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PUSH POSSIBLE™ 
スピード社会で

マンハッタンの Active Supply Chain ソリューションスイートは、広範囲にわたる複雑な業務を 
最適化し、革新のスピードを上げ、市場や需要の変化への対応を可能にします。当社のアクティブ 
ソリューションを使用することで、企業は常に最新で、シームレスに連携され、場所を選ばず 
利用できる適合性の高いテクノロジーを手に入れることができます。

常に柔軟、常に最新
企業が常に活動的であるためには、最新の技術をいち早く利用する柔軟なアプローチが
求められます。Manhattan Active Supply Chain ソリューションは、スピードに追いつき、
絶え間ない革新をサポートすることを目的に設計されています。ソリューションは様々な
展開オプションからご利用いただけます。パブリック・クラウド、プライベート・クラウド、
マネージド型/ホスト型、マルチテナント、またはオンプレミスでも、幅広いニーズ、機能、
予算に合わせてお選びいただけます。マンハッタンクラウドでは、毎年、年次アップグレー
ドで次のバージョンのアプリケーションを提供しており、新しい特徴や機能をご利用いた
だけます。Manhattan Active WM サービスは、カスタム拡張へ自動移行するオプション
も合わせ、年次のアップグレードが、オンプレミス、クラウドの両方で可能です。

総合的な最適化のためのシームレス相互連携
Manhattan Active Supply Chain は、ネットワーク全体に実用的な可視性をもたらすこと
により、複雑な流通や運送業務を革新し、最適化することを可能にします。専用機能は、
食品の流通販売、小売業、ライフサイエンス、アパレルおよびフットウェア、ハイテク家電、 
サードパーティロジスティクス、その他のさまざまな業界向けに設計されています。
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Forrester 社の新しいレポートによるとアメリカ合衆国の 
買い物客は、2017 年にオンラインで約 4600 億ドルを 
費やすだろうと予測されています。オンラインセールスは 
利益を上げており、2017 年 8 月のレポートによると、 
2017 年に予測されていた数値 12.9% から 
上昇し、今後 5 年間で全小売セールスの 
17.0%を占めると予測されています。

FORRESTER データ：ONLINE RETAIL FORECAST, 2017 TO 2022（米国）
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物流
新しい物流環境のための敏捷性の高いソリューション



倉庫と物流センターは常に活動の不鮮明な部分です。 
変化は常に起きており、最良の効率で機能する従業員と 
機材も併せ、すべてがスムースに実行し続けられるために 
しっかりと統制された運用が求められています。

E コマースが施設、従業員、自動化の成長を促進
E コマースにより、物流ネットワークは、サプライヤーの商品搬入から顧客の玄関先まで伸
びてきています。店舗補充のみを扱うほとんどの物流センターや卸売販売は、E コマースを
サポートするために改革を行っています。複数のパレットから、一つの商品まで広がる注文プ
ロフィールに対応するための柔軟性が求められています。

また増え続ける E コマースオーダを取り扱い、顧客からの短納期配送要望に応えるため、 
顧客商圏に近いロケーションに物流ハブが増設されています。1 ウォールストリートジャーナル
では、「小売業者とロジスティクス会社は記録的なペースで倉庫を開業している」と報告して
います。2 

この複雑さに追い討ちをかけるように、オンライン購入全体の 30 パーセントは返品されて
おり、3 これは迅速な在庫処分、早急な在庫の回復、そしてすばやく顧客の信用をかち取るこ
とが、企業に欠かせない能力であることを示しています。

このようなユニークな E コマース注文プロファイルをサポートするために、倉庫ごとに必要な
作業者数が増えております。ラーニングカーブの期間を短くし、新人でもすぐに作業成果を上
げられるようにし、モバイルテクノロジーを活用した管理者を配置することは、現代の倉庫
では必須事項になっています。
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物流
新しい物流環境のための敏捷性の高いソリューション
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ソリューション・コンポーネント
マンハッタンの物流ソリューションには、Warehouse Management、Labor Management、 
Slotting Optimization、Billing Management、および DM Mobileがあり、製品販売速度、 
カスタマーサービス、業務全体の効率を向上するために設計されています。

物流
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WAREHOUSE MANAGEMENT
マンハッタンの Warehouse Management は、クラウドおよびオ
ンプレミスのソリューションのどちらにも、最先端の流動性の高
い倉庫管理システム（WMS）の技術と革新のための基準を保持
しています。

