきます。最終的には、SAP
の研究開発投資に対して、ユーザーの声を
反映することができればと考えています。

—— 最後に、JSUG会長として、次に取り
組みたいテーマについてお聞かせください。

JSUGが、常に日本のユーザーにとって
身近な存在であり続けるように心掛けてい

きたいですね。部会など日々の活動の一層
の充実もさることながら、海外のSAPユー
ザーグループとの交流を進めながら、より
実践的な情報収集、発信を行っていきたい
と思っています。昨年はJSUG会員の論文
を海外のミーティングで発表する貴重な機
会にも恵まれ、ユーザー同士の関心は、国
の壁、言語の壁を越えて高まっています。
SUGENをはじめ、海外のユーザーグルー
プとのコミュニケーションをより深め、
ユーザーの課題をより具体的に解決できる
場にJSUG自身がなっていければと思いま
す。そのためには、日々ユーザーがSAPソ
リューションの導入や運用でお世話になっ
ているパートナー企業（賛助会員）の皆様と
は、ユーザーの生の声をぜひ共有させてい
ただきながら、悩みを解決するための方法
を一緒に考えていきたいですね。

SAPの今後の戦略についても、もっと理
解を深めていきたいと思っています。基幹
システムとして採用したことの意味は非常
に大きく、ユーザーとしてもSAPの今後の
戦略をもっと知る必要があります。また、
そこに対してユーザーとしての意見をもっ
と出していけるようにもなっていきたいと
思っています。会員企業の皆さんと一緒に、
また SAPジャパンと一緒に、SAPのグ
ローバル戦略に日本のユーザーの声を届
けるだけでなく、日本の考え方や方法論を
反映していければ理想です。

今年も多くのSAPの本社役員の方 と々お
会いしていますが、皆さんが私の話に真剣に
耳を傾けてくれます。大切なことは、こうした
機会が話だけに終わらないように管理サイク
ルをしっかり回していくことでしょう。その意
味では、今後注力する海外のユーザーグルー
プ、パートナー企業の皆様、SAPと連携した
活動は、インフルエンス/CSレポートいう形で
しっかりと会員企業の皆さんにお伝えしつ
つ、そこへ寄せられる声を次につなげていき
たいと考えています。

“経営の視点”で語れるコミュニティーの創造
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パートナー企業様との協業による
三位一体の「エコシステム」を推進

SAPが「エコシステム」という言葉を使い始
めたのは、2007年頃からです。皆様も一度
は耳にしたことがあるのではないでしょう
か。私はこの意味するところを「ベンダー」

「パートナー」「ユーザー」の3者が生態系として
互いに連携し合い、相乗効果を生み出してい
くことを目指すという意味で捉えています。

JSUGはこれまで、主に「ベンダー」と「ユー
ザー」の2者の関係の中で活動してきました。
しかしながら、私たちユーザーにとってパー
トナー企業の皆様との関係はとても重要で
す。そこで2008年度から、より多くのパート
ナー企業の皆様が積極的にJSUGの活動に
関わっていただけるように賛助会員（パート
ナー企業様がJSUGに入会する際の会員区

分）の入会特典を見直しました。また、2009
年度からは「JSUGスポンサーシッププログ
ラム」を新たに立ち上げ、一部のパートナー企
業様からJSUGスポンサー企業としてより多
くのご支援を頂戴しています。

2009年度JSUGスポンサー企業
（※同一区分内は申込み順に明記）

プラチナスポンサー
アクセンチュア株式会社／ウイプロ・リミテッド
ゴールドスポンサー
株式会社アイ・ティ・フロンティア／アビーム
コンサルティング株式会社／株式会社ソフテス
ブロンズスポンサー
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

このほか、JSUGが主催する「JSUGビジネ
スフォーラム」「JSUG Conference」などの
イベントにおいては、JSUGスポンサー企業
の皆様にユーザーが抱えている課題を解決
するための情報を発表していただく場も設け
ています。

JSUGは、これからもSAPパートナー企業
の皆様とお互いにメリットのあるパートナー
シップを築いていきたいと願っています。
パートナー企業の皆様はJSUGと協業できる
良いアイデアがあれば、ぜひお気軽にお寄せ
ください。私は、JSUGという組織を中心と
した三位一体の「エコシステム」作りを、これ
からも強く推進していきたいと考えています。

JSUG常任理事
日本特殊陶業株式会社 顧問

安部 親礼

知の記録を共有するため
「事例データベース」を構築

JSUGには産業別・機能別の部会のほか
に、地域別のフォーラムと呼ばれる活動体が
あり、ユーザーによるさまざまな事例発表や
共同の研究活動が行われています。こうした
活動から生まれる情報は、ユーザーにとって
最も価値あるものであり、JSUGにとっての
貴重な資産であると考えています。

そこで2009年度より、会員の皆様が必要
とする情報を広く共有する仕組みとして、
JSUGのWebサイト上に「事例データベー
ス」を構築し、活動の成果や事例情報の閲
覧・収集および利活用の支援を開始しまし
た。このデータベースは、重要なキーワード
や製品・バージョン・業務での検索、さらに参
画パートナーでの検索など、これまではでき

なかった多様な切り口を用意し、JSUG会員
の皆様にとって有益で使いやすい仕組みを
実現しています。

また、この事例共有活動を奨励するため、
昨年までJSUG論文賞として行っていた活動
を、2009年度から「JSUGアカデミー賞」と
してリニューアルし、事例データベースにご
登録いただいた中から優れた作品を表彰す
ることとしました。初年度である今年は32
作品の応募があり、いずれもSAP製品の導
入、活用に役立つ示唆に富んだ内容で、会員
企業の皆様の意思決定に有用なものばかり
です。なかでも「アカデミー賞ノミネート作
品」として選定された5編については、すべて
JSUG Conferenceの場で皆様にお披露目

していただくことになっています。
JSUG Conference当日の「ネットワー

キング・レセプション」で発表される、本年度
の最優秀賞である「JSUGアカデミー賞」受
賞者には賞金30万円に加えて、2010年春
に開催されるASUG Conferenceへの招待
も授与されます。

JSUGは、このような困難な時代だからこ
そ、会員の日々の研鑽を「知」の記録として残
す活動を重視し、引き続きSAPユーザーが
学び合う機会・情報を提供し、皆様に役立つ
取り組みを続けていきたいと考えています。
今後ともご支援のほど、よろしくお願いいた
します。

JSUG常任理事
丸紅株式会社 情報企画部長

白石 寿太郎

■常任理事 活動報告
SPECIAL FEATURE



会員企業の主体性が生み出す
SAPとの戦略的なパートナーシップ

JSUGは、「SAPソリューションに関する最
新情報の共有と研鑽」「会員相互の親睦、交
流」「SAPの戦略や製品への影響」の3つを主
な活動目的として、1996年に発足しました。
発足当時69社だった会員企業は、現在464
社（2009年9月現在）にまで拡大していま
す。また、JSUGNET会員と呼ばれる個人ID
を所有するメンバーは4,700名を数えます。

このようなJSUGの発展は、単に日本国内
におけるSAP製品の浸透とSAPユーザーの
増加を示すだけではなく、これまでJSUGが
行ってきた活動の成果が認められたことの
証であるという自負と同時に、これだけの数
の会員企業からの期待に応えていかねばな
らないという使命感を感じています。

一方で、JSUGという組織はすべての活動
が会員のボランタリーな活動で支えられて
おり、他のITベンダーが行っているマーケ
ティング色の強いユーザー会とはその在り方
が異なっています。さまざまな業種の企業の
役職者の方が各自で目的意識を持って活動
に参加されています。ユーザー同士の交流
に魅力を感じて活動に参加されている方も
いれば、SAPにユーザーとしての声を届けた
くて参加されている方もいます。ただし、会
員の皆様はそれぞれが自身の日常業務を抱
えながらの活動になりますので、JSUG自身
が自立的な組織としてその活動をサポートす
る体制や基盤を持つことが重要になってき
ます。また、JSUGが自立的な組織として在

り続けることは、SAPと戦略的なパートナー
として自由闊達な意見交換をしていくために
も大切なことだと考えています。

私は、2008年度まで医薬品部会長として
部会活動を推進してきました。そして、2009
年度からは常任理事としてJSUG事務局とと
もに会員のさまざまな活動を支えるサポー
ト基盤・体制の改善に取り組んでいます。こ
れからもJSUGが自立的な組織として会員
の皆様の活動を支えていけるような組織作
りを積極的に推進していきたいと考えてい
ます。

