Infor Supply Chain Execution

サプライチェーン実行機能を
根底から変える

使うシステムと即座につながるインフォアの実績のあるアプ

もはやサプライチェーンのセグメントを最適化するだけでは

は、ソーシャルコラボレーションプラットフォーム、モビリ

不十分です。最高のパフォーマンスを達成するには、サプラ

ティアプリケーション、インテリジェントアナリティクス、

イチェーン全体をひとつの集合体として捉えて運用すること

ダッシュボード、音声操作等の革新的な機能を提供し、貴社

が必要です。この集合体には、顧客や契約社員、サプライヤ

のサプライチェーンプロセスをレベルアップできるように支

等の社内外の関係者も含まれます。調査によると、非常に完

援します。

成度の高い統合サプライチェーンテクノロジーを採用してい

完全に統一された
サプライチェーンの構築

る企業は、あらゆる側面において常に業界トップにランクイ
ンしています。エンドツーエンドにサプライチェーンを可視
化し、実行系システムを効率化すれば、より迅速かつ収益性
の高い優れた意思決定を下すことができます。

リケーションがあれば、よりスピーディかつスマートに業務
を実行し、日々の成果を高めることができます。インフォア

Infor Supply Chain Execution は、サプライチェーン全体を
ひとつの密接に連携した集合体として捉え、ボトルネックを

総合的な専門知識がもたらす
メリット

なくし、あらゆる面で効率化することが可能な最初のソ

Infor は、何十年もの間、あらゆる業務レベルでサプライ

統一されたソリューションとして利用することで、サプライ

チェーンを支援してきた豊富な経験があります。貴社のサプ

チェーン全体をひとつの統合された合理的なビジネスプロセ

ライチェーンをコントロールし、ビジネスのあらゆる側面を

スへと変えることができます。 Infor Supply Chain Executio

トータルに可視化することができます。インフォアのソフト

nがあれば、関連性のないバッチセグメントを走らせるのでは

ウェアには、調達から生産、販売に至るまで、あらゆる業務

なく、まるで手入れの行き届いたひとつのマシンのようにサ

の専門知識が組み込まれており、日々直面する課題に効果的

プライチェーンを運用できるようになります。

に対処できるように支援します。

競争優位を維持する

リューションです。倉庫管理や労務管理、輸送管理、3PL請
求管理を組み合わせ、共通のユーザーインタフェイスを持つ

Infor Supply Chain Execution は、革新的なテクノロジーと
コアとなる業界特化型機能、コンシューマグレードのユー

スピードが成功の鍵を握る現代社会で競争優位を維持するた

ザーインタフェイスを提供し、サプライチェーン実行プロセ

めに、Infor Supply Chain Executionは、サプライチェーン

スを根本から改革することができます。Infor Supply Chain

実行系業務をエンドツーエンドにスピードアップし、オー

Executionがあれば、リソースを最適化し、すべてのサプライ

ダーの精度向上、出荷の効率化を実現します。

チェーン活動を合理化し、ソーシャルにコラボレーションで

Infor Supply Chain Executionは、次のような最先端のツー

きるようになり、これまでに経験したことがないような効果

ルや機能を提供します：

を手に入れることができます。
Infor Supply Chain Executionが提供するコアの業界特化型
機能を活用すれば、業界を問わず、競争力を得ることができ
ます。例えば、食品雑貨販売業の場合なら、3PLの複雑な請
求処理や食品の保存期間管理、音声を使った操作、作業員の
パフォーマンス管理といった機能を一元管理できるようにな
ります。またファッション業界なら、サイズや色、スタイル
に関する属性をエンドツーエンドに追跡、管理できるように
なります。
インフォアの画期的なテクノロジーに加えて、貴社が頻繁に

• Infor Ming.le：
Infor Supply Chain Execution には、包括的なソーシャ
ルコラボレーションプラットフォームであるInfor Ming.le
が含まれています。これにより、倉庫やロジスティクス業
務におけるビジネスコラボレーションの幅が広がります。
Infor Ming.le は、人やタスク、イベント、プロセスを
「フォロー」することで、顧客や市場の要求の変化に迅速
に対処できるようになります。 Infor Ming.leがあれば、
あらゆる会話をストリームに乗せて、全てのコミュニケー
ションを追跡可能にすることで、必要な文書やディスカッ
ションをすぐに見つけられるようになります。
• ダッシュボード：
自分の業務に関連するインコンテキストな情報を、カスタ
マイズされたダッシュボード上に表示し、自分のパソコン

画面で見ることができます。データの評価や適用といった作
業をよりダイレクトに行うことができます。

ewill社との強力な戦略的パートナーシップによって、小口出荷の

• ウェアハウスディレクター：
最先端技術を駆使したApple iPadアプリを使って、予定の作
業量、作業場所の検索、在庫レベルといったクリティカルな
業務管理を合理化し、出荷頻度マップや拡大可能な倉庫フロ
アー概要図、色分けされた評価指標等、わかりやすく表示す
ることで、入出荷作業を簡単に視覚化することができます。
色分けされたピッキングマップやヒートマップを使って、倉
庫を最適化し、オペレーションをより効率的にモニタリング
できるようになります。シンプルかつ簡単なモバイルプラッ
トフォームからリアルタイムに倉庫のビューを確認し、遠隔
地から柔軟に作業することも可能です。

の拡張機能を提供し、こうした業務に対応することができます。

• ウェアハウスオペレータ：
Androidをベースとしたモバイルアプリケーションを使っ
て、ダイナミックピッキングを実行し、倉庫内作業を効率化
します。シリアル番号のキャプチャや写真による確認および
撮影、スキャナー対応、画面のパーソナライズ、次のロケー
ションへのルートを示す倉庫マップ等、倉庫作業に必要な機
能を手に入れることができます。