業務を数学的に計画して最適化する高度な特許アルゴリズムを
使用して、Warehouse Management は商品の流通と情報の流れ
を促し、在庫、労働力、スペース全体で完璧な実行を可能にし、
規定や基準を確実に遵守する確かな立場に企業を置きます。

マンハッタンの現代的なモバイルアプリケーションは、労務管理
システムやスロッティング最適化システムなど完全に異なるシステ
ムに共通して存在する機能を収束させることで、顧客が効率的に
オムニチャネルフルフィルメントを管理できるようにします。 

業界トップのマンハッタンの Warehouse Management ソリュー
ションが提供する機能：

– 在庫管理の精度を高め、受注処理を改善し、受注サイクルタイ
ムを削減して、在庫管理全体を強化

– 入出荷を合理化して、クロスドッキングを促進し、入荷待ち製
品を迅速に処理 

– リアルタイムの業績の可視性を保ちながら、フロア従業員と関
わる

– 顧客満足度を高め、財務業績を向上させるために、在庫回転
率を上げ、注文処理をスピードアップ 

WAREHOUSE MANAGEMENT の主要機能
オムニチャネルの世界で顧客の期待を越えるために設計されたマ
ンハッタンの Warehouse Management ソリューションは、効率
を最大限に高め、各フルフィルメントセンターの潜在力を最適化
します。ソリューションにより、基本的な集品、荷造り、配送だ
けでなく、倉庫の至る所で商品と情報の流れをスピードアップし、
倉庫業務すべての完全な実行を可能にすることで、倉庫業務の効
率を高めます。

特徴 & 機能
– 在庫入荷プロセスをクロスドッキング、品質監査、ベンダー成

績で合理化 
– 監査承認済みのサイクル・カウンティング機能で費用のかかる

物理在庫を削減 
– 付加価値サービス、ロット管理、シリアルナンバーの追跡、製品 

リコールなどの高度な倉庫ニーズをサポート 
– オムニチャネル型および / またはマルチテナント型のフルフィル

メントを提供 
– ウェーブ型/ウェーブレス型のアプローチの高度な受注処理 

戦略を活用 
– 現代的なハンドヘルドモバイルデバイス、音声認識、および/ 

あるいはシームレスなマテリアルハンドリング機器（MHE）を 
統合して、情報キャプチャーを自動化

– ネイティブな輸送実行機能を活用、あるいは External Parcel 
Integration（EPI）フレームワークを活用して外部のマルチキャリ
アソリューションと接続

– ネイティブの Appointment Scheduling、Guard Check-in および
Check-out、Dock Door Management および Yard Management

機能で可視性、セキュリティ、スループットを向上
– Slotting Optimizationで製品配置を改善し、Labor Management

で従業員のパフォーマンスを向上 
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DM MOBILE 
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ロジスティクス、製造業、小売業、輸送、卸売市場に 
おける ITとオペレーションの専門家による最近の 
調査によると、集品とフルフィルメントの最も重要な 
三大要素は、労働生産性、注文ターンアラウンド
タイム、注文精度であることが分かりました。オム
ニチャネルコマースの世界では、これらの分野の改
善のために、業務や在庫の監視だけでなく、倉庫 
従業員のアサインメントと生産性推進のために、 
迅速な情報へのアクセスが要求されます。現代の
ニーズに合わせるために、データは従業員、そして
マネージャーに、倉庫管理在庫、スロッティングプ
ロセス全体でモバイルデバイスを用いて伝達される
必要があります。

最新のモビリティの威力
DM Mobile は、マネージャーと従業員にタブレットやハンドヘル
ド機器からアクセス可能なアプリケーションを与え、直ちにアク
ションを取るために不可欠な情報と機能を提供することで、労働
生産性、注文ターンアラウンドタイム、および注文精度という課
題を克服します。物流マネージャーは従業員との業務や従業員に
関わる変更に必要な情報や、倉庫内でのリアルタイムのタスクを
すべてDM Mobileから得るため、デスクを離れることができます。

Warehouse Management、Labor Management、および Slotting 

Optimization の各ソリューションのデータと機能を組み合わせる
ことで、DM Mobile は広範囲に及ぶ機能を提供します。従業員
のパフォーマンス、監視マネジメント、チームの業務割り当て、
従業員との対話などの労務管理情報にすぐにアクセスできます。
加えて、タスク監視、スループット、注文の優先順位付け、顧客ビュー
といった業務監視オプションにより、倉庫管理者はカスタマーサー
ビスと業務効率を常に念頭に置いて業務を遂行できます。 

