Infor CloudSuite Industrial（SyteLine）

高い生産性を維持
常に納期通りに納品できるとしたらどうでしょう？
毎日が時間との闘いです。 競争は非常に厳しいため、より早
く市場に投入し、需要と供給の釣り合いが取れたより優れた
作業を行う必要があります。 また、サプライチェーンがどん
なに複雑であろうと、変化にすばやく対応して、過剰在庫を
減らし、コストを削減しなければなりません。 最も重要なこ
とは、お客様と約束した商品を約束した時間に届けることで
す。 そこで、良いニュースがあります。 こうした要望に応え
るだけでなく、それらを克服することができるのです。 その
秘密は、オフィスと生産現場の両方で生産性を改善するエン
タープライズリソースプランニング（ERP）システムを見つ
けることです。

組み込まれた経験を得る
組立生産のエキスパートによって開発された

優れた意思決定を迅速に
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わたる経験が組み込まれています。 これは、作業を成し遂げ

う？必要な時間に必要な商品を注文できるとしたら？ また、

るために必要なツールを所有し、そのすべてを経験豊かなサ

予定外の注文が他の顧客の注文、処理能力、原材料ニーズ、

ポートチームから得ているという安心感を意味します。

および製造コストに与える影響が 予めわかるとしたら？

役立つソリューションを入手し、独自のビジネスプロセスを
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定義することができます。 したがって、システムに指示され

実現できます。

るのではなく、独自のシステムを作り上げることができるた
め、合わないものを無理に合わせようとしなくて済むので
す。

信頼性の低い時代遅れのプロセスを使用して、顧客ニーズの
監視、納品日のスケジューリング、リソースの追跡を行う必
要はなくなりました。 発生した時点で確認しなければならな

生産におけるベストプラクティスとプロセスフローがInfor
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以下のようなことを実現できます。

簡単に対応できることがわかるでしょう。

•

独自のシステムを作る
ERPシステムをその場で微調整し、日々のビジネス課題を
迅速かつ効率的に解決するツールを作り上げます。

•

現場作業に集中
生産現場で予想外の注文が発生した場合に、中断すること
なく、すべての注文を納品できるよう現在のスケジュール
を調整します。

•

安心感
作業を成し遂げるために必要なツールを所有していること
がわかります。 また、そうしたツールを、必要な要件を
備え、作業内容を知り、生産のことを理解している経験豊
かなチームから得ていることがわかります。

最終的に、独自のシステムを作り上げ、日常的な問題を解決
して、成功するために必要なツールとサポートが得られる、
エンタープライズリソースプランニングソリューションを手
にされることでしょう。

会社のサイズ、範囲、または規模にかかわらず Infor CloudSuite
Industrialを会社の現場ニーズに合わせて設定することができま
す。 混合モードのプロセスを持つ中堅メーカーであろうと、複

Infor CloudSuite Industrialに関する事実

雑なMTOおよびETOビジネスモデルを有するエンタープライズ

• 役割ベースの情報

規模のOEMであろうと、Infor CloudSuite Industrialを使用すれ

• パーソナライズされたユーザインターフェイス

ば、より効率的にビジネスを行うことが可能です。

• 柔軟なクラウド実装オプション
• 限りない成長の可能性

Infor CloudSuite Industrialがもたらすもの：
高度なプランニングとスケジューリング（APS）
商品を製造するために必要な材料、人材、機械、およびツールが
あるかどうかを確認します。 また、需要の発生状況を継続的に
監視します。 予定外の注文に取り掛かる前に、スケジュールと
生産現場に与える波及効果を確認して、既存の顧客と共に要望を
調整できるようにします。 機械が停止した場合は、生産スケ
ジュールをすばやく更新できます。 ビジネスプロセスにおいて

トレーニングツール
Infor Implementation Accelerator、Infor Campus、インター
ネットベースの学習ソリューションを使用して Infor CloudSuite
Industrialユーザに必要な情報を提供します。 導入のスピードが
上がるだけでなく、ITスタッフへの負担も軽減できます。

は、生産性を上げ、注文の精度を改善し、時間通りの納品を増や

役割ベースの情報

して、顧客の満足度を維持できます。

作業を行うために、必要なすべての情報を1つの画面で取得しま

複雑な製品コンフィグレーション
生産部門がコンフィグレーションされた注文に対応し、顧客に対
して正確なコンフィグレーション注文を提供していることを
確認します。
材料と在庫の管理
在庫を減らしながら、原材料不足をなくしたいとお考えですか？
Infor CloudSuite Industrialを使用すれば、必要なものを必要な
ときに購入できます。 また、維持が難しく費用のかかるサイド
システムをなくすこともできます。 さらに、受注時間を短縮し
重複注文を排除して、費用のかかるデータ入力エラーを減らすこ
とができ、データに矛盾がないことを確認することで、ビジネス

