
SAPイノベーションへの 
３つのスマートパス
ECCやS/4HANAをコンポーサブルERPと 
リミニストリート・ソリューションズで最適化



パンデミックは世界を変えました。 
業界のリーダーとして繁栄し生き残った企業は、自社
のビジネスとIT目標、優先事項や投資等を上手に調整
しています。

具体的な戦略と活動は次の通りです。

投資収益の最大化 
コストを削減しながら、投資とリソースから 
より多くの価値を引き出す。

アジリティとスピードの改善 
顧客と市場の方向性を予測し、 
競争に勝つために迅速に方向転換する。

卓越した顧客体験の提供 
お客様の期待を超え、アドボカシーを推進する

セキュリティ、プライバシー、コンプライアンスの維持  
ビジネス、顧客、データを安全に守り、 
進化し続ける法律に遵守する。
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次世代技術を活用しながら 
IT環境周辺のイノベーションを起こす。
SAPのロードマップに沿うのではなく、ビジネス
主導型のITロードマップに沿ってモダンで最も
最適なテクノロジー（RPA、AI、IOT等）を活用し
たコンポーザブルERP戦略でSAPのイノベーシ
ョンと変化を推進しましょう。

貴社のペースで 
S/4HANA移行を計画する。
ビジネスに最適なタイミングと、リソースや予
算の都合に合うS/4HANAへの計画的な移行
を促進し、イノベーションを実現することで現
在のSAP投資を最適化することができます。

S/4HANAへの移行を合理化する。
予算と人員の両方のITリソースを効率的に活用
し、ご希望のS/4HANA（オンプレミス、パブリック
またはプライベートクラウド）へ移行しましょう。

リミニストリートでは、SAP

顧客がパンデミック後のビ
ジネスリーダーシップを実
現するのに3つの異なる道
筋を追及していると考えて

います。

ビジネス主導型の 
ロードマップとは？ 

ビジネス主導型ロードマップと
は、ベンダー主導型のロードマ
ップや目標に合わせるのでは
なく、貴社のビジネス目標や優
先順位、リソースやタイミングに
合わせてテクノロジー投資を行
う長期的な計画です。

1

2

3

詳しくはこちら
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SAPパスを 
スマートパスにする
スマートパスとは何か？スマートパスとは、継続的な
価値を提供する全体的なロードマップを表します。
ビジネスの中断などのネガティブインパクトやリス
クを最小限に抑えながら既存のシステムROIを最大
化するのに役立ちます。

ポストパンデミックにどのようなリーダーシップの道
のりをご希望でもリミニストリートは実現するお手
伝いします。

• その選択をスマートパスに

• IT戦略の実現

• 最良のビジネス成果の達成

当社は独立したパートナーとして、ベンダーロックイ
ンを回避しながら、安定性と確実性の付加価値を提
供致します。

当社は、アジャイルで適応可能なアプ
ローチである、コンポーザブルERP戦略
をサポート（推奨）します。

• 急速に進化するビジネスと 
マーケットニーズに対応。

• 最も最適な 
ERPソリューションを含む、

• ベンダーとの交渉に役立つ 
レバレッジの創造を 
お手伝いします。 4



スマートパス: エッジ（ERP）環境のイノベーション

リミニストリートは貴社のどんなスマートパスの選択もサポートします。

1
貴社が次世代テクノロジーを用いてエッジ(ERP)環境周辺を革新しているなら、リミニストリートは、お使いのECCバージョンを継続利
用する場合でも、既にS/4HANAを導入している場合でも、クラウドIaaSやベスト・フィット・テクノロジーを用いたコンポーザブルERP戦
略への「リフト＆シフト」をサポートします。L4製品のサポートやマネージド・サービス、プロフェッショナル・サービスを提供するリミニス
トリートとの提携を通じて独自のロードマップを確立し、SAPのイノベーションに向けた大きな資金を確保することが可能になります。

ECCに留まり、 
リミニストリートに 

サポートを移行。 コンポーザブルERP 
（ハイブリッドIT）

S/4HANAに 
移行済み：

リミニストリートに 
サポートを移行。

Cloud統合Cloud IaaSリフトとシフト
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もし、貴社が自社のペースでS/4HANAへの移行を計画しており、3年から5年の短期的なスパンでSAP環境の革新を行いたいとお考えなら、
リミニストリートがお役に立ちます。当社はオンプレミス版または、クラウドIaaS版S/4HANAへのロードマップの計画、革新のための資金調
達、そして移行へのお手伝いをします。オンプレミスまたはクラウドIaaSでのS/4HANAへのロードマップを計画し、イノベーションと移行に必
要な資金を確保する支援ができます。また、S/4HANA導入時にマネージド・サービスやECCサポートでリスクを軽減することもできます。