単独のシームレスなモバイルアプリケーション
DM Mobile により、倉庫管理者はリアルタイムの情報を得ながら、
庫内のどこを移動していても、常に作業者とエンゲージできるよ
うになります。この業界トップのソリューションは堅固な機能と、
マンハッタンの物流ソリューションとの密な相互連結性を備え、
どんなに複雑な施設でも、物流管理者が労働力、在庫、作業を
リアルタイムで監督できるようにします。マンハッタンの業界トッ
プの Warehouse Management ソリューションにより、DM Mobile

は物流業務の至る所で製品販売速度を高め、カスタマーサービ
スと効率を向上するために役立ちます。

DM Mobile は Manhattan Distribution スイー
トとシームレスに相互連結する総合的な機能
セットを提供します。

労務管理。DM Mobile は倉庫内で従業員とのリアルタイムの交
流に必要なパフォーマンス情報を管理者に提供します。このソ
リューションは、優れたパフォーマーを識別して報酬を与えること
で従業員エンゲージメントを向上し、さらに目標を達成できてい
ない従業員のコーチングも提供します。

業務監視。使用者を意識した使い易いユーザーインターフェイス
を介して、倉庫全体のタスク管理機能を含む業務監視フレーム
ワークを提供します。

在庫管理。DM Mobile には倉庫内から直接、在庫の管理や、 
在庫と相互に作用しあう為のパワフルな機能があります。倉庫管
理者は、ロケーション、アイテム、または LPN で検索できる使い
やすい在庫検索機能を使用して在庫を確認したり、管理したりす
ることができます。倉庫管理者は、Inventory Management を使
用することで、庫内を移動しているときでも、現在もしくは潜在
的な在庫に関する問題についてのリアルタイム在庫データを得る
ことができます。管理者は即座に在庫の更新ができ、またスロッ
トスコアや再スロッティング・ロケーションを確認する

こともできます。DM Mobile は、ピッキング優先順位を調整して、
労働力資源とマテハンの作業平準化を図り、ダウンタイムを削減
するためのオーダストリーミングをサポートします。 

特徴 & 機能 
– 観察や業績測定などの従業員とのアクティブな交流を系統的に

記録。
– 波状や職務権限、タスク／アクティビティーごとに倉庫内の業務

を視察。
– タスクの一時停止や優先順位の再設定、従業員へのタスクの振

り分け、あるいは完成に向けた一連のタスクのリリースを可能に。
– リアルタイムでの業務のモニターや計画、予測を提供。
– 注文の検索や波状進行などの特定の顧客のステータスを追跡。



業界ごとのWAREHOUSE MANAGEMENTの機能
業界特有の機能は、物流業務の至る所で製品販売速度を高め、カスタマーサービスと効率を
向上するために役立ちます。

小売

クロスドッキング
フロースルー
トランスローディング
付加価値サービス　
ベンダーコンプライアンス
プット・トゥ・ゾーンとプット・トゥ・ストア
プレパック
キッティング
ダイ・ロット管理
倉庫対応プロセス
ガーメント・オン・ハンガー（GOH） 
サポート
SKU 置換
パック・アンド・ホールド
積荷の構築
停止位置ごとの指示された荷役

消費者直結型

大量の注文処理
1 件ずつまたは少量の注文処理
複数の集品方法（クラスター集品、 
ゾーン集品）
大量の SKU カウントサポート
– スケーラビリティ
– アイテム配置 / スロッティング

パーソナライゼーション（ギフトカード、
ギフト包装など）
3D カートナイゼーション
照合（請求書）文書生成
設定変更機能付きマテリアルハンドル 
機器（MHE）の統合
動的な配置割り当てと配置補充
返品処分プロセス
製品の品揃え（ギフトパック）
CubiScan Cubing、Weighing、
Dimensioning システムの統合
宅配便配送

アパレルおよびフットウェア

アパレルの最小在庫管理単位の特徴
– スタイル、色、サイズ、幅による追跡
– 品質とバージョンのサポート
– 発売日サポート

大量の SKU カウントサポート
– スケーラビリティ
– アイテム配置 / スロッティング

寸法と重量の柔軟なサポート
– 高度なカートナイゼーション 

アルゴリズム
– CubiScan Cubing、Weighing、

Dimensioning システムの統合

プレパック /Musical Runs
付加価値サービス
設定変更機能付きマテリアルハンドル 
機器（MHE）の統合
高度なアウトバウンド配分、集品、 
および補充の戦略
パック・アンド・ホールド保管
宅配便配送

