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Microsoft Dynamics 365 統合ERP構築サービス
日本とタイの基幹系業務を
「Microsoft Dynamics 365」
で統合管理
世界的な化粧品メーカーとして知られる株式会社 資生堂は、
プロフェッショナル事業の基幹系システムをIBM AS/400から
クラウドサービス「Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations」に移行しました。
さらに、タイ現地法人で稼働していた基幹系システムを取り込むことにより、
グローバルな統合管理も実現。その結果、業務の標準化が進むとともに、
日本の本社はタイ現地法人の経営データをいつでも参照できるようになり、
よりスピーディーな経営判断が可能となりました。

「Microsoft Dynamics 365」ベースで
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選定と導入
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「Dynamics 365」
構築ベンダーを
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内容としては、本社側で購買管理・販売計
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プロフェッショナル事業の業務の標準化が

変化の激しい時代を迎えて、経営状況を早
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姿）をゼロベースで定義していきました。
「As-is（現状の姿）とTo-beにはギャップ
がありますので、カスタマイズやアドオンで
対応したり、現状の業務をそぎ落としたりと
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いった方法で対処しました。もちろん、現状
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の業務プロセスを変更するには社内を説得

本社所在地

する必要があります。社内会議では、日立ソ

東京都中央区銀座7-5-5（本店）
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リューションズが技術的な説明をすることで
支援してくれました」
（細谷氏）
システムが完成して、プロフェッショナル事
業の本社側業務とSPIの業務が「Dynamics
365」で本稼働したのは、2019年3月でした。

立

従業員数

40,000人（就業人員数）
8,130人（臨時従業員の年間平均人員数）
＊2019年12月31日時点

事業内容

化粧品事業、
レストラン事業、
美容室事業など

https://corp.shiseido.com/jp/

＊3PL：サード・パーティ・ロジスティクス

※本事例の内容は取材時点（2020年11月）
の情報です。※本文中の会社名、商品名は各社の商標、
または登録
商標です。※本文中および図中では、TMマーク、 マークは表記しておりません。※製品の仕様は、改良のため、
予告なく変更する場合があります。 ※本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法ならびに米国の
輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、
ご不明な場合は、
当社担当
営業にお問い合わせください。※本文中の情報は、事例作成時点のものです。
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