スマートパス: S/4HANAへの移行を計画
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S/4HANAへの移行をお考えならリミニストリートはパブリックやプライベートクラウドへの
移行の合理化やRISE with SAPの有無に関わらず、貴社のロードマップを最適化を支援します。
さらに、費用対効果の分析やライセンシング、グリーンフィールド対ブラウンフィールドなどの実
装などの複雑な問題を解決するお手伝いをします。

スマートパス: S/4HANAへの移行を合理化

リミニストリートサポートによる
SAPカスタマーサクセス

リミニストリートのSAPサポートとスマート・パスを活用して、 
成功を収めたお客様の事例：

3
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ブラジルを拠点とした小売企業である、イグアテ
ミ・エンプレサ・デ・ショッピングセンター社は、エ
ッジ(ERP)周辺の革新を進めるため、高度にカスタ
マイズされたSAP ECC 6.0やSAP BusinessObjects

アプリケーション、複数のSaaSソリューションにリ
ミニストリートのサポートを活用してイノベーショ
ンを実現し、成長しています。

サンパウロに拠点を置くイグアデミ社は、ブラジ
ル初（ラテンアメリカ全体でも初）のショッピング
モールを計画、設計、導入した企業として高く評
価されています。イグアデミ社は、全国で複数のシ
ョッピングセンター、プレミアムアウトレット、商業
オフィスタワーを計画、開発、管理しています。

過去6年にわたり、リミニストリートはイグアテ
ミ社の大幅にカスタマイズしたSAP ECC 6.0や
SAP Business Objectsアプリケーションのサポ
ートやサービスを提供してきました。その内、ア
プリケーションの開発やその他のSaaSソリュー
ション （Salesforce、SuccessFactors、SAP Time 

Managementアプリケーションなど）の導入が含
まれます。

ケーススタディ：

イグアデミ・エンプレサ・デ 
ショッピングセンター社の事例

2016年にリミニストリートに移行し、3年間SAPの
保守とサポートコストを削減したことで、インフラ
改善への再投資、社内イノベーションシンクタン
クラボの設立、プレミアブランドを取り扱うECプ
ラットフォーム「365」と顧客ロイヤルティプログラ
ム「Iguatemi ONE」の立ち上げが可能になりまし
た。

こうした先見性のある取り組みにより、より大き
な収益を生成し、新技術の獲得にリソースを割
きながら、シームレスな組織再編を可能にしまし
た。

サードパーティのサービスモデルに移行したこと
により、税・法規制の変化に対応する効率が向上
し、税・法規制に関するコンプライアンスの遵守が
強化されました。最終的に、イグアテミ社は提携
を拡大し、インシデント管理、サービスリクエスト、
小規模な改善などを含め、SAP向けアプリケーシ
ョン・マネージメント・サービスをリミニストリート
に移行しました。これにより、複数のサプライヤー
との提携やバックログの削減が実現しました。

業種
小売業/eコマース

所在地
ブラジル

社員数
従業員総数2,600名

収益
6億8,420万ブラジルレアル 
(1億4,600万米国ドル。約160
億6,000万円。1USD=110円)

1

テクノロジー
SAP ECC 6.0 や 
SAP BusinessObjects 
アプリケーション

スマートパス:　 
エッジ（ERP周辺での）・イノベーション
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「リミニストリートとのパートナーシップは、資金とITリソースの
解放を実現し、その他のイノベーション・イニシアティブに集中

できるようになりました。2019年8月には、ECプラットフォームの
Iguatemi 365を立ち上げました。全面的にビジネスにフォーカ
スして開発したこのマーケットプレイスでは、イグアテミ社が厳

選した質の高い製品やブランドを提供しています。」

ヴァルデマール・カスティーリョ氏
IT運用マネージャー
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マレーシアの自動車メーカーのプロトン社は、リミ
ニストリートの専門知識とECC 6.0のサポートを背
景に、独自の条件下にてS/4HANAへの移行を計
画することができました。