食品流通および食料品小売業

トレーサビリティ
– ロット管理
– 在庫リコール
– イベント追跡
– 日付ローテーション
– 傷みやすい商品の迅速なフロー
– FEFO（使用期限の順に先出し）、FIFO 

（先入れ先出し）、LIFO（後入れ先出し）
などの製品劣化管理

食品集品と荷役機能
– 複数注文パレットおよび / または業務 

割り当て作成
– ラベル、RF、ボイスを使用して集品
– ストップ / ルートごとの荷役順序

温度帯対応物流
– ゾーンごとの配置決定、割り当て、集品

ルール（ドライ、冷蔵、冷凍）
– ゾーンごとのタスク優先順位付け

在庫コントロール
– 製品ステータス、製品劣化状況、製品

バッチへのリアルタイムの可視性
– 高度なサイクル・カウンティング

物流
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ライフサイエンス

トレーサビリティ
– ロット管理
– 在庫リコール
– イベント追跡
– 日付ローテーション
– FEFO、FIFO、LIFO などの製品の 

劣化管理

ライフサイエンスの集品と荷役機能
– 複数注文パレットおよび / または業務割

り当て作成
– ラベル、RF、ボイスを使用して集品
– ストップ / ルートごとの荷役順序

温度帯対応物流
– ゾーンごとの配置決定、割り当て、集品

ルール（ケージ、冷蔵、ドライなど）
– ゾーンごとのタスク優先順位付け

在庫コントロール
– 製品ステータス、製品劣化状況、 

ロットへのリアルタイムの可視性
– 高度なサイクル・カウンティング

サード・パーティー・ロジスティクス（3PL）

構造サポート
– 単一のアプリケーションとデータベース

インスタンスで、複数の倉庫
– 1カ所の施設で複数の顧客

取引の柔軟性
– 顧客レベルでビジネスフローを設定
– 1カ所の倉庫内の複数のフローを 

サポート
– スペースを最適化するために、1 カ所の

ロケーション、ゾーンなどの中で、顧客
特有あるいは社内全体の在庫の混在を
許可する保管場所を設定

倉庫全体の労働力を最適化。
– 1カ所の施設内で、異なる業務ルールに

基づき、作業者にマイナスの影響をもた
らさずに複数の顧客を担当

顧客料金と代金請求要件のための 
請求書管理
注文と在庫用の倉庫と顧客全体の 
可視性

マンハッタン・アソシエイツは、9 年連続でガートナー社の 
マジック・クワドラントの倉庫管理システム部門で、リーダーの 
ポジションを堅持しています。今年度、マンハッタンは実行能力の
高さとビジョンの完全性で最も高いポジションを獲得しています。*

ハイテク電子機器

エンドツーエンドのシリアルナンバーの 
追跡
– マルチレベル / ネスト化された 

シリアルナンバー
– シリアルナンバーレンジキャプチャー
– 最小在庫管理単位でコントロールされ

た追跡のレベル

高度なロットマネジメント
最小在庫管理単位の属性管理
– 数値の補正
– 原産国

作業順序 / キッティングと 
付加価値サービス
高度なカートナイゼーション
設定可能なメッセージ通信処理 
環境 / 音声の統合
高度なアウトバウンド 
配分 / 集品 / 補充戦略
在庫所有権 / 分別（ベンダー所有の在庫）
宅配便配送

最近はセールスの約 9 パーセントが E コマースからになっている中、マッキンゼー社は、 
6 件に 1 件のセールスがオンラインやモバイルチャネルから行われると、この数値が
2025 年までに 15 パーセントに上昇するとを予測しています。
アメリカ合衆国商務省
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* ガートナー社マジッククワドラントの倉庫管理システム部門、2017 年 2 月 13 日。ガートナー社は同社の研究発表に記載されたいずれのベンダー、製品、サービスをも推薦する意図は
なく、またテクノロジーユーザーに対し最高位の評価のベンダーのみ選択すること、あるいはその他の指示一切を助言しておりません。ガートナー社の研究発表は、ガートナー社の研
究組織の意見で構成され、事実の表明と解釈されるべきではありません。ガートナーは、特定の目的に対する商品性や適合性のいかなる保証を含め、この研究に関連すり、暗黙の 
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ウェーブレスな注文ストリーミング：スループットを
最大化するための新しいアプローチ
マンハッタンは、顧客が総合的な設備スループットを最大化し、
繁忙期中にコスト効率を上げながら作業者をより良く活用できる
よう、サポートいたします。高いレベルでスループットを最大化す
るための鍵は、従来のウェーブ型プロセスに対する盲目的な信頼
から、ウェーブ型とウェーブレス型の戦略の混合に移行することです。
これがマンハッタンが、仕分け機器、プットウォール、ウェーブレ
ス型受注処理用の自動倉庫（ASRS）といった市場のトップを走る
マテリアルハンドリング機器（MHE）と容易に統合できる非ウェー
ブ型の理数系モデルを備えている理由です。