す。 生産プランナーであれば、計画した生産と実際の生産、何
らかの理由による予想外の廃棄、リソースの活用、時間通りの完
成を管理するのに役立つデータを取得できます。
より優れたユーザエクスペリエンス
ユーザインターフェイス（UI）を特定の業界、チーム、または
個々のユーザに合わせてカスタマイズします。 項目や見出しを
追加、削除、編集して、画面を作り上げます。ITスタッフに支援
を要請する必要はありません。 必要なときに使いやすいグリッ
ドフォームを使用して、必要な情報を取得します。 また、シス
テムをアップグレードする際の高価なカスタマイズ機能の修正を
削減または排除します。

を成長させるアクティビティにより多くの作業時間を使うことが

新しい会社との簡単な統合

できます。

今、新しいビジネスを買収したとしたら、すぐに稼働することが

顧客管理
見積りから請求に至るまで、顧客や見込み客との関係のあらゆる
側面を管理します。

できますか？ Infor CloudSuite industrialを使用すると、ビジ
ネスを通常通りに続行しながら、新しい会社を組織的な構造に加
え、データを複製し、稼働できる状態にすることができます。ま
た、古いビジネスを売却する場合は、データを簡単に切り離すこ

Microsoft (R) ベースのシステム

とができます。 さらに、財務報告ソリューションが統合されて

使い慣れたツールと一般的なナビゲーションを使用することで、

いるため、1カ所で財務情報を入手できます。

導入、カスタマイズ、およびトレーニングに要する時間を節約し
ます。 また、ITスタッフは、戦術的な問題ではなく、戦略的な
プロジェクトに集中できるようになります。 さらに、Microsoft
ベースのシステムでの作業を理解している巨大な人材プールから
人材を確保できるようになります。

クラウド導入
Inforクラウドコンピューティングプラットフォームを介して利
用することで、パフォーマンスの強化やコスト削減といった
Infor CloudSuite Industrialの利点を組み合わせて拡大します。
Infor CloudSuite Industrialは、オンプレミスまたはクラウドに

アプリケーションイベントシステム

展開できます。 クラウドで展開するために必要なのは、インタ

ソースコードを変更せずにシステムをカスタマイズして、ビジネ

ーネット接続とクラウドベースのInfor CloudSuite Industrialの

スプロセスワークフローを改善します。 システムをアップグレ

サブスクリプションだけです。 また、Inforの高度なクラウドコ

ードすると、同時にカスタマイズが自動的に アップグレードさ

ンピューティング技術のおかげで、ITに関与しなくても、Infor

れます。

CloudSuite Industrialを必要な場所に拡張することができます。
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Infor CloudSuite Industrial

Infor CloudSuite Industrialのパワー：

作業を成し遂げるために必要なツールを所有
し、そのすべてを経験豊かなサポートチームか
ら得ていることで安心感が生まれます。 エン

信頼性と保証されたパフォーマンス
ビジネスを継続するために必要な、処理能力と余力を獲得できま
す。

されたエキスパートによって管理および最適化されているデータ

タープライズリソースプランニングシステムを
パーソナライズして、本来のビジネスに集中で
きます。また、作業にとって正しいソフトウェ
アを所有し、サポートチームを利用できること
で安心感が生まれます。これらすべてがInfor

センターで管理されます。

CloudSuite Industrialで得られるのです。

ハードウェアの購入が不要
技術的な詳細ではなく、本来のビジネスに集中できます。
CloudSuite Industrial を Infor クラウドコンピューティング
ソリューションとして実行すると、お客様のアカウントは、認定

セキュリティ
完全な冗長性とワールドクラスの障害回復システムのヘルプを使
用して、どのような最悪のシナリオであっても克服して事業を継

迅速な投資効果

続できます。 さらに、侵入、ハッキング、および不正アクセス
に対して最新かつ最強の防衛を行うことができます。

組立生産では、さらに複雑さが増し、競争が激化しています。
エンタープライズリソースプランニングシステムをカスタマイズ

限りない即時的な成長の可能性

して、本来のビジネスに集中できます。また、作業にとって正し

拡張した設備や今後の新拠点でビジネスソフトウェアソリュー

いソフトウェアを所有し、サポートチームを利用できることで安

ションを使用できます。いつでもどこでも必要な数のシートとサ

心感が生まれます。これらすべてがInfor CloudSuite Industrial

イトを利用可能です。

で得られるのです。
組込み済プロセスはすぐに効果を発揮するため、以下のことが
実現できます。

Infor CloudSuite Industrial

•

迅速に市場へ投入する。

•

納期通りに製品を納品する。

•

少ない労力でより多くのことを行う。

•

変化による影響を減らす。

3

641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
800-260-2640
infor.com

インフォアジャパン株式会社
〒100-0006
東京都千代田区有楽町一丁目1番3号 東京宝塚ビル16階
電話： 03-4520-0700
FAX：03-3504-2350
japaninfo@infor.com
www.infor.jp
www.infor.com

Inforについて
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