JSUG常任理事
参天製薬株式会社 業務本部長

川畑 裕一

海外のユーザーグループと連携した
インフルエンス活動の強化

本年度からJSUG常任理事に就任し、イン
フルエンス活動を担当しています。就任にあ
たり、すでにSAP製品を10年以上使い続ける
ユーザーとして、何をJSUGのインフルエンス
活動とすべきかについて、私の考えは大きく
2つあります。1つ目は、JSUGの活動の「透明
性」を保つことです。JSUG、SAPそれぞれの
活動が何を生み出したのか、その経過と結果
をモニタリングしながら、報告する仕組みが
必要です。2つ目は、JSUG、SAPが互いに

「本音」で付き合うことです。課題の解決に向
けて本気で取り組むためには、決して一方通
行ではない付き合いの中で、互いの信頼関係
を保つことが重要だと考えます。その信頼関
係を、個人ではなく、組織対組織としてどこま

で実現できるか。また、そうならなければ日
本のユーザーの悩みを根本的に解決していく
ことはできないのではないでしょうか。

その思いを結実させたのが、SAPジャパン
のCS推進部の方々のご協力を得て設立し
た、関連する全活動に責任を持つ「インフル
エンス/CS会議」という共同会議体です。そこ
では四半期ごとに活動のプロセスをデザイン
し、JSUG、SAPそれぞれの活動内容を互い
に報告するためレポートを発行することとし
ました。その中では、毎期必ずSAPジャパン
の2部門の中堅社員と直接対話する場を持
ち、忌憚のない意見交換を重ねるとともに、
日頃は直接接する機会のない方ともお会いし
て、今までは見えてこなかったSAPの姿が見

えてきました。同じことはSAP本社に対して
も言えます。定期的に本音で話すことを繰り
返した結果、お互いに理解は相当深まりまし
た。こうした活動は、同じ課題意識を持つ世
界12カ国のSAPユーザー会の連合である
SUGEN（SAP User Group Executive
Network）とも協調しながら、具体的な成果
に結びつけていきたいです。

理解しあい、行動し、変える―。それには１
つひとつの小さな活動の積み重ねが重要だ
と思います。一朝一夕に変わるものではない
からこそ、じっくり取り組まなければならな
い。これから重要となるインフルエンス活動
とは、そういうものだと考えています。

JSUG常任理事
株式会社ユアソフト 代表取締役社長

（三井金属グループ）

三井 一夫
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ビジネス部門の視点に立った
IT活用のポリシー

山之内製薬と藤沢薬品の合併に伴い、
2005年4月より新たな経営体制で医薬事
業に特化したビジネスを展開するアステラ
ス製薬株式会社。現在は、旧来の経営リ
ソースの相乗効果を生かした研究・開発・
生産・販売体制を確立し、研究開発型のグ
ローバル製薬企業として積極的な事業を推
進している。
グローバル市場での持続的な成長を支える
ビジネス基盤の構築には、効果的なIT活用
が不可欠である。同社では経営統合以降、
両社が採用していたSAP ERPを基盤にすべ
ての業務プロセスの標準化、効率化に取り
組んできた。日本においては、2008年5月に
最新リリースへのアップグレードを行った際、
Windows環境へのマイグレーションを実施
し、大幅なTCO削減にも成功している。
同社のIT活用の特色は、情報システム部門
を“ITプロデューサー”と位置付け、常にビジ
ネス部門の視点でシステムを構築し、現場
に活用を促すスタンスを徹底している点に
ある。この理念のもと、2007年12月から
取り組んできたのが全社的な予算計画・実
績管理のシステム化である。
各部門に担当者が配置されている予算計
画・実績管理の業務について、それまで同

社では各部門の担当者がExcelを使った独
自の方法で集計・分析を行っていた。そこ
で、これらのプロセスを統一し、業務の精
度とスピードを向上させるとともに、全社的
な視点での最適な予算配分の実現を目的
に、SAPがEPM（Enterprise Perform-
ance Management）関連製品の1つとし
て提供するSAP BusinessObjects Plan-
ning and Consolidationを導入。同製品
を基盤に「A-BEAMS」と呼ばれる独自の分
析基盤を構築し、2009年4月から本番稼
働させている。

Excelをインターフェースとした
新たな情報収集・分析の基盤

SAP BusinessObjects Planning and

Consolidationは、Excelで作成される予
算配分などのさまざまな計画を、企業全体
の資産に高めていくための統合的なワーク
フローを提供する。また、Excelの機能を
拡張することで、データベースとの柔軟な連
携が可能な点も大きな特長だ。A-BEAMS
の構築プロジェクトを推進してきたコーポ
レートIT部 次長 SCM人事グループリー
ダーの道家勉氏は、同製品を採用した理由
を次のように説明する。

「A-BEAMSプロジェクトは、主に予算・実
績管理を行う実務担当をターゲットとして
います。それだけに、Excelの文化を継承し
つつ、それらを多次元データベースのもと
で統合できるSAP BusinessObjects
Planning and Consolidationに大きな魅
力を感じました。また当社では、マネジメン

アステラス製薬株式会社■会員事例
CASE STUDY

「先端・信頼の医薬で、世界の人々 の健康に貢献する」という経営理念のもと、研究開発型の
グローバル製薬企業として、積極的な開発投資を続けるアステラス製薬株式会社。同社は、
付加価値の高い製品を提供するための経営基盤の強化に向けて、SAP BusinessOb-
jects Planning and Consolidationをベースに「A-BEAMS（Astellas Business Effi-
ciency Accounting & Management System）」と呼ばれる独自の分析環境を構築
し、戦略投資の最適化を図っている。

新たな予算・実績管理システムにより
グループ全体の戦略投資を最適化

A-BEAMSプロジェクトの全体スコープ



ト層向けに『COMPASS』という経営情報
システムを構築しており、そこでも情報収集
の基盤として同製品を活用しています。そこ
での実績とSAP ERPとの親和性という観
点から導入を決定しました」
また道家氏によると、A-BEAMSプロジェ
クトは会計システムのリニューアルの延長線
上に位置付けられているという。アステラ
ス製薬では、基幹システム（SAP ERP）へ
の情報入力の利便性を高めるためにフ
ロントシステムが徹底的に作り込まれてお
り、その運用の過程でマスター構造の二重
化などいくつかの改善課題が生じていた。
そこで、まずはその見直しを行い、その上で
SAP BusinessObjects Planning and
Consolidationを活用した新たな分析基盤
を構築する必要があった。
そのため、プロジェクトにおいてはマスター
の見直しをはじめとする全体構想に多くの
時間が費やされ、早い段階からプロトタイ
プを構築することで、エンドユーザーとの意
見交換を行い、業務の実態に適した活用方
法の追求が行われた。

多角的な分析環境で
戦略投資をサポート

A-BEAMSプロジェクトの最大の目的は、
科目別の予算管理を目的別の予算管理へ
転換させることにあった。「COMPASS」を
通じて先行してSAP BusinessObjects
Planning and Consolidationを活用して
きたコーポレートIT部 次長 戦略企画グ
ループリーダーの稲垣治氏は、A-BEAMS

の意義について次のように評価する。
「企業にとって、予算の配分、すなわちコスト
をどこに投入するかということは、経営戦略
そのものであるといっても過言ではありま
せん。当社のような医家向医薬品専業（単
一ドメイン）の製薬メーカーにとって、この
ことは大きな意味を持ちます。それだけ
に、A-BEAMSによって予算案に対する多
角的な分析と評価が可能になったことは、
今後の成長につながる成果といえます」
同時にSAP BusinessObjects Planning
and Consolidationは、予算・実績管理の
みならず、計画系全般を包括的に支援する
仕組みとしても活用できる。そのためA-
BEAMSのスコープも、人的資源を含めた
部門別損益管理、国内グループの社員全員
が利用する経費精算の仕組みなど、広範な
活用を想定している。
本番稼働して数カ月が経過し、アステラス
製薬ではユーザーの利用価値を高めるた
めのさまざまな取り組みを進めている。目
的別予算管理の基盤が整ったことによっ
て、経営層、各部門のマネジメント層は、意
思決定に有用な情報を迅速に入手するこ
とで、経費の期中進捗が組織別・費用別の
みならず目的別での分析が可能となる。ま
たグループ全体の観点からは、購買データ
のリアルタイムな把握による調達業務の可
視化、債権・債務情報の一元化による資金
管理の効率化などの効果が期待できる。

「さらにシステム的な視点では、経営情報を
提供する『COMPASS』や開発プロジェクト
の予算・実績・進捗管理を行う『ASTRO』、営
業支援システム『PRIME』などの社内システ

