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ウィリアムソン・ディッキー・ジャパン・リミテッド
日本法人設立を機に SAP® ERP を導入し
3カ月で統合的な情報基盤を確立

東京都港区

1922 年の創業以来、米国発のワークカジュアルブランドとして世界中で
支持されてきた「ディッキーズ」
。その日本法人として2011 年に設立された
ウィリアムソン・ディッキー・ジャパン・リミテッドでは、わずか 3カ月での
事業立ち上げを目指して、
月額利用料型のクラウドサービスで SAP® ERP を
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早期に確立し、事業拡大の中でもIT コストを抑制しています。

業種
ディッキーズブランドによる

各種ワークカジュアルウェア商品販売
本社

導入。北アジア地域の中核を担う拠点として、少人数で運用可能な体制を

ソリューション

SAP® ERP
活用分野

財務会計、販売管理
導入パートナー

株式会社アイ・ピー・エス

導入の背景

• 日本法人立ち上げによる、代理店からの業務

SAP 選択の理由
• グローバル企業の要件レベルを満たすパッケージ

• 短期間での垂直立ち上げが可能なパッケージ

• クラウドサービスによる迅速なシステム整備

引き継ぎ

を活用

が可能

• 少人数での運用体制を早期に確立

• すべての業務をシームレスに連携

導入成功のポイント

導入効果

• 必要業務を網羅したパッケージ選択でフィット
＆ギャップを省略

• クラウドならではの迅速かつ容易なセットアッ
プで垂直立ち上げ

• 業務プロセスを自動化して社員のパフォーマン
スを最大化
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• 世界で採用実績を持つ SAP ブランドの信頼性

• 海外拠点との連携などの拡張性

• 事業を拡大しながら人件費などの固定費の増
大を抑制

• 自社でのシステムメンテナンスなどの作業が
不要

• ルーティンワークを自動化し、本来の業務にリ
ソースを集中

• 全国および海外の拠点とのデータ / コミュニ
ケーション基盤の実現

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）
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日本法人の立ち上げを契機に
ERP で経営基盤システムを構築
「ディッキーズ」のブランドでワークウェア/ ワーク

容易にセットアップできるクラウドサービスの採

用」
、
「少人数のスタッフでの運用が可能」という

システム初期投資 1,000 万円未満での立ち上げ
を実現するにあたって、クラウドサービスの活用

コンセプトを掲げ、
パッケージの選定を進めました。 も欠かせないポイントでした。

キー・ジャパン。同社の商品は国内に約 20 店舗

業務品質と内部統制の両面で
グローバル水準を満たす SAP ERP を採用

ビジネスの飛躍的な成長の一方で
人件費などの固定費を大きく抑制

9,000 店の小売店でも販売されています。さら

ウィリアムソン・ディッキー・ジャパンは短期間の

日本法人立ち上げから約 6 年が経過した 2017

幅広い層から注目を集めています。

機能を網羅している ERP 製品を絞り込みました。 トの抑制効果だったと平山氏は評価します。国内

カジュアルウェアを展開するウイリアムソン・ディッ
あるディッキーズのオンリーショップに加え、約

に中国にも 180 店舗を擁する人気ブランドとして、 うちに約 20 社のベンダーに問い合わせ、必要な
ウィリアムソン・ディッキー・ジャパンは、代理

店によるライセンス展開を引き継ぐ形で日本法人

最終的に SAP ERP を、導入パートナーのアイ・

年現在、SAP ERP 導入の大きなメリットは、コス

でのビジネス規模が約 2 倍に成長したのに対し、

として設立されました。2012 年 1 月の事業開始

ピー・エスが提供する月額利用料型のクラウド

本部スタッフの数は日本法人設立当時からそれ

サービスで導入することを決定します。

ほど変わっていません。ビジネスの成長とともに

新しい運用体制をゼロから立ち上げるというチャ

トの平山真也氏は、
「当社はグローバル 110カ国

にあたって、同社は基幹システムを早急に構築し、

レンジに直面しました。1 月の商品初出荷はすで
に決まっていたため、業務の引き継ぎまでに日本

法人側のシステムを立ち上げ、
スムーズに業務を

同社の最高責任者である北アジア プレジデン

以上で販売する外資系企業です。必然的に導入

するシステムも、業務品質と内部統制の両面でグ
ローバルの求める水準に耐えうるものでなくて

業務負荷が増えていくにもかかわらず、システム

を活用して効率的に処理することによって、人数
でカバーすることなく業務のパフォーマンスを維
持できているといいます。

「もちろんそれは ERP だけの効果ではなく、業

受け渡して継続しなくてはなりません。財務会計、 はなりません。そうした考え方と機能の充実から

務のアウトソーシングやマネジメントそのものの

限の事業を法人の営業開始と同時にすべて引き

と語ります。

です。しかし、本部コストや固定費の増加がかな

必要がありました。

スも含めてすべてをカバーできる統合的な情報

仕入れから出荷までの販売管理など、必要最低

継げる基幹システムを、極めて短期間で構築する
また、
グローバル連携も重要でした。米国本社

との日常的な連絡に加え、北アジア地域の中核
拠点としての役割を担う日本法人では、多言語対

応や多拠点とのコミュニケーションをサポートで
きるシステム基盤を備えておくことが必須要件で

見て、SAP ERP はむしろ当然の選択肢でした」 工夫といった複数の要因に支えられているもの
さらに同氏は、
グローバルレベルでのガバナン
基盤を整備し、
「将来的に、それを世界各国の拠

立っていると考えています」
（平山氏）

今後ウィリアムソン・ディッキー・ジャパンでは、

点と連携していくことも視野に入れていた」と明

SAP ERP が備える豊富な機能と、蓄積してきた

かします。

データをさらに活用していきたいと考えています。

その後システム構築に要した期間はわずか 3カ

月と、初めての ERP としては異例のスピード導入

した。

です。財務会計や販売管理などの基本的な業務

上げ可能な ERP パッケージの活用」
、
「迅速かつ

ずに活用。また、事業計画の中で決められていた

そこで同社は、
「必要最低限の業務を垂直立ち

り抑えられているという成果には SAP ERP も役

は SAP ERP の標準機能を極力カスタマイズせ

「システムで作業を自動化して、少ない人数で

も効率的に顧客満足度の高いサービスを提供で

きる点は、ERP 活用のメリットだと考えています。
また、ERP には統合的にさまざまな情報が入っ
ていますので、
これまでもいろいろ取り組んできた
ことではありますが、さらに情報を活用して利益
拡大につなげていきます」

「グローバルにビジネスを展開する当社のシステムは、業務品質と
内部統制の両面でグローバル水準に耐えうるものでなくては

なりません。そうした考え方と機能の充実から見て、SAP ERP は
むしろ当然の選択肢でした」
平山真也氏 ウィリアムソン・ディッキー・ジャパン・リミテッド 北アジア プレジデント

ビジネスの基本は、あくまでお客様の満足を

提供する点にあり、業務を滞りなく、効率的に進
めるインフラとしてシステムの活用は不可欠と語

る平山氏。少数精鋭で成長を続けるウィリアム
ソン・ディッキー・ジャパンは、さらに新たなビジ
ネス展開を見据えています。

