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※費⽤感には初年度ライセンス費⽤、導⼊サービス費⽤込みでの個別⾒積り。期間は参考情報です。
※詳細内容については各担当営業へご確認お願いいたします。
※本キャンペーンは、2024年3月末までの期間限定になります。
■記事・写真・イラストの無断転載・複製を禁じます。記載されている機社名・製品名は、各社所有の商標若しくは登録商標を含みます。
■製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

スモールスタートサービス例

キャンペーン実施中︕

SAP® DMCキャンペーン

富士通 DMC

テーマ SAP DMC サービス 貴社費⽤感 期間
貴社製造DXの可能性とゴールを探るPOC - 個別見積 1ヶ月～

製造実⾏のデジタル化
スモールスタート

SAP® Digital Manufacturing Cloud for
Execution 個別見積

3か月～

現場作業スケジュールのデジタル化
スモールスタート

SAP® Digital Manufacturing Cloud for 
Resource Orchestration 個別見積

3か月～

製造実績分析のデジタル化
スモールスタート

SAP® Digital Manufacturing Cloud for 
Insights 個別見積

3か月～

富士通が提供する「マスタセットアップデザインシート」と「SAP製造業務コンサル」の知⾒で、
工場現場の現実構造をDMCマスタ構造に容易に変換します。
利⽤者の役割に応じた教育メニューにより、キーマン育成を支援します。
リアル記録(ライン生産/セル生産)、後追い記録等、生産形態に基づいたインタフェースを提供し、ペーパーレス生産を実現。
導⼊〜⽴上における各種サービスメニューにより、貴社製造実⾏管理のデジタル化へのステップアップを強⼒にサポートします。
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貴社の製造現場情報をクラウド上に再現。導⼊迄の流れを疑似体験しながら、
「サービス導⼊のスピード感 / 得られる効果 / 可能性」を確認頂けます。

貴社の製造DX [As Is / To Be / Next Step」を描き、ステップアップシナリオ策定のご支援を致します。
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製造DX POC サービス
MES導⼊支援サービスご支援内容

スモールスタートサービス

SAP® DMC スモールスタートから始める製造DXへのステップアップ

4 グローバルの実績分析にSAP DMC for Insight を適⽤
• ｢現場から経営の垂直統合｣を検証し、順次⼀元管理する情報を拡⼤

1 工場内の1ラインとその周辺にSAP DMC for Executionを適⽤
• ｢作業品質・生産性の向上｣ ｢現場実績情報の付加価値向上｣を検証し、順次適⽤ライン/ユーザ数を拡⼤

3 工場の実績分析にSAP DMC for Insight を適⽤
• ｢17種類のKPIによる実績分析｣を検証し、順次適⽤工場 / ユーザ数を拡⼤

2 1ラインの作業管理にSAP DMC for Resource Orchestrationを適⽤
• ｢スケジュール作業負荷軽減｣｢現場リソースの最適活⽤｣を検証し、順次適⽤ライン / ユーザ数を拡⼤



製造DXを進めたいが、何から⼿を付けるべきか迷っていませんか︖
富士通は、お客様の製造現場の課題にフォーカスし、スモールスタートから段階的な取組
みにより、効果を実感しながら 着実に理想の姿へ近づけていくにより､ Quick Winを実
現します。

製造現場情報のデジタル化、情報の⼀元管理を実現する事から製造DXのスモール
スタートが始まります。

工場内に個別にデジタル化され
たデータが散在していて、連携
ができない

製造現場での課題でお困りはありませんか︖

工場製造現場システムの運用
に日々追われている

サプライヤや海外工場の工程が
リアルタイムで⾒えない

⽣産現場情報のデジタル化や⼀元管理を、富⼠通のクラウドMES3つのサービス
（製造実⾏/スケジューラ/製造分析）で実現します。

製造実⾏
SAP® Digital 
Manufacturing Cloud for 
Execution

BOPを中心とした実績情報に、より
⼤きな付加価値を生み出す製造実
⾏ソリューション。クラウドサービスの
利点を生かし、短期導⼊⽴上げの
実現に⼤きく貢献します。

製造スケジューラ
SAP® Digital 
Manufacturing Cloud for 
Resource Orchestration

BOPを中心とした作業単位を基に、
製造現場の作業予定をより効率的
に実現するスケジューリングソリュー
ション。

製造分析
SAP® Digital 
Manufacturing Cloud for 
Insights

クラウドベースの集中管理型製造
パフォーマンス管理ソリューション。
製造実⾏の関係者に最新の情報
を提供し、最適な製造を実現する
ための戦術的、戦略的判断情報を
提供します。

ステップアップで実現する製造DX

SAP製造オファリング DX  Journey to the BEST (SAP DMC)

SAP® DMC で始める製造DXへのステップアップ

トレーサビリティ情報の価値を高める
「製造実⾏」

製造実⾏︓作業品質の高位平準化、トレーサビリティ情報の価値を高める
・ BOMに基づいた製造⼿順を作業単位で分解する事で、BOPを作成、より具体的な作業指⽰を管理します。
・ 作業内容のビジュアル表⽰、作業順のフレキシブル管理等、製造実⾏の「迷い」や「抜け」防⽌に貢献します。
・ 法規制、品質管理規格が求める厳密な情報蓄積、活⽤プロセスに準拠。

トレーサビリティ情報の価値向上に貢献します。

1st

Step

2nd

Step

製造スケジューラ︓現場能⼒の最適な活⽤を支援する
・ 細分化された作業を基に、現場リソース に対して差⽴て。 「場所（設備）、シフト、人」 の最適な活⽤に貢献します。
・ ⾃動差⽴て提案機能 により、差⽴て提案を実施、当日作業の計画（差⽴て）の業務負荷軽減に貢献します。

3rd

Step

製造分析︓現場実績をKPIで⾒える化
・ 現場で蓄積された実績情報を、17種のKPIで常時⾒える化。現在と過去の分析に貢献します。
・ 工場内製造KPIを1画面で表⽰するダッシュボード。リアルな分析情報に直接アクセス。

4th

Step

製造分析︓工場実績をKPIで⾒える化
・ 工場単位の状況を統合してグローバルのKPIも常時⾒える化。より⼤きな単位での分析に貢献します。
・ 各工場の製造KPIを集約して表⽰するダッシュボード。工場を跨いだリアルな分析情報に直接アクセス。

早期
稼働

・ 契約後の設定のみで利⽤開始。クラウドサービス提供ならではの利⽤開始LTを削減できます。
・ 導⼊支援サービスによる設定サポートで、現場導⼊LTの短縮に貢献します。
・ 様々な利⽤シーンにおける操作をサポートする各種操作教育サービスにより、定着化LTの短縮に貢献します。

｢サービス利⽤｣+｢富士通導⼊支援サービス｣で現場導⼊迄の期間を短縮する
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