ムに計数情報をタイムリーに提供すること
で、より高度な情報活用、経営の可視化が
可能になります」（道家氏）

グローバルビジネスに資する
経営活用の可能性

一方、業務の現場においては、A-BEAMS
の効果が次第に浸透しはじめている。各業
務部門では、損益管理に必要な計数情報が
タイムリーに提供されるようになったこと
で、担当者による分析資料の集計・加工が
以前より迅速に行えるようになった。また
グループ会社においても、視覚的にわかり
やすいインターフェースが実装されたこと
で、伝票入力の負荷が軽減。1件当たりの入
力 作 業 が1分 短 縮 さ れ ると、年 間 で 約
13,500時間もの削減となるだけに、その
効果は決して小さくないはずだ。
アステラス製薬では今後、SAP Business
Objects Planning and Consolidationを
サプライチェーンにおける需給管理に活用
していくことも視野に入れている。これに
は、グローバルの各拠点におけるExcel
ベースの管理手法を統一することで、製造・
在庫・シッピングの最適化を図っていく狙い
がある。

「まずは着実に成果を積み重ねながら、年
度計画、さらに中期計画の中でA-BEAMS
の価値を存分に引き出していきたい」（道家
氏）と語るが、同社のシステム運用を担う

“ITプロデューサー”としての選択肢が、グ
ローバルビジネスの強化に向けた大きな
礎となることは間違いないだろう。

アステラス製薬株式会社
コーポレートIT部

次長
SCM人事グループリーダー

アステラス製薬株式会社

本社：東京都中央区
創業：1923年
資本金：103,000百万円（2009年3月現在）
売上高：965,698百万円（2009年度3月期）
事業概要：医薬品の製造・販売および輸出入
http://www.astellas.com/jp/

道家 勉 氏

アステラス製薬株式会社
コーポレートIT部

次長
戦略企画グループリーダー

稲垣 治氏
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新たなシステムでグループ全体の戦略投資を最適化
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国内初となるMDMPからの
Unicode変換にチャレンジ

最新リリースのSAP ERPへのアップグレー
ドを検討している多くの企業にとっての共通
課題として、Unicodeへの対応がある。従来
のSAP ERP*1は、MDMP*2と呼ばれる多言
語環境によってグローバルビジネスのニー
ズ に 応 えてき た が 、最 新リリースで は
MDMPがサポートされていないことから、
多言語環境を利用する企業は、アップグ
レードを実施する際に必然的にUnicode体
系への変換を迫られることになる。
Denon、Marantzなどのブランドを展開す
る世界的なオーディオ機器メーカーである
株式会社ディーアンドエムホールディング
ス（以下、D&M）も、そうした企業の１つで
あった。2004年にSAP R/3 4.6Cを導入
した同社は、翌2005年に製造拠点を中国
と香港に拡大したことを機にMDMPを実
装。多言語環境に対応した基幹システムを、
グローバル共通のビジネス基盤として運用
してきた。
同社が、最新リリースへのアップグレードと
Unicode変換の同時実施に至った経緯につ
いて、コーポレートセンター ITグループ マ
ネージャーの松川賢二氏は次のように語る。

「アジア・パシフィック地域におけるサービ
ス拡大、生産性の向上を目指す当社にとっ

て、中長期的な観点からも、外部環境の変
化に柔軟な最新リリースへのアップグレー
ドとUnicode変換は不可欠でした。そこで
大きな課題となったのが、MDMPからの
Unicode変換が国内では前例がないこと
への不安と、システムの停止期間です。海外
拠点の稼働要件から最大でもシステムを4
日間しか止められないことは、プロジェクト
の難易度から考えて厳しい条件でした」

CU＆UCによるアップグレードと
Unicode変換の同時実施

こうした中、導入パートナーであり、D＆Mの
基幹システムをサポートしてきた三菱電機
インフォメーションシステムズ株式会社（以
下、MDIS）から提案を受けたのが、旧バー
ジョンのサポート終了に伴いSAPからリリー
スされたアップグレードとUnicode変換を同
時に行うCU＆UC（Combined Upgrade
& Unicode Conversion）方式である。

「CU＆UCは、ダウンタイムが1回で済むメ
リットの一方で、国内ではまだ実績がない
ことから、社内でも再三にわたって議論を
重ねました。最終的には、実際の基幹デー
タのサンプルをMDISに提供し、入念な事
前検証を行うことでプロジェクトの可否を
判断することにしました」（松川氏）
これに対しMDISでは、事前検証のポイン
トとして、①ダウンタイムの見極め、②Uni-

code変換を中心とするCU＆UCの手順確
認、③ディスク増加量確認の3つを設定し、
Unicode変換では、すべての文字列に日本
語を強制的に割り当て、変換実績、変換時
間の確認を実施。この検証結果について、
同社のエンタープライズシステム部 ERP
技術課の佐藤淳一氏は、「机上の計算では、
Downtime-Minimized方式によるCU＆
UCではダウンタイム4日間という条件を満
たすことが厳しい状況でしたが、実際の基
幹データを使った検証の結果、システム停
止時間は約24時間、ベーシス試験、アプリ
ケーションの修正、言語調整を含めて3日

（72時間）以内に完了する見通しがつきま
した。Unicode変換では、言語キーが特定
されない文字列が約120万件抽出されま
したが、最終リハーサルまでに言語調整検
証を実施して変換精度を向上させることで、
D&M様との合意を得ました。また、CU＆
UC直後のディスク増加量は当初の予想を
下回る約1.23倍の増加に収まることがわ
かりました」

変換用の言語テーブルを使って
誤変換率を最小化

事前検証によって成功の目処が立ったプロ
ジェクトは、2008年6月に正式にキックオ
フ。通常のアップグレードで見込まれる期
間は4カ月程度であるが、D&Mのプロジェ

株式会社ディーアンドエムホールディングス

株式会社ディーアンドエムホールディングスは、SAP ERPの最新リリースへのアップグ
レードに際して、多言語環境（MDMP）からのUnicode変換を同時に実施し、2009年1月
から本稼働を開始している。SAPが提唱するCU＆UC方式によって成功に至ったこの
プロジェクトの成果は、国内では過去に例のない貴重なモデルケースとして、多くの
SAPユーザーのアップグレードへ向けた取り組みを加速するはずだ。

SAPのCU＆UC方式により、
多言語環境からのUnicode変換と
アップグレードを同時に実現

■会員事例
CASE STUDY



クトではUnicodeの同時変換が伴うことか
ら、約6.5カ月の工程が設定された。
プロジェクトでは、ダウンタイムを最小化す
るため、まずERP本番機のサーバーリプ
レースを先行して実施。続いてCU＆UCの
前処理（言語変換準備など）がオンラインで
実施された。そして、実際にシステムが停止
した2009年1月1日から4日にかけて、DB
のアップグレード、Unicodeのエクスポート
とインポート、アプリ修正などが行われた。

「最終的にベーシス範囲が約1日（約30時
間）で完了し、アプリ側で十分な確認をとる
ことができました」（佐藤氏）
全体リハーサルは2回実施し、手順、時間、
試験項目などを確認。「リハーサルは1回で
十分という声もありましたが、2回目で1回
目にはなかった新たな障害が発生したこと
から、慎重を期した効果はあったと思いま
す」（松川氏）
プロジェクト最大のハイライトは、Unicode
変換における誤変換率の最小化（言語調
整）作業である。検証環境を構築し、3カ月
分の実データを使って誤変換を割り出す
と、特定のテーブルで2.65％と高い誤変換

率が示された。30カ月分のデータでシミュ
レーションすると全体で1152件にものぼ
る。そこでプロジェクトチームは、誤変換を
少なくするために、変換用の言語テーブル
を強化し、トライ＆エラーを繰り返すこと
で、中国語と日本語の識別精度の向上を
図った。また、チェックの過程では思いもよ
らないエラーも発見されたという。

「見た目は中国語のようであっても、中国人
スタッフでないと判断できない誤変換が
多々ありました。また、日本人が中国出張
で修正した伝票があったことから、中国拠
点にも中国語と日本語の伝票が混在してい
ました」と松川氏は振り返る。こうした自動
処理が適用しにくい伝票（1911件）につい
ては、すべてマニュアル変換で対応すること
で、最終的に誤変換を0にすることができ
た。その後は、ユーザーからの誤変換の修
正依頼などは発生していない。

綿密なプロジェクト計画と
メンバー間の情報共有

本稼働後の状況をみると、ディスク負荷、

CPU使用率、応答時間ともに良好で、シス
テムの性能についても、事前に想定した「旧
システムの2倍以上」がクリアされている。
特に、品目情報のダウンロード時間が
4800秒から2140秒に短縮できたことは、
生産性の向上に大きく貢献している。
国内では初めてCU＆UCを使ったプロジェ
クトの成功要因を、松川氏は次のように分
析する。

