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ヒロセ電機株式会社：SAP® C/4HANA を活用して
日本主導でグローバルデジタルマーケティングを変革
Oneプラットフォームで全体最適と各種データの一元管理を実現へ

コネクターの専業メーカーとして、世界 18 カ国、28 拠点、8 工場での生産活動を通じて、
海外からの売上比率が約 7 割を占めるヒロセ電機。長く右肩上がりの成長を続けてきた
同社ですが、直近の 10 年間については、世界のコネクター市場の成長と比較して、
成長スピードが鈍化していることが経営課題となっていました。
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そこで同社は、モノづくり力、技術開発力、
グローバル対応力・現地力の 3 つを柱とする

中期ビジョン
「G-WING」
を掲げ、
複数行う業務改革の 1 つとして BtoB のデジタルマーケティングの
検討に着手。アンケート調査などから、Web サイトからの情報発信の重要性を認識するように
なりました。同時に明らかになったのは、
リード情報を営業が有効活用するための

Web 顧客データベースと営業顧客データベースの連携という課題です。
* SAP C/4HANA は、大きく5 つのクラウドソリューション
で構成されており、同社が採用したのは One to One
マーケティングを支援する「SAP Marketing Cloud」
、
デジタルコマースソリューションの「SAP Commerce
Cloud」、導入後の顧客体験をサポートする「SAP
Service Cloud」の 3 領域

この解決策として、
マーケティング、
コマース、
セールス、
サービスを One プラットフォームで
実現する SAP C/4HANA* の導入を決定。オンライン/オフラインの顧客との

コミュニケーションの可視化、
コマースサイトの 7 言語対応とスマートフォンの
同時対応のほか、
ナレッジをグループ全体で共有できる環境を整備しました。

ヒロセ電機では今後、
この新たなデジタルマーケティングのプラットフォームを
世界各地の拠点に順次拡大していく予定です。
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世界 18 カ国、28 拠点、8 工場を統合する新たなカスタマーエンゲージメント基盤
企業名
ヒロセ電機株式会社
本社所在地

東京都品川区
業種
製造
事業内容
コンピュータ、

移動・有線・無線通信機器、
制御機器、自動車等の

各種コネクターの製造・販売
従業員数
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4,836 名

（2019 年 3 月末現在、連結）
売上収益

1,245 億 9,000 万円
（2019 年 3 月期、連結）

Web サイト
https://www.hirose.com/

導入目的

• 顧客との “つながり”を持続するための統合的な顧客管理基盤の構築
• Web 顧客データベースと営業顧客データベースの連携と統一
• IT を活用した顧客開拓に要する時間の短縮、ボリュームの拡大

• 海外市場への的確な製品情報の提供による潜在顧客へのリーチと売上拡大
解決施策

• 最小限の開発工数で短期間導入

• SAP C/4HANA を日本主導で導入し、海外拠点へ展開
• 業務の標準化と One プラットフォームによる全体最適
• One マスター、One データベース、One アプリケーションでの稼動
変革の結果

• 顧客とのオンライン / オフラインのコミュニケーションへの対応と可視化
• 営業、
マーケティング、
サービスを連携する新たなプラットフォームの構築

短期間導入

SAP Marketing Cloud：約 1カ月、
SAP Commerce Cloud：約 11カ月、
SAP Service Cloud：約 4カ月
で利用を開始

7 言語対応

7 言語（日、英、中、韓、独、仏、露）に
対応したコマースサイトにより、
海外市場への情報提供を
格段に向上

今後の計画または導入メリット

マルチデバイス
対応

• 日本主導によるグローバルで最適化されたマーケティング施策の実施

同時対応によりタッチポイントを

• 業務の平準化による効率化、業務品質の向上

• 顧客データベースの統合による情報の付加価値の向上

• SAP C/4HANA の新たなプラットフォームを世界各地の拠点に展開

「One マスター、One データベース、One アプリケーションで稼動し、

ブランド認知から受注獲得までを One プラットフォームで実現できるのは、

SAP C/4HANA 以外にありませんでした。オンライン/オフラインの
顧客とのやりとりが可視化されたことでベストプラクティスが認識され

蓄積されたナレッジをグループ全体で活用していく道筋が見えてきました」
鎌形伸氏 ヒロセ電機株式会社 執行役員 管理本部 経営企画部長 兼 IT 統括部長

コマースサイトの PC、
スマホ
増加

One

プラットフォーム
業務の標準化と全体最適を実現

Follow us

お問い合わせ先

www.sap.com/japan/contactsap/

0120-786-727（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
50000084（SE/19/09）
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