最初の国産自動車企業として35周年を迎えた大
手自動車メーカープロトン社は、2020年半ばに
SAP ECC 6.0アプリケーションのサポートをリミニス
トリートに切り替えました。同社は2019年に売上
収益を50%増やし、Proton SagaとX70モデルで市
場シェアを伸ばしましたが、マレーシア全土の緊迫
した経済状況により、運用費を30%削減する必要
に迫られました。

プロトン社のIT部門は、経営幹部およびERPシステ
ムユーザーと共に、メンテナンス料金の削減、およ
びコスト削減をサポートする独立系サードパーティ
ベンダーの評価と選択に注力しました。

ECC 6.0のサードパーティ製サポートに切り替えた
ことで、プロトン社はSAPロードマップのアプリケー
ションの保存期間を直ちに延長し、S/4HANAの導
入オプションを独自に検討するための移行を行う
柔軟性とタイミングを獲得ことができました。

プロトン社はリミニストリートのサービスを利用し、
販売・物流・資材管理プロセス、財務会計・管理、プ
ラントメンテナンス、自動車産業ソリューション、ア
ドバンストプランナー・オプティマイザー、生産計
画、人事・給与ソリューションなどをサポートしてい
ます。その他のアプリケーションと一貫した専用統
合サポートにより、複雑さ、範囲、キューの優先度に
関係なく、問題が発生した際のダウンタイムを短縮
しました。

さらに、リミニストリートのメンテナンスモデルによ
り、会社全体の目標である30%のコスト削減を達
成し、年間メンテナンス費用を50%削減することが
できました。その成果から得たフリーキャッシュフ
ローをペラ州のタンジュン・マリム工場の拡張に充
て、会社全体の運営費を更に削減し、需要の増加
に応じた増産を実現しました。

ケーススタディ: 

プロトン社 

業種
自動車製造業

所在地
マレーシア

社員数
10,000名

収益：
42億マレーシアリンギット 
(992万米国ドル。約10億 
9120万円)1USD=110円

2

テクノロジー
SAP ECC 6.0

スマートパス:  
S/4HANAへの移行を計画
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「リミニストリートのソリューションを採用した理由の1

つは、もし、当社が投資をする準備ができていない場合で
も、2027年にSAP S/4HANAにアップグレードしなければ
ならないというプレッシャーを感じずに必要なサポートを

継続的に受けることができることです。」

マルハリサ・マタリ氏 
ITアプリケーション管理担当 

シニアマネージャー 
グループITテクノロジー
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グローバルメーカーのアライアンス・コン
トラクト・マニュファクチャリング（ACM）社
は、S/4HANAのオンプレミス版リリースにリミ
ニストリートのサポートを活用し、S/4HANAの
クラウド版への移行を検討しながらイノベー
ションを継続しています。

ACM社は1998年の設立以来、世界の幅広い
産業向けに、特殊機器や精密装置などの製造
に不可欠な、多くの統合生産技術を提供して
います。同社はマレーシアのペナンに本社が
あり、マレーシア、中国、オランダ、チェコの4カ
所に製造拠点、シンガポールと米国の2カ所
に販売拠点を有しています。

1995年にマレーシアで初めてSAP社と提携し
た企業であるACM社は、テクノロジー業界、自
動車産業、通信業界、航空宇宙産業、石油・ガ
ス産業等の30企業を超えるグローバルOEM

顧客にサービスを提供しています。シームレス
な統合とリソースへのアクセスが同社の成功
の鍵です。

ケーススタディ:

アリアンス・コントラクト 
マニュファクチュアリング社の事例

S/4HANAのオンプレミス版の運用は、同社の
コアアプリケーションとして重要な役割を担っ
ています。今回の施策では、SAPの追加エリア
の拡張や革新を可能にする柔軟性の確保や
日々の業務の継続を可能にするよりアジャイ
ルな環境に移行するため、ロードマップの見
直しが必要になりました。

2021年にリミニストリートが戦略的アドバイザ
ーとして参加し、プレミアレベルのパーソナラ
イズしたサポートを提供することにより、ACM

社は現行のS/4HANAバージョンの運用を継
続することが可能になりました。SAPへの初期
と長期的な投資を最適化しながら、将来的な
クラウド移行が、同社のサービス・ポートフォリ
オを継続的に成長・進化させるための最善な
道かどうかを検討することが可能になりまし
た。リミニストリートとの提携により、ACM社は
顧客のニーズに注力するという最良の課題に
取り組むことができています。