「本番を想定した事前検証やリハーサルを
入念に実施したことは大きな意味がありま
した。チェックシートで確認項目、責任分
担、実施日などをプロジェクトメンバー間で
常に共有し、定期的なミーティングを通じて
コミュニケーションを深めたことも成功要
因です」
Unicode変換では重要な基幹システムの
データ構造が変わるため、変換の品質は慎
重に見極める必要がある。この点について
佐藤氏は、「Unicode変換の精度を上げる
ためには、トライ＆エラーで繰り返し言語の
割当、確認ができる言語調整専用の環境を
別途用意しておくことが重要」だと語る。
本プロジェクトによって、難易度が高いとさ
れるMDMPからのUnicode変換、また
アップグレードとの同時実施も、綿密なプロ
ジェクト計画の立案によって十分に実現可
能性があることが証明された。D&Mの事
例が、近い将来SAP ERPのアップグレード
を予定している多くの企業にとって、貴重な
モデルケースとなることは間違いない。

D&Mで行われたCU&UC（および前処理）のステップと対応時間

松川 賢二氏

株式会社ディーアンドエムホールディングス
コーポレートセンター ITグループ

マネージャー

株式会社
ディーアンドエムホールディングス

本社：神奈川県川崎市
設立：2002年5月
資本金：134億4,709万円（2009年9月28日現在）
事業概要：Denon、Marantzなどのブランドで展
開される音響映像機器等の企画・製造・販売
http://www.dm-holdings.com/jp/

佐藤 淳一氏

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
第四事業本部　製造・サービス事業部

エンタープライズシステム部  ERP技術課
シニアプロジェクトリーダー/

コンピテンスセンターマネージャー

＊1  SAP R/3 4.6C以前のバージョン
＊2  Multi Display/Multi Processingの略。

SAPがサポートするマルチバイトの言語表現環境

フェーズ 内　　容 対応時間

前処理
（オンライン）

Prepare（準備） 1:40
言語変換準備 38:30

SAP up（オンライン） 13:49

CU&UC
（オフライン）

SAP up（オフライン） 6:59
DB Upgrade 2:21

Unicode Conversion- Export 5:47
Unicode Conversion- Import 4:46

後処理 10:05
アプリ修正、周辺システム移行、試験 25:15
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Unicode変換とアップグレードを同時に実現



12 Vol.1

会員企業の知見を
“虎の巻”として集約

いかに導入コストを抑えつつ、短期間で効率
的に海外拠点に展開するか―。企業活動の
グローバル化に伴い、全社的なビジネス基
盤である基幹システムに求められる役割が
高度化する中、多くの企業がこの課題に直面
している。とりわけSAP ERPは、多様なビ
ジネスモデルに対応した広範な仕組みであ
り、海外拠点への展開を成功させるために
は、多くの留意点を踏まえた入念な準備が
欠かせない。しかし、参考情報として他社に
おける取り組みの成功例、失敗例を断片的
に見聞きすることはあっても、実際のプロ
ジェクトの指針となる体系化された知識、ノ
ウハウはなく、このことはJSUGにおいても継
続課題となっていた。
こうした 状 況を 踏 まえ 、JSUG Global
Implementation（GI）部会は2009年7月、
過去にSAP ERPのグローバル展開を行っ
た18社の会員企業からその経験を募り、「グ
ローバル展開－18社の経験から分かった虎
の巻－」としてとりまとめた。とりまとめの中
心となった分科会リーダーの鈴木潤一氏（日
本発条株式会社）は、「実際のグローバル展
開の中で各社が得た知見やノウハウをもと
に、グローバル展開で留意すべきポイントを
体系化し、日本のSAPユーザーの共有資産
にしたいという大きな志のもとに活動を開
始しました」と、その狙いを説明する。
また同様に、GI部会長を務める滝川浄氏

（コニカミノルタ情報システム株式会社）も、
「これまでも部会活動など通じて、会員企業
の事例を紹介する機会はありましたが、個
別の事例だけでは、本当に知りたいレベル
まで深い内容を知ることはできません。そ
こで、各社・各メンバーの経験・意見を持ち寄
り、読んでわかる成果物としての結実を目指
しました」と付け加える。

グローバル展開に不可欠な
テンプレートの有効活用

これまでSAP ERPを海外展開した日本企
業のケースでは、プロジェクトのマネジメント
を現地法人に一任してしまうことも少なくな
かったが、内部統制の強化や国際会計基準

（IFRS）への対応といった経営的な要請か
ら、本社主導による一貫したシステム環境の
整備が、ここにきて強く求められるように
なっているという。

「企業の事業展開はよりグローバル化し、国
境を越えた人・モノ・金の流れがますます活発
化する一方、海外ビジネスに対するガバナン
ス、説明責任が強く求められています。こうした
中、現地で事業を円滑に進めるためにも、国際
会計基準をはじめとするグローバルスタンダー
ドへの対応は不可欠です。基幹システムのグ
ローバル展開は、その実現に向けた有効な手
段であり、重要なテーマなのです」（鈴木氏）
虎の巻では、SAP ERPのグローバル展開
のプロセスを、「導入前」「開発」「運用」の3つ
のフェーズに分類し、各フェーズで企業が考
慮すべき課題と対応に向けたポイントが網
羅的にまとめられている。なかでも、導入の
前段階において避けて通れない検討課題と
して挙げられているのが、「展開方法」と

「テンプレートの活用」である。
SAP ERPの一般的な展開方法は、まず国
内外の子会社や関係会社に導入し、インプリ
など一通りの経験を得た後で親会社に適用

“虎の巻”に収録されているSAPグローバル展開における主な検討課題

JSUG Global Implementation部会

SAP ERPのグローバル展開における課題研究に取り組むJSUGのGlobal Implementation（GI）
部会は、これまでの活動の成果として「グローバル展開－18社の経験から分かった虎の巻－」を
2009年7月に発表した。会員企業から寄せられた多くの知見が集約された“虎の巻”には、ビジネ
スのグローバル化に対応したIT課題を克服するためのさまざまなノウハウが網羅されている。

JSUG会員企業の事例に学ぶ
SAPグローバル展開の“虎の巻”

■部会活動成果
CASE STUDY



する「ロールイン方式」と、まず親会社から導
入し、その手法をテンプレートとして確立した
上で子会社へ展開する「ロールアウト方式」
の2つに大別される。虎の巻では、そのどち
らを選択すべきかの判断基準として、両者の
メリットとデメリットを明確に提示している。
たとえばロールインであれば、子会社での導
入ノウハウを親会社でも生かせるため、リス
クが小さい反面、全社展開に長い時間を要
し、またその過程で各社の事情に応じた複
数のテンプレートが生まれやすいといった懸
念がある。近い将来、グローバル展開を予
定している企業は、こうした情報を参考にし
て的確な判断を下すことが可能になる。
また、システムの統合やビジネスプロセスの
標準化を図る上でも、テンプレートの活用が
不可欠であることを指摘。テンプレートとい
う言葉がさまざまな意味で用いられている
現状を踏まえ、SAP ERPのカスタマイズ設
定のみならず、業種・業界に必須のアドオン
プログラムや周辺システムまで含めて、広い
意味でのテンプレートとして認識すべきであ
ると提言している。

「テンプレートは導入先の業務やさまざまな
事情によって、変化していく可能性がありま
す。1つのシステム設計をもとにグローバル
テンプレートとした場合、ほとんど使用しな
いアドオンの塊となるケースも考えられま
す。それぞれの方法論のメリット、デメリット
を踏まえ、自社に適した展開方法をテンプ
レートとして定義しておくことができれば理
想です」（鈴木氏）
また、虎の巻の作成を通じて、親会社を含め
て一気にインプリする「オールアトワンス方式」
への関心の高まりも確認された。GI部会員

の深澤秀雄氏（株式会社菱化システム）は、
「リスクは高いものの、ITガバナンスの観点で
のメリットを評価し、オールアトワンス方式で
展開に踏み切った日本企業もすでに存在し
ます。10年前には考えられなかったことです
が、ネットワークなど技術環境の進化や日本
企業における知識の蓄積によって、こうしたこ
とも可能になっています」と現状を分析する。

海外の地域特性も踏まえた
共通課題のチェックリスト

このほか、虎の巻の中でグローバル展開の
留意点として挙げられている項目は、「プロ
ジェクト体制」、「パートナー選定」、「法制度な
ど地域特有の課題への対応」、「運用方針」な
ど多岐にわたる。ここには、多くの企業に共
通するグローバル展開時の課題を体系的に
整理したチェックリスト的な意図が込められ
ている。

