Sausage が

Johnsonville
UCS 上で SAP HANA を活用し、
市場シェアを拡大

顧客

Johnsonville Sausage, LLC
業界
食品加工
場所
米国ウィスコンシン州シェボイガン フォールズ
従業員数

1945 年、ラルフとアリスのステイヤー夫妻は、ウィスコンシン州ジョン
ソンヴィルに精肉店を創業しました。一家に代々伝わるレシピが人気
を博し、Johnsonville

Sausage は 米 国 一 のソー セ ー ジ ブランド
に成長。実際、米国で販売されるブラッツ（ソーセージ）の 4 分の 3 が
Johnsonville の商品という状況です。
課題

何もせずにじっとしているだけでは、
トップの座は守れません。常に先を見据えている

Johnsonville は、SAP Business Warehouse とSAP BusinessObjects

1,400
テクノロジーおよびアプリケーション パートナー

SAP
課題

• より迅速で、より状況に即したビジネス上の意思決定
• PoS スキャンデータによる販促活動の最適化
• IT サポート業務の軽減
ソリューション

• シス コ ユ ニファイド コンピュー ティング システム
（Cisco UCS®）サーバの導入で、SAP HANA および
その他 SAP アプリケーションの信頼性を向上
• 販促活動の有効性を可視化
• 使い慣れた Cisco UCS Manager による環境の管理

を使用して、収集されたデータをリアルタイムで理解し、新たなトレンドを予測して

結果

います。

• ROI が 2 桁増加の見込み

市場シェアを守るため、同社では、販促活動に関する意思決定を、より適切な情報
を基に、より迅速に行うため、食料品店の販売時点管理（PoS）システムでスキャン
されたデータを有効活用したいと考えていました。

• 情報に基づく意思決定を迅速に行う能力が向上
• 管理時間が約 30% 短縮

「過去を振り返ったり、標準的なレポーティングを使用
したりするのではなく、より状況に即した意思決定を可能
にする、予測的分析を活用することを目指しています」
— ローリ・プレート氏、Johnsonville エンタープライズ ソリューション担当ディレクター

ソリューション

Johnsonville は、Microsoft SQL Server ベースのデータ ウェア
ハウスを SAP HANA（リアルタイムのインメモリ型ビジネス インテリ
ジェンス ソリューション）に移行し、店舗データをリアルタイムで把握
するためのツールとして、SAP

Demand Signal Management

（DSiM）を使い始めました。
また、SAP

Business Warehouse および今後のプランニングや

「ハードウェアと管理を標準化
することで、管理にかかる時間が、

統合に対応できる、スケーラブルなプラットフォームも必要としていまし
た。Johnsonville では、Cisco

UCS データセンター ソリューション

で標準化し、SAP の各種アプリケーションを運用していたため、新しい
システムを導入する際もそのやり方を踏襲したいと考えていました。

Cisco UCS と EMC ストレ ー ジ で ス ケ ー ル ア ウトし た SAP
HANA 向けソリューションと、EMC VNX シリーズのユニファイド
ストレージを組み込んだ Cisco UCS プラットフォームを組み合わせる
ことで、手間をかけずに高性能なインフラストラクチャを構築できます。

Johnsonville は、SAP HANA を Cisco UCS B440 M2 ハイパ
フォーマンス ブレード サーバ上に展開。Cisco UCS 5108 ブレード
サーバ シャーシを 2 台設置し、1 台は本番運用に、もう1 台はテスト
および開発用に使用しています。採用ソリューションには、
Cisco UCS
5108 ブレード サーバ シャーシ、Cisco UCS 6248UP 48 ポート
ファブリック インターコネクトなどが含まれます。また、Cisco UCS
Manager が、すべてのコンポーネントの統合管理を可能にしています。

約

30%
も短縮されました」

— ダン・アレンズワース氏、Johnsonville

Sausage テクニカル

サービス担当マネージャ

結果

SAP HANA をシスコのデータセンター ソリューションで稼働させる
ことで、Johnsonville はリアルタイムでデータを消費し、ビジネス
ウェアハウジングを実現しています。食料品店でスキャンされた
データをリアルタイムで分析することができるため、Johnsonville
では、キャンペーン、地域、店舗ごとの販促活動の効果を明確に
把握できるようになりました。
「当 社 は 長 年 に わ たり飛 躍 的 な 成 長 を 続けてきました。Cisco

UCS 上で SAP のソリューションを運用すれば、今後もその勢いを
持続することができるでしょう」Johnsonville のエンタープライズ
ソリューション担当ディレクターであるローリ・プレート氏は語ります。

「最終的には、会社全体の効率アップにつながるでしょう」プレート氏は続けます。
「出荷した商品の販促が
うまくいったかどうかを単に比較するという、事後対応的なやり方ではなく、今後は、スキャンデータをリアル
タイムで活用し、その場でキャンペーンを調整することが可能になります。販促活動を最適化し、宣伝コスト
の費用対効果と効率性を最大限に高められるようになるでしょう」
— ローリ・プレート氏、Johnsonville エンタープライズ ソリューション担当ディレクター

テクノロジー
データセンター ソリューション

ネットワーク管理

• Cisco UCS
• Cisco UCS B440 M2 高性能ブレード サーバ
• Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシ

• Cisco UCS Manager

ルーティングおよびスイッチング

• Cisco Nexus® 7000 シリーズ スイッチ
アプリケーション

• SAP HANA
• SAP Business Warehouse
• SAP BusinessObjects Suite
• SAP DSiM
• VMware 仮想化ソリューション

Intel® Xeon®
プロセッサ搭載

Cisco UCS®

サービス

• シスコ インストール サービス
ストレージ

• EMC VNX5300
ファブリック インターコネクト

• Cisco UCS 6248UP 48 ポート ファブリック インター
コネクト

• Cisco Nexus 2224TP GE ファブリック エクステンダ
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