業種
製造業

所在地
マレーシア、中国、 
オランダ、チェコ共
和国、シンガポール、
米国

社員数
従業員総数900名

テクノロジー
SAP S/4HANAオ
ンプレミス、HANA 
Database、SAP ASE 
DB、TLR

3 スマートパス:  
S/4HANAへの移行を合理化
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「当社は独自のロードマップを追求することができ
ています。リミニストリートは私たちの要望に合わせ
てくれます。当社が合わせる必要はなくなりました。」

エリック・ルーイ氏
CIO
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パンデミック後のイノベーションへの
プレッシャーと迅速に効率的かつ包
括的なデジタルトランスフォーメショ
ン・ロードマップをシームレスに統合
することは、どの企業にも共通する課
題です。
SAP社は、レガシー・プラットフォーム
からクラウド・プラットフォームへの移
行、そして特にS/4HANAへの移行に
ついて、サポート終了の期限を設ける
ことで不安を煽っています。 

• 2027年にECC 6.0の 
主要サポートの終了を 
予定しています。

• 2030年にECC 6.0の 

拡張サポートの終了を 

予定しています。 

(2%ポイントの価格プレミアム)

2022年2月ファウンダリー社著「IT/技術者の人材不足に対応するための戦略」

一部の企業は比較的保守的なアプローチを 
取っていることが最近の調査により分かりました。 

ファウンドリー社 
（旧IDG Communications社）が2022年に実施したIT/テクノロ

ジー人材に関する調査では、次のような結果が示されています: 
SAP顧客の回答者のうち43%は、クラウド移
行によるモダナイゼーションではなく、SAP 

Business Suite applicationsやECC 6.0、ま
たはそれ以前のバージョンを継続的に使用
する意向を示しています

残りの回答者は2つのグループに分かれ、
その割合はほぼ同じです。1つ目のグルー
プの割合は38％であり、オンプレミスの
S/4HANA platformへの移行を計画して
います。

２つ目のグループは40％にあたり、事
業運営の一環としてS/4HANA cloud 

developmentへの移行を計画しています。

ベイシス・テクノロジーズ社のCTO、デイビッ
ド・リーズ氏は「2022年のS/4HANAの真の
姿」と題する記事の中でこう述べています。 

2015年にS/4HANAが発売されて以来、 
既に移行したSAP顧客は推
定11%であり、機会と検討の
余地が残っています。

40%

11%
43%

38%

SAPの数値化
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リミニストリートで貴社の 
SAPでの成功を加速
貴社のSAPパスがどのような道筋かに関わらず、リミニストリー
トは実証済みのテイラード・ソリューション用いて、貴社の選択
をスマートパスに変えるお手伝いをします。
ソリューション一覧：

• Rimini™ Complete for SAP  
総サポートコストを50％～90％削減し、SAP投資の最大化
を可能にするSAP向けサポート。S/4HANAのビジネスケー
スの作成に向け、自己資金確保によるイノベーションの実現
をお手伝いします。

• Rimini™ Enhanced for SAP  
S/4HANAへの移行をサポートするL4製品のサポートとアプ
リケーション・マネージメント・サービス

• Rimini™ Managed for SAP 
SAP cloud applications向けサポート

グローバル顧客満足度平均5点満点中4.9を誇る独立系パー
トナーとして当社は、貴社のスマートパスをナビゲートするお
手伝いします。高額なアップグレードを延期し、ベンダーロック
インを回避し、貴社にとって最良のビジネス成果の達成に役立
つ、統合型ソフトウェア・サービスの提供を通じて、近い将来に
大きなインパクトを与えるプロジェクトに資金を充てられる体
制づくりを支援します。
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リミニストリートについて
リミニストリート（Nasdaq: RMNI）は、エンタープライズソフトウェア製品とサービスのグローバルプロバイダーであり、Oracleおよび
SAPのソフトウェア製品に対する第三者保守サポートにおいて業界をリードしており、またSalesforce®のパートナー企業でもあります。
リミニストリートは、エンタープライズソフトウェアライセンシーにおいて、大幅にコストを削減し、イノベーションのために資源を自由
にし、より良好な業績結果を達成することが可能となる、プレミアムで、非常に応答性が高い、統合型アプリケーションマネジメントお
よびサポートサービスを提供しています。業界を問わず、フォーチュン500のグローバル企業、中堅企業、公共セクター組織等を含む顧
客が、信頼できるエンタープライズソフトウェア製品とサービスのプロバイダーとしてリミニストリートにサポートを委託しています。
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