「海外拠点での導入コストが利益供与にな
らないように適切に処理しなければならな
いなど、情報システム部門には留意すべきさ
まざまな事柄があります。しかし、こうした情
報をSIerやパートナー企業が教えてくれるこ
とはまずありません。虎の巻の価値は、導
入を支援するSIerやパートナー企業がここ
に書かれている以上に有意義な情報提供を
求められることになり、ひいては提供される
サービスの質の底上げにつながることです」

（滝川氏）
また、虎の巻にはグローバル展開のモデル
ケースとして、いくつかの事例が紹介されてい
る。たとえば、日本の本社と海外子会社7社
の連携強化を目的にSAP ERPをグローバ

ル展開したE社の事例では、計画段階に焦
点を絞り、コンサルタントとの協業が円滑に
進まなかった理由や、成果物のレビューにお
ける経営的な視点の不備といった反省点を
明記。また、2005年に基幹システムを汎用
機のレガシーシステムからSAP ERPに刷新
したF社の事例では、併せて実施されたコー
ド標準作成プロジェクトについて、その具体
的な内容が記述されている。それぞれ異な
る視点でまとめられた各事例は、いずれも会
員企業にとって貴重な情報ばかりである。

「日本企業のSAP運用には、アドオンが多い
ことや推奨ツール（SAP Solution Manag-
erなど）の普及が進んでいないことなど、特
殊な点があります。グローバル展開ではこの
ような特殊性を排さないと、コストがかさむ
だけでなく、保守運用にも支障をきたしま
す。難しい問題ですが、こうしたことも今後の
重要な課題になります」（深澤氏）
また分科会の活動では、新たな研究テーマ
として「グローバルIT人材の育成」に取り組み
始めている。

「すべての企業にあてはまる模範解答が虎
の巻に書かれているとは思いませんが、少
なくともグローバル展開しようとするSAP
ユーザーならば一度は考えなければならな
いことが書かれています。この点で虎の巻
は大きな成果だと考えます。しかし最も大
きな成果は、虎の巻を作るために活動され
た会員の方々が、その活動を通じて、虎の
巻に書かれている以上の知見や情報を得
られたことです。今後もGI部会は、会員企
業が今直面している切実な課題について企
業の壁を越えて深く議論しあえる場であり
たいと考えています」（滝川氏）

滝川 浄氏

コニカミノルタ情報システム株式会社
取締役

ビジネスシステム開発本部 本部リーダー

鈴木 潤一氏

日本発条株式会社
企画本部　情報システム部

企画グループ 主管

深澤 秀雄氏

株式会社菱化システム
営業本部 

海外グループ 部長

JSUG Global 
Implementation部会

SAP ERPのグローバル展開における課題研
究を目的に、JSUGの機能部会の1つとして
2005年7月に発足。多くの会員企業の参加に
より、グローバル展開の方法論や運用課題等
について、事例紹介や意見交換を行っている。
活動の詳細は http://www.jsug.org/
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JSUGが推進する Education/Network/Influenceの3つの活動
は、国境を越えて大きく広がりつつあります。毎年、国際派遣予算
を確保してこれらの活動へ拠出し、SUGEN（SAP User Group
Executive Network）の会議への参加、海外のユーザーグループ
との交流、SAPが主催するイベントへの参加/発表などを行ってい
ます。
また、ASUG（Americas’ SAP Users’ Group）のInternational
Affiliateとして会員になっており、最新情報を取得しています。特に
SUGENの活動は、ユーザーの声を取り入れた保守方針の変更など、
SAP Enterprise SupportをめぐるSAP AGへの働きかけによっ
て、会員の皆様にもよく知られるところとなりました。今後はSUGEN
とより深く連携しながら、日本のユーザーの声をSAPの製品戦略に
反映させていく活動にも取り組んでいきたいと考えています。

ユーザーの声をSAPに届ける
『インフルエンス/CS会議』の設置

JSUGでは、インフルエンス活動を『ユーザーの声を実現させる活
動』と捉え、JSUGだけではなく、SAPのCS活動とも連携すること
で、より早く具体的な成果を上げるための努力を続けています。そ
の1つとして、個々の活動をモニタリングしながら、活動全体を統括
する『インフルエンス/CS会議』を設置し、毎月JSUG常任理事と

SAPジャパンCS推進部で議論をしています。この会議では、四半期
を活動の1サイクルと捉え、第一月はCS調査、JSUGの各種アン
ケート結果にもとづく課題の把握、第二月は、これらの課題に関連
したSAPの2部門の中堅社員との議論、第三月はそれまでの活動
の総括とレポートの作成を行っています。「カスタマーメッセージ登
録ハンドブック」や「よくあるご質問回答集－SAPからお答えしま
す－」(典型的なユーザーからの質問への回答集)は、こうした活動
の具体的な成果です。また、定期的にSAP AG、SAPジャパンの幹
部との会議を開催しており、特にSAPジャパンのイルグ社長やサ
ポート事業本部のバナート本部長とは毎月それぞれ会議を持ち、
SAP Enterprise Supportに関して、より多くのユーザーがメリット
を享受できるようなプログラムの作成を働きかけ、いくつかの成果
も生まれています。

共通の課題を共に考え、解決する
部会、フォーラム活動

JSUGが年間でどのくらいの会合を開催しているかをご存知でしょ
うか。毎年発行するアニュアルレポートに記載していますが、2008
年度には部会・フォーラムを54回、主催イベントを14回も開催して
います。つまり、1週間に1回以上は何らかの会合が開かれているこ
とになります。
また、ユーザー課題の変化に合わせて新たな活動体も生まれてい
ます。2008年にSAPより発表されたSAP Enterprise Supportに
対する活動が活発化した流れを受けて、テクニカル部会を母体と
して「Solution Manager研究会」が新たに発足しました。その他
には、IFRS（国際会計基準）、SAP BusinessObjects製品に関する
部会設立も準備が進められています。

JSUGは、ユーザーが抱える課題を共に考えるための会合を日々開
催しています。是非、ご興味のある会合に足をお運びください。同じ
悩みを抱える会員が皆様の参加を心よりお待ちしています。

コミュニティー活動で
ユーザー課題の解決を目指す

ユーザーが抱える共通課題の解決に向けて、JSUGはその活
動の在り方を常に考えています。国際的な活動の強化、SAP
ジャパンとのさらなる連携、新たな活動体の立ち上げなど、さ
まざまな形態のコミュニティー活動で共通課題の解決を目指
しています。ここではJSUGにおけるコミュニティー活動のト
ピックスをいくつかご紹介します。

JSUGインフルエンス活動の全体プロセス図

■TOPICS 2008-2009

JSUG News 共通課題の解決を支援する新たな活動の推進

■Solution Manager研究会
SAP Enterprise Supportのメリットを存分に享受するためには、
SAP Solution Manager Enterprise Editionを導入し、利用する
必要があることから、テクニカル部会内にSolution Managerを
研究するための新たな会を発足

※その他の部会、フォーラム活動の概要については、JSUGNET
（http://jsug.org/）でご覧いただけます。

世界各国のユーザーグループと積極的な連携
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お問い合わせ先

■「ユーザダイレクト方式」とともに13年

株式会社 ソフテス 〒430-0944　静岡県浜松市田町330-5 遠鉄田町ビル4F TEL：053-450-3188   URL：http://softes.co.jp

株式会社 ソフテス

ソフテスの基本方針、それはSAP ERPこそ究極のソリューションであ
るという確信のもと、専業企業として常に最新の技術と知識を身につ
けたプロフェッショナルであり続けること、いかなるシーンにおいて
もユーザーオリエンテッドのシステムサービスに徹することです。

常識にとらわれることなく、物ごとの本質を見極め、誠実な対応のも
とで、実践的かつ合理的な処置を施す。この受け継がれる行動原則
をベースに、さらなる事業展開の質的向上、領域の拡大にチャレンジ
するソフテスに、ぜひご期待ください。 ソフテス独自の導入手法「ユーザダイレクト方式」

お問い合わせ先

■ガバナンス強化と競争力向上をバランスしたグローバル展開に注力

アビームコンサルティング株式会社
事業開発グループ マーケティング部

〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビルヂング
TEL：03-3501-8355（部門代表） URL：http://jp.abeam.com

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、
国や地域に即したサービスをグローバルに提供している総合マネジメント
コンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシング
などの専門知識と、豊富な経験を持つ約3,800名のプロフェッショナルを
有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担
う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。
現在、986名（国内最多、2009年10月現在）の「SAP認定コンサルタン
ト制度」の認定者を有し、SAPジャパンが同社の優秀パートナー企業を
表彰する『SAP AWARD OF EXCELLENCE』の「サービス・パートナー