• インタラクティブなダッシュボードやレポート、アナティク

• 音声によるコントロール：
Infor Supply Chain Execution は、音声を使って、作業をコ
ントロールし、利便性、効率性を改善します。オペレータ
は、ハンズフリーの状態で、ピッキングや循環棚卸、補充と
いった作業を音声の指示で実行することができます。

• 在庫の合理化、タスクの自動化、リソースの最適化でコストを

• 直観的なインテグレーション：
Infor ION テクノロジーがあれば、Infor Supply Chain Exec
ution を貴社の既存ERPソリューションと簡単に統合し、全
社にわたって情報フローの可視性とスピードを高めることが
できます。
• 業界特化型機能：
Infor Supply Chain Execution は、3PLや食品、小売、ハイ
テク、流通、ファッション、医療、製造など、幅広い業界に
フォーカスした機能を提供し、貴社のビジネスに特有の問題
にすばやく対処し、変化のスピードに追随します。

ためのサプライチェーン見積作成、レート評価、出荷目録作成等

Infor Supply Chain Executionの倉庫管理機能を活用して、次の
点を実現する事が出来ます：
• タスクリービングやクロスドッキング、トランスシップ、
ファィリティビュー、エンドツーエンドシリアル番号追跡、バッ
クフラッシュといった革新的な機能を使った倉庫管理の最適化La
bor Management (労務管理)

ス、ビジネスインテリジェンスを使って、さらに可視性を向上
• Infor Supply Chain Execution のウェアハウスディレクターや
ウェアハウスオペレータを使って、スマートデバイスでリアルタ
イムに倉庫オペレーションを管理

最小化
• Infor Ming.leを使った、コラボレーション、コミュニケーショ
ン、イベント通知
• Infor IONで、様々な製品やプラットフォームとシームレスに統
合
労務管理
Infor Supply Chain Executionのパワフルな労務管理機能は、作
業指示、実績管理、評価、レポート作成等のあらゆる労務関係の
業務をレベルアップさせることができます。パワフルでバラエ
ティに富んだツールを使って、労務計画や予測を含む作業員の生

ベストな機能の組み合わせ

産性をモニタリングすることができます。Infor Supply Chain E

サプライチェーン実行プロセス全体を統一することで、あらゆる

xecution.にはタスク主導管理機能が予め組み込まれており、個人

規模に対応できる効果的な機能を手に入れ、オペレーションの生

のタスク管理プロフィールから迅速かつ簡単に作業員のスキルを

産性を最大化するための細かなコントロールも可能にします。In

最大限に活かすことができます。また、定義した労務基準に対す

for Supply Chain Executionは、最もクリティカルなサプライ

る作業員のパフォーマンスを動的にモニタリングすることが可能

チェーン業務に対応できる各種機能を用意しています。

です。さらに、、移動スピードのコンフィギュレーションを設定
したり、平均または過去の実績をベースに労務計画を立てること

倉庫管理
Infor Supply Chain Executionがあれば、倉庫や流通に関するあ
らゆる業務を、これまでにない程の簡潔さで管理、モニタリング
することができます。例えば、ピッキング、出荷、入荷、保管等

ができますので、庫内の労務管理を効率化することができます。
インフォアのお客様の多くが、倉庫での労務管理を改善し、パ
フォーマンスを大幅に改善しています。
3PL請求

の業務を始め、より戦略的なオーダー処理やウェーブ計画、VAS
オペレーション等の業務についても、柔軟かつ業界に特化した機

3PL企業や、業務コストを事業部別に管理しなければならない企

能を使って、コアの倉庫業務を幅広く改善することができます。

業向けに、Infor Supply Chain Execution は、豊富かつ完全に統

例えば、ピッキング方法や保管戦略、データキャプチャ等を業界

合された3PL請求機能を用意しています。パワフルな機能を使っ

や倉庫の設計によって異なるタイプから選ぶことが可能です。

て、請求管理を簡素化し、複数のファシリティの請求処理を一元
管理することができます。そうすれば、入金処理も改善し、売掛

また、Infor Supply Chain Executionの構成により、RFや音声

金回収日数も短縮し、カスタマサービス全体も強化できます。よ

対応、シリアル番号追跡、キット、タスクインターリービング、

り正確な請求書を作成して顧客に請求できるだけでなく、コスト

カートン管理、運送会社に準拠したラベル処理等のより高度な機

モデルや、派遣・契約社員等の支払請求処理も改善できます。

能を使って、さらにパフォーマンスを高めることができます。K
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Breadcrumb goes here

輸送管理
ひとつの統一されたアプリケーション内で、最強の輸送計画アル
ゴリズムを使って、輸送ネットワークの経路や運賃プロセス等の
コンフィギュレーションの完成度を高め、最適化することで、比
類のないパフォーマンスを達成することができます。

壁を取り除く
サプライチェーン実行業務の全てを集めて、ひとつの集合体とし
て運用していくことができれば、定型的なトランザクション処理
に時間を取られるのではなく、より戦略的な意思決定にフォーカ
スできるようになります。
Infor Supply Chain Executionは、ビジネスの成功を左右する全
ての定型タスクのパフォーマンスを改善し、業務の卓越性を達成
します。

Breadcrumb goes here
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インフォアジャパン株式会社

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

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-1-3
東京宝塚ビル16階
電話：03-4520-0720
japaninfo@infor.com
www.infor.jp

インフォアについて
インフォアジャパン株式会社は、米国インフォアの日本法人として、ERPをはじめとする各種ソリューションを、様々な分野に精通した
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