株式会社アイ・ピー・エス

中堅・成長企業や大企業の関連子会社向けにSAP S/4HANA Cloudをパッケージングした
製品とサービス。それがIPSの「EasyOne Cloud-runs on SAP S/4HANA Cloud-」です。

IPSのサービスコンセプト
目的は業務品質の向上
IPSがお手伝いすることはシステムを構築することではなく、システムを活用した業務サポートです。
既に設定済のシステムをそのままお使い頂くことによって、構築に時間を取られることなく、システムを活用して
業務品質を向上させることに注力できます。
現行システムにあわせて何でも追加開発するのではなく、システムをそのまま使って頂くことで短期間・低価格
でのご提供を実現します。
ステップアップは着実に
クラウドサービスのメリットの一つは「必要なものを必要な時に必要な分だけ」利用できることです。
機能の追加は後から簡単にできるので、まずは本番稼動時は現行業務と同じレベルのことをSAP S/4HANA
Cloudで実現することを目標とします。
そして、新システムでの業務が定着してから、段階的にステップアップを目指します。
基本的な業務プロセスは実装済み
SAPのベストプラクティスベースに、272の基本的な業務プロセスは既に実装されています。(2018年5月現在)
SAP Aribaとの接続シナリオなど、これまでにない新しい業務シーンのご提供が可能になりました。

今や基幹システムも電気やガス、水道のように、すぐ使える時代になりました。
システムを「どう作るか」ではなく、「どう利用するか」を考える時代です。
高品質な情報基盤が簡単に使えるようになる。常に拡張・進化し、世の中のあらゆる情報と業務を
つないでくれる。そのような時代が近づいています。
中堅・成長企業や大企業の関連子会社向けにSAP S/4HANA Cloudをパッケージングした製品とサービス。
それがIPSの「EasyOne Cloud」です。
① クラウドセットアップサービス
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１ヶ月目
お客様向けの
動く環境をプリセット

標準導入期間：３ヶ月

２ヶ月目
データ投入して
動きを確認

３ヶ月目
必要に応じて
帳票等の一部開発

・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・管理会計
・財務会計

③ シンプリフィケーションサービス

② サポートサービス
お客様サポートセンターが本番稼動後の運用をサポート
３年パックサービス

対象範囲

オプション

・プロジェクト前の業務設計
・定着化の支援

オプション

段階的に活用レベルをあげるサポートサービス

業種

商社・卸 （他業種はご相談ください）

モジュール

販売管理、購買管理、在庫管理、
管理会計、財務会計

SAP取扱い製品
SAP S/4HANA Cloud、SAP Cloud Platform
SAP Analytics Cloud

導入期間/導入費用
標準導入期間：３ヶ月
業務環境＋
機能拡張雄

SAP S/4HANA Cloud +
SAP Cloud Platform

分析

SAP Analytics Cloud

導入費用

ソフトウェア・
ライセンス費用

10,000千円～

15,000千円/年～
(50ユーザー)

6,000千円～

1,620千円/年～
(50ユーザー)
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お問い合わせ先
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検 索

EasyOneBI

-runs on SAP Analytics Cloud-

誰でも Anyone
✓

SAPはもちろんのこと、
その他の情報基盤で構築され
た既存システムやPOSデータと
の連携も可能です。

✓

その上、クラウド環境での
提供ですので、BIツールは
初めてという企業様でも、まず
は試してみることができます。

簡単に Easy
✓

直感的な操作性により、問題と
なる事象や変動要因を簡単に
特定できます。

✓

豊富な分析レイアウトをすでに
実装しているので、導入したそ
の日から、今見たい分析データ
をご覧になれます。

✓

その上、SAPの最新技術を駆
使した予測分析や機械学習に
より、経験や知識への依存から
開放されます。

安全に Peaceful
✓

これまで多額の投資を行うこと
ではじめて可能だった高度な分
析が、わずか2ヶ月の構築期間、
部門予算として決済できる
程度の投資から始められます。
（実現範囲、データ量、利用人数により
異なります）

✓

データ収集や加工の支援は
ロボットが実行しますので、
人材不足が心配な企業でも
安心して導入することができま
す。
（RPAオプション）

いよいよ、見える化環境も“作る”時代から“行動する”時代へ

システム構成
SAPクラウド環境

お客様環境

SAP Cloud Platform

・基幹システム
・店舗システム
・顧客管理システム
・工場システム
・システム外データ etc…

SAP Analytics Cloud
定義済みコンテンツ

FI GenFinance
FI GenFinPerformance

Model

・標準レポート群
・追加レポート

・データの取り込み
・データの正規化、統合
・分析用マスタデータ管理

S/4 HANA Cloud

CDsView

SAP Cloud Platform

SAP Analytics Cloud
SAP クラウド環境

SCP Integration Service

導入サービス
吉野家ホールディングス様

１ヶ月目
・初期設定
・テーブル、マスタ設計・構築 ※1
・データ試験投入・テスト

２ヶ月目

運用試行

・データ本番投入
・レポート検証
・追加レポート開発 ※2

業種
商社・卸、小売、サービス、製造
他業種はご相談ください

会計システム

SuperStream

※1. 3データベーステーブル以上のシステム接続はオプション提供
接続は外部ファイルの取り込みが前提
※2. 3レポート以上の追加開発はオプション提供ステップ４

ライセンス
SAP Analytics Cloud for BI, public option (user)
SAP Analytics Cloud for BI, public option (CS)
SAP Cloud Platform aracalte BOM
※ライセンス構成は実現範囲やデータ量、利用人数に応じて算出

モジュール
BI
(情報分析・検索)
Predictive(予測・分析)
Planning (予算・計画管理)※1
RPA
(データ収集支援)※1,2

導入期間/導入費用
標準導入期間：８週間
標準導入費用：８百万円~
標準サブスクリプション費用：6.6百万円/年

※想定10ユーザー

※1.オプション提供
※2.RPAテクノロジーズ(株)BizRobo!

店舗や物流、
Webや気象情報など、
さまざまな要素を
用いての分析が
可能です！
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