部門」において、1998年の賞創設以来12年連続12回の受賞、「プロ
ジェクト・アワード」でも最多の8回を受賞しています。企業グループ、グ
ローバルにおけるSAPの展開・活用、国際財務報告基準（IFRS）適用を
睨んだ統合、標準化された経営管理基盤の構築等を支援しています。
特に日系企業のグローバル展開に伴う業務プロセス、基幹システムの
世界標準化など、国境を越えた数多くの大規模プロジェクトを手掛け
ています。BPM、Portal、BW、MDM、PIなどに代表される、SAP
NetWeaver製品群の新機能活用についても多数の実績を有していま
すので、是非お声掛けください。

■SAPアプリケーションのシステムライフサイクルをフルサポート

株式会社 アイ・ティ・フロンティア
〒104-6032　東京都中央区晴海1-8-10　晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX
TEL：03-6221-5238    URL：http://www.itfrontier.co.jp

株式会社アイ・ティ・フロンティア

アイ・ティ・フロンティアは三菱商事を株主とするIT企業であり、これまで
国内をはじめグローバルにビジネスを展開するお客様にSAPソリュー
ションを提供してまいりました。その経験を通して培われたノウハウを
生かし、コンサルティングから開発、運用、保守に至るまで、一貫した
サービスをワンストップでご提供いたします。
現在は、「アセスメントツールを活用してアップグレードの作業効率を大
幅に向上するSaaS型アップグレード・サービス」、また「国際会計基準

（IFRS）を見据えたグループ経営管理ソリューション」の2つの分野に注
力しながら、お客様のIT課題、経営課題にお応えしています。

お問い合わせ先

Full Support Service Cycle

PR JSUGスポンサー紹介



基幹システムのアップグレードは、全社的
なITガバナンスをチェックし、持続的な成
長を見越したシステムの変化対応力を高め
るための絶好の機会といえます。しかし現
実問題として、すでに業務の現場に定着して
いる基幹システムのアップグレードは、その
効果が見えにくいうえ、相応のコストと期
間、また一定のリスクが伴います。
こうした課題に対して、アイ・ティ・フロン
ティアのSAPアップグレードサービスは、
三菱商事グループへのSAP ERP運用支援
から生まれた独自の方法論をベースに、長
期的なシステムのライフサイクルを視野に
入れたきめ細かなサービスを提供します。
具体的には、アセスメント計画フェーズに
おける調査・分析から、開発フェーズとテス
トフェーズを含めたプロジェクトの効率化
と精度向上、本番実施フェーズにおけるダ
ウンタイムの短縮、そしてプロジェクト後の
保守・運用フェーズにおける堅牢性の確保
までを一貫した体制で支援。アップグレー
ドの価値を最大化するための仕組みとノウ
ハウを提供します。

最新のアセスメントツールに
独自のノウハウを融合
そのバックボーンとなっているのが、海外
において高い評価と実績を有する最新のア
セスメントツールの活用です。このツールに
同社独自のノウハウを融合し、これまでは
不透明だったアップグレードに関わる影響

範囲を詳細に把握する
ことで、プロジェクトの
期間、工数、コストを大
幅に削減するとともに、
リスクを最小化。同時
にシステム基盤の精度
と信頼性を向上させ、
SOAに対応した拡張性
を創出します。
アイ・ティ・フロンティア
が採用しているアセス
メントツールの最大の特
長は、トランザクションベースの解析を実現
している点にあります。これにより、アップ
グレードで使用できなくなる汎用モジュー
ル、コピーアドオン、ノートやモディフィケー
ションの抽出を短期間で実施。また、SAP
ERPの権限に関わる影響やテストの優先順
位も提示します。さらにはプロジェクト期
間中の進捗管理、本番稼働後にSupport
PackageやEnhancement Packageを適
用した際の影響分析でも、活用することが
できます。
すでに同社が手がけている複数のプロジェ
クトにおいて、このアセスメントツールの効
果・精度が実証されています。一例として、
商社のA社では、それまでは2～3カ月を要
していた基幹システムのアセスメントが、わ
ずか４週間で完了。アセスメント結果も、同
社が過去に手がけたアップグレードプロ
ジェクトと相違がありませんでした。

個別企業のニーズに即した
アップグレードの「最適解」
経験豊富な多くのコンサルタントを擁する
アイ・ティ・フロンティアは、ツールの機能だ
けではカバーできない個々の課題に対して
も、万全の体制でサポートしています。オフ
ショアリソースを活用した開発コストの削
減、TCO削減を目的としたサーバー統合や
OS、DBのマイグレーションまで、個別企業
のニーズに即したサービスの柔軟性は同社
ならではの強みといえます。

ビジネスの持続的な成長には、最適なシステムのライフサイクルにもとづく基幹システムの運
用が不可欠です。アイ・ティ・フロンティアはSAP ERPのアップグレードに際して、最新のアセ
スメントツールを活用した独自の方法論によって、プロジェクト工数の削減、ダウンタイム短縮
のほか、稼働後のシステムの価値を最大化するための一貫した支援体制を提供します。

システムの最適なライフサイクルを実現する
SAPアップグレードの最適解
最新のアセスメントツールを活用したコスト、リスクの削減

専用ツールを活用したアップグレードのプロセス

株式会社アイ・ティ・フロンティア

Partner SolutionsPR記事

〒104-6032　東京都中央区晴海1-8-10　
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX
TEL：03-6221-7000
URL：http://www.itfrontier.co.jp

お問い合わせ先
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企業が直面するビジネス課題の解決には、
情報の“見える化”が不可欠です。しかし、
単なる情報の見える化からは“真の変革”
は生まれません。経営改革プロジェクトの
多くが失敗に終わる原因も、実はこうした
ところに潜んでいます。経営に有用な“見
える化”の実現においては、「経営情報シス
テムの導入」「経営情報の標準化・共通化」

「経営管理プロセスの変革」の3つを総合的
に推進することが重要です。

テンプレートの活用により
高品質な分析環境を短期構築
一方で、理想的なアプローチをもってして
も、プロジェクトの長期化は避けられませ
ん。変化の激しい経済環境においては、さ
まざまな要因によって構想の変更を迫ら
れ、プロジェクトの遅延、コストの増大と
いったリスクが発生します。そこでIBMは、
あらかじめ必要な機能を備えたソリュー

ション・テンプレート「ビジネス・アナリティク
ス・コックピット」を開発。変革の起爆剤とな
り得る“見える化”に向け、短期間で高品質
な分析環境の構築を可能にしました。
SAP NetWeaver® Business Ware-
houseを活用したこのテンプレートは、
SAP ERPや他システムからグローバル会
計およびグローバル・ロジスティクスの
データを集約し、加工・分析。操作性とデ
ザイン性に優れたWebベースのレポート
に表示します。標準的な KPIを幅広くカ
バーするほか、企業固有のKPIやレポート
を容易に組み込むこともできます。さらに
特長的なのは、テンプレートをベースに自
社の経営管理プロセスを定義できる点で
す。つまり、テンプレートを適用すること
で、自ずと「経営情報システムの導入」「経
営情報の標準化・共通化」「経営管理プロセ
スの変革」の足並みが揃い、結果として“見
える化”プロジェクトを短期間で成功へと

導くことができるのです。

持続的成長に向けて
改善の文化を全社に浸透
ビジネス・アナリティク
ス・コックピットは、主に
管理者層と現場の担当者
向けのソリューションで
構成されています。ここ
に別途経営層向けに提供
されるエグゼクティブ・

コックピットを組み合わせることで、生きた
実績情報に基づく迅速な経営判断が下せ、
経営戦略を現場レベルにまで徹底できる仕
組みが完成。これにより、各々の立場で現
状をタイムリーに把握し、結果を評価して次
の一手につなげる“改善のマネジメントサイ
クル”を確立できます。
このように全社レベルで体系化されたKPI
構造の実現を目指すビジネス・アナリティク
ス・コックピットは、組織のあるべき姿を
隅々にまで浸透させ、その具現化を加速。
企業の粘り強い経営を強力に支援します。

「ビジネス・アナリティクス・コックピット」は、SAP ERPや他システムのデータを有効活用
し、短期間でグローバル会計およびグローバル・ロジスティクス情報の可視化を実現する
ソリューション・テンプレートです。企業の持続的成長には、明確な戦略と正確な情報に基
づく継続的な改善が欠かせません。IBMは“見える化”のその先を見据えています。

体系化されたKPI構造で経営を強化する
IBM「ビジネス・アナリティクス・コックピット」

“真の変革”を加速する分析・改善のマネジメントサイクル

アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス株式会社

情報提供構造

レポートイメージ（国別売上高営業利益率）

〒106-8711　東京都中央区日本橋箱崎町19-21
URL: http://www.ibm.com/bacp
E-mail: sapalian@japan.ibm.com

アイ・ビー・エム 
ビジネスコンサルティング サービス株式会社

お問い合わせ先
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需給改革において、その効果を最大限引き
出すためには、①システム導入は短期間で
行う、②運用・定着に時間をかけ効果検証
を繰り返す、の2点が重要です。多くの企業
がシステム導入段階で躓く中で、アビーム
コンサルティングが提供する2つのテンプ
レートを活用し、短期間でシステム導入を達
成した企業は成功の果実を手にしています。

製造/販売/在庫情報を可視化する
グローバルPSIソリューション
電気機器、精密機器メーカー等、海外売
上・製造比率が比較的高い業種において
は、海外拠点を含めた「可視化」、「見える化」
が需給改革における長年のテーマとなって
います。アビームコンサルティングがこれ
らの業種に向けて展開する「グローバル
PSIソリューション」は、SAP Advanced
Planning & Optimization（SAP APO）を
ベースに製販在情報の可視化を短期間で

実現します。
海外販社では納期回答とともに、船積み予
定を加味した将来販社在庫が見える、本社
では販社予算を自動連動させた製造指示
を海外工場に依頼できる、販社/本社/工場
が同じ情報を見ながら在庫調整を行うこと
ができるなど、これらはすべて、同社のソ
リューションを導入した企業で実現してい
る改善施策です。
また、可視化レベルを高めるためには、グ
ローバルでのコード統一、基幹データとの統
合が欠かせません。アビームコンサル
ティングの「グローバルPSIソリューション」
は、SAPと同一のプラットフォーム上で環
境を構築することにより、シームレスなデー
タ連携、マスターコード連携を実現します。

ニーズの高い需給課題を解決する
テンプレートソリューション
アビームコンサルティングが自社開発した

「需給テンプレート」
は、国内SCMでも特
に管理メッシュの細か
い食品・日雑メーカー
向けソリューションと
して、すでに複数企業
への導入支援が行わ
れています。
将来在庫を可視化で
きる、危険な在庫の
みアラート監視でき

る、滞留見込みを早期に察知できる、エク
セルライクな画面で業務の標準化を推進で
きるなど、「需給テンプレート」は多くの需
給改革プロジェクトで培った知見をもとに、
ニーズの高い需給課題へ対応した機能を標
準装備し、短期間で解決を図ることが可能
です。

改革の将来像を見据えた
簡易診断サービス
アビームコンサルティングでは、「投資対効
果が見えない」、「改革後の将来像が見えな
い」、「経営層に上申できない」といった、改
革に一歩踏み込めない阻害要因の解消に
ついても、需給簡易診断サービスでサポー
トしています。5～8週間の診断サービス
によって、現状需給レベルの診断、将来改
革像の見える化、実行計画の策定を実施。
これによって、将来像/実行予算を見据えた
より効果的な需給改革を推進することがで
きます。

昨今の経済状況下において、コスト削減の重要性に再注目し、在庫削減/廃棄ロス削減/業
務コスト削減を経営目標に掲げる企業が増えています。しかし、需給改革が遅れ、需給業
務が未成熟な企業にとって、この目標は高いハードルとなっています。アビームコンサル
ティングは、多くの経験と実績から培われた2つのテンプレートを機軸としたコンサル
ティングサービスを提供し、目標達成を強力に支援します。

2つの強力なテンプレートによる
グローバル／国内需給改革支援
簡易診断サービスで改革の阻害要因も解消

アビームコンサルティング株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1
TEL：03-3501-8355   FAX：03-5548-7237
URL：http://jp.abeam.com
E-mail：jpabmktg-q@abeam.com

アビームコンサルティング株式会社 
マーケティング部

お問い合わせ先



BASISの運用コストを削減する「SAPシス
テム運用サポートツールパック」は、『移送管
理』『ジョブ管理』『ユーザー管理』などにお
いて、SAPの標準機能ではサポートされて
いない、利便性を追求した16機能のプログ
ラムのパッケージとして提供されています。
さらにツールパックを購入したユーザーが
要望する汎用的な機能を随時開発し、無償
で提供しています。現在、2機能の追加開発
が進められており、ユーザーの意見を最大
限に取り入れたアドオンのツールパックと
して進化を続けています。
導入効果として、BASIS担当者の作業時間
が月ベースで約20時間削減（各業務担当者
における障害対応の作業時間や、作業ミス
の対応時間の削減分は除く）されるという
報告もあがっています。

「SAPシステム運用サポートツールパック」
では、以下のような課題を解決する機能が
提供されます（Webサイトから2カ月間の
無償トライアル版も提供中）。
Q：システムメンテナンス中なのにユー
ザーがログインしている。
A：「ログイン排他」機能では、指定した時
間に、特定のユーザー以外のログインを制
限することができます。ユーザーを一時的
にロックして、ログインできないようにす
るなどの作業は不要になります。定期的な
メンテナンススケジュールにも対応し、各
種通知機能で、ログアウト要請などのアナ
ウンスも自動で実施可能です。 

Q：移送の履歴管理のレポー
ト作成が大変。
A：エキスポート、インポート
のなどの履歴を一覧で表
示。各結果だけではなく、誰
が実施したかなども一目で
把握できます。テスト機に導
入した順番どおりに本番機
に導入したいなど、履歴を確
認する際に有効な機能です。
Q：ジョブ管理ツールは高価。
標準のジョブ管理ツールで運
用できないのか？
A： イベントトリガーやジョブサスペンド機能
などを利用することにより、標準ではできない
と思っていたジョブフローが実現可能です。

IDocインターフェースの運用コストを削減
クレスコ・イー・ソリューションからは、この
ほかにもSAPシステムの価値を高める各
種のソリューションが提供されています。

「 The IDoc M@ster」は 、MATCOR、
ORDERS05などのIDoc特有の技術名称
を、わかりやすい日本語テキストに置き換
えたり、業務担当者が必要な項目のみを表
示するなどの機能を備えたIDoc管理ツール
です。これまではIT部門が監視し、障害対応
を行っていた作業を、業務担当者自身で実
施することができるため、IDocインタフェー
スにおける運用コストは大幅に削減されま
す（2カ月間の無償トライアル版を提供中）。

早く、安くSAPデータ連携を実現
また、SAP認定製品「全銀TCP/IP PIアダ
プタ」を はじ め 、簡 単 連 携 ツール「EAi
Communicator with SAP」など、複雑化
するシステム環境におけるSAPデータ連携
を、最良な方式で実現する各種ソリュー
ションも提供されています。

クレスコ・イー・ソリューションが提供するSAP付加価値ソリューションの「SAPシステム運
用サポートツールパック」は、ユーザーが要望する汎用的な機能を無償でツールパックに追
加するサービスを開始しました。このほか同社からは、SAPシステムの利用効率向上、運
用コスト削減に効果的な各種ソリューションが提供されています。

運用コスト削減とサービス品質向上に効く
『SAP付加価値ソリューション』

SAP専業15年のノウハウを凝縮した各種ソリューションツールをリリース

クレスコ・イー・ソリューション株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-31-19　
オーエックス田町ビル
TEL：03-5444-4621  FAX：03-5444-4622
URL：http://www.cresco-es.co.jp
E-mail：solution@cresco-es.co.jp

クレスコ・イー・ソリューション株式会社
ソリューション本部

お問い合わせ先

クレスコ・イー・ソリューションのソリューションマップ
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ソフテスはこのほど組織体制を一新し、運
用サポートサービスの専任部門を創設しま
した。同部門は、SAP ERP運用支援の豊富
な経験を持つ一線級のシニアコンサルタン
トやベテランSEを中心に編成。SAP ERP
ユーザー企業から寄せられる高品質かつ
効率的な運用サポートへのニーズに、万全
な体制で応えます。

ユーザーからの「もうちょっと」の声
SAP ERPは、柔軟性に優れたシステムで
す。その反面、すべての機能をユーザー企業
の経営・業務に最適な形で使いこなすため
には、それ相応の知識と技術、経験が要求
されます。実際、SAP ERPを運用している
ユーザー企業からは、「もうちょっと使い勝
手やレスポンスが良くならないか？」、「もう

ちょっとデータの構成を変えられない
か？」、「業務改革のために、もうちょっと
SAP ERPをうまく応用できないか？」など、
多くの「もうちょっと」の声が聞かれます。

定期訪問コンサルティングサービス
ソフテスのコンサルタントは、この「もうちょっ
と」を解決するさまざまなノウハウを提供し
ます。提供の方法は、定期訪問コンサル
ティング。コンサルタントが定期的にユー
ザー企業を訪問し、SAP ERP運用の課題抽
出と解決を行います。その中でも、SAP専業
のシステムコンサルティングファームとして、
約50社にのぼるユーザー企業の運用支援
を手がけてきた経験を活かしたコンサル
ティングワークショップは、ソフテスならでは
の高度な専門サービスです。

「価値、生む活用」を実現する
豊富なサービスメニュー
同社は現在、ユーザー企業
のさまざまなニーズに応え
る豊富なサービスメニュー
を用意して、SAP ERPの「価
値、生む活用」を実現する運
用支援を行っています。

安定稼働を支援する
基本メニュー
・SAP ERP障害の解決
・Q&Aサービス

・機能上、性能上の不具合の改善

個別ニーズに応える応用メニュー
・標準機能の追加設定
・アドオンプログラムの開発
・経営改革に向けたSAP ERP活用支援
・IFRS（国際会計基準）対応
・国内外の子会社へのシステム展開支援
・アップグレード、マイグレーション
・スキルトレーニング
・ユーザー継承支援

保守サポートから運用サポートへ
グローバル化への対応、経営効率の向上へ
の寄与など、SAP ERPに対する期待はより
一層高度なものへと変化しています。ソフ
テスは、いわゆる保守サポートと呼ばれる
稼働を保証するだけのサポートサービスで
はなく、お客様の高度化、多様化するニーズ
にお応えする高品質、高効率な運用サポー
トサービスを提供します。

ソフテスの運用サポートサービスが一新されました。各モジュールの専門コンサルタント
による定期訪問コンサルティングをベースに強化された新たなサービスでは、ユーザー各
社の潜在的な課題の発掘から解決まで、優れた実績に基づく豊富なサポートメニューが用
意されています。

SAP ERPの「価値、生む活用」を実現する
高品質な運用サポートサービス
定期訪問コンサルティングをベースにサービスを一新

株式会社 ソフテス

〒430-0944 静岡県浜松市田町330-5 遠鉄田町ビル4F
TEL：053-450-3188　FAX：053-450-3190
URL：http://softes.co.jp
E-mail：web_info@softes.co.jp

株式会社 ソフテス

お問い合わせ先

ソフテスのサポートサービス事業の概要
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従来のアップグレード事前診断ツールの役
割は、アドオンオブジェクトの全体像をリス
トアップすることに留まっていました。SAP
ERPの構造分析技術を有するPanayaは、
修正・テストが必要な作業の相関関係を全プ
ログラム間で分析。トランザクション、プログ
ラムとの関係性を、最短2日間で解析します。
専用の解析プログラムを実行するだけで、修
正方法・優先度の提示、難易度を考慮した
スケジューリング、修正とテストの進捗管理
など、きめ細かなレポートを提供。アップグ
レードにおけるリスクとコストを事前に明確
化し、大幅な工数削減に貢献します。
また、SAP ERPのアップグレードで標準
プログラムに変更があった場合、Panaya
は影響のあるアドオンプログラムの範囲を
特定し、修正と難易度、修正指示提案を出
力。実施すべき修正・テストの作業時間か
ら、全体工数の想定と最適化をシミュレー
ションすることも可能です。

●クローンプログラム※の差異検出 
●SAPソフトウェアの適用済みNoteの有効

性検証 
●汎用モジュールの置き換え指示 
●バッチインプットのリストアップと修正提案 
●権限のテストと修正提案 
●リソース配分、コスト配分とプロジェクト計

画支援 
●プロジェクトの進捗管理を支援

プログラムの影響を分析し、
修正・テストの優先度を提案
Panayaでは構造化されたABAPソースを
多次元的に比較し、修正箇所、修正方法指
示、使用頻度、修正順、呼び出し元検索、テ
スト範囲、テスト優先度、テスト順、難易度

などを短期間で判定。
オブジェクトごとにか
かる工数を積み上げ、
正確なコスト試算を
実施し、プロジェクト
の準備と計画をトータ
ルに支援します。プロ
ジェクト進行中には前
回の状況との比較を
行い、的確な進捗管
理をサポートします。

SAPライフサイクルに合わせた
ソリューションも提供
SAP ERPの継続的な運用には、バグ修正
を行うサポートパッケージの適用が不可欠
です。その実装には大規模なテストを実施
して、機能のコンフリクトを検証しなくては
なりませんが、Panayaではそのシミュレー
ションも簡単です（サポートパッケージオー
トメーション）。進行中のプロジェクトとの
コンフリクトについてリストで確認できると
ともに、サポートパッケージを適用した場
合の影響を診断します。最終的に、サポート
パッケージの適用にかかるコストおよびリ
スクを半減することが可能です。

アップグレードは、内部統制基盤の強化、国
際会計基準（IFRS）への対応、サーバ統合な
ど、SAP ERPをさらに活用していくための布
石でもあります。Panayaはこれまでのアッ
プグレード課題に的確に応え、アップグレー
ドプロジェクトの円滑な進行を支援します。

多くの企業がSAP ERPアップグレードの必要性を認識しながらも、コストはできるだけ抑
えたいと考えています。電通国際情報サービス（ISID）が提案するSAPプログラムの自動解
析ツール「Panaya（パナヤ）」は、プロジェクトの確実な事前準備・進行中のリスク低減を支
援することで、可能な限りコストを抑え、短期間かつ確実なアップグレードを可能にします。

〒108-0075 東京都港区港南2-17-1 
TEL：03-6713-7100  FAX：03-6713-9923 
E-mail：erp-info@isid.co.jp
URL：http://www.isid.co.jp/

株式会社電通国際情報サービス
エンタープライズ ソリューション事業部

お問い合わせ先

迅速かつ正確にリスク/コストを可視化する
SAP ERPアップグレード支援ソリューション「Panaya」
最短2日での解析を可能にするSAPプログラムの自動解析ツール

Panayaのアップグレード支援サービス

株式会社電通国際情報サービス

※クローンプログラム： SAPソフトウェアの標準プログ
ラムをコピーして作成したアドオンプログラム。モディ
フィケーションを適用したくない場合に作成されること
が多い。

アップグレードを最適化する
Panayaの独自機能
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入会のご案内

JSUGの概要
名称：SAPジャパン・ユーザー・グループ（略してJSUG、ジェイサグ）
設立：1996年
会長：安永 豊（日本郵船株式会社 アドバイザー）
法人会員（ユーザー）：410社    賛助会員（パートナー）：54社
JSUGNET登録者：4,707名（以上、2009年9月末現在）
部会/フォーラム：産業部会 7部会、機能部会 8部会、地域フォーラム 5フォーラム

JSUG会員資格
法人会員：SAPのシステムを使用している又は使用が見込まれる法人
賛助会員：本会の目的に賛同した法人で、SAPによって承認されたビジネスパートナー
個人会員：本会の目的に賛同した個人
年会費   法人会員：60,000円　初年度年会費無料（SAPジャパン株式会社が負担）

賛助会員：110,000円   個人会員：30,000円

入会申込書
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JSUG事務局　FAX:03-5575-7492

●入会方法 ●お問い合わせ入会申込書をご記入の上、FAXまたは電子メールで
お送りいただくか、JSUGホームページ（JSUGNET）
よりオンラインでもお申込みいただけます。
JSUGNET：http://www.jsug.org/

JSUG事務局
東京都港区赤坂4丁目3-15 FSK赤坂ビル2F
E-mail：info@jsug.org
TEL：03-3588-0485  FAX：03-5575-7492
事務局運営時間：平日 10:00-18:00

ふりがな

お名前

会社名
（部署名）

E-Mail

電話番号

ご住所

会員区分

SAP製品の
ユーザー

コメント

@
（　　　　　　　　）              　　　　　-

（〒　　　　　　　　　　　　）              　
都道
府県

□ SAP製品のユーザーである　　　　□ SAP製品のユーザーではない

□ 法人会員　　　　　□ 賛助会員　　　　　 □ 個人会員

市区
町村

JSUG
事

務
局

共通の課題を共に考え、解決する場である
JSUGは、幅広い業種のSAPユーザー企業の皆
様に対して、広く門戸を開いています。 JSUG
の活動から生まれる会員企業の強い絆は、厳
しい経営環境の乗り切るための大きな糧とな
ります。今後のJSUGの活動への新たなご参加
を心よりお待ちしています。

JSUG会長　安永 豊

オンライン入会のご案内
※JSUGへの入会手続きは、JSUGNETからオンラインで承っております。 http://www.jsug.org/

FAXでお申し込みいただく場合は、お手数ですが送信後、info@jsug.orgまでご一報ください。！ ご記入いただいた情報は、JSUG事務局からの各種ご案内（イベント、セミナー）に使用させていただく場合がございます。

>>>

JSUGの活動へのご参加を
心よりお待ちしています。