このウェーブレス型受注ストリーミングアプローチは、マテリアル
ハンドル機器を十分に活用し、消費者直結型（DTC）オーダーで
サービスレベル規定に合わせるために不可欠です。オーダースト
リーミングは、より動的なオーダー処理モデルを提供し、注文を
迅速に指揮し、作業者と機器計画を強化し、また先を見越した
配置割当と補充を改善します。同時にオーダーストリーミングは、
移動 / 集品経路といった最終タスクの構造と割当を、作業がキュー
に割り当てられる準備が整うまで遅らせます。

この利点から、ユニットソーターの活用の改善、マニュアルによ
る仕分けの効率向上、労働力有効活用の改善、またオーダーの
グループ化および優先順位付けに高い柔軟性をもたらし、最終
的には、低い資本経費でもっと拡張性の高い倉庫にすることです。

従業員の生産性向上
倉庫従業員には、マンハッタンのタッチ操作可能なモバイルアプ
リで一般的な倉庫タスクへの近代的なアプローチが提供され、
使いやすい消費者寄りのユーザーインターフェイスにより生産性
を最大化することに集中できます。多様な品揃えの機器オペレー
ティングシステムとデバイスフォームファクターは、音声で操作可
能なバーコードスキャナー、ウェアラブル型の入力デバイス、車
両搭載スクリーン、ハンドヘルドタッチスクリーンなどのサポート
機能がついています。製品画像とわかりやすい専用のグラフィッ
クユーザーインターフェイスがあるため、素早くトレーニングでき、
生産性と精度が上がります。

繰り返し、革新するための敏捷性
倉庫がますます自動化されるにつれ、倉庫コントロールシステム

（WCS）と統合するための Warehouse Management の能力がよ
り大きな価値と高い効率を提供します。Warehouse Management

はモノのインターネット（IoT）によるデータの急増を活用し、製
造業者と卸売業者の双方のためのフルフィルメント能力を進歩さ
せます。マンハッタンはオムニチャネル販売と物流センターの革
新に熱心に取り組んでいます。マンハッタンのソリューションは、
顧客のために効率の高い最適な結果を提供するため、フルフィル
メントオートメーションと機械学習を縦横に活用します。

 
E コマース受注処理：パックステーション、 
返品処理、宅配便統合
世界中のオムニチャネルコマースの小売業者が直面する固有の課
題に取り組むためにデザインされたマンハッタンのパックステー
ション、返品処理、および宅配便統合機能で、効率を高め、サー
ビスの向上を図ります。

マンハッタンのパックステーションインターフェイスは設定変更が
可能なスクリーンがあり、製品画像と堅牢な例外ハンドリング機
能付きの大きな使いやすいタッチスクリーンを使用して梱包作業
者のタスクを先導します。パックステーションは、繁忙期の新し
い従業員や短期雇用者の追加作業時間を削減しながら、荷造り
プロセスの効率と精度を高める機能を保持しています。

返品の取扱は時間を要する作業で、できる限り効率良く行うべ
きですが、同時にこの商品を早く販売できる状態にして売上につ
なげるチャンスでもあります。このため、マンハッタンの近代的
な返品専用プロセスのインターフェイスで複数の手順のワークフ
ローと迅速な在庫処分を、在庫回収を早めかつ顧客の信用を高
める目標をもって、サポートしています。

宅配便統合は、サードパーティの宅配接続の堅牢な統合フレーム
ワークのオプションで、宅配便の価格設定、配送、追跡を行い、
レートやキャリアのラベルメンテナンスは全くありません。宅配
便統合は、UPS、FedEx、USPS といった大手宅配便会社や地域
の宅配便会社、および大抵の国際宅配便会社との柔軟な統合を 
提供します。 

アクティブな物流のための完璧なソリューション
大手企業は数十年に亘り最高クラスのパフォーマンスを実現し
ているマンハッタンの Warehouse Management ソリューション
を高く評価しています。業界特有のドメイン専門知識を備えた
優れた倉庫管理システムを供給することにより、効果的な物流
管理は単なる倉庫管理以上のものになります。Slotting や Labor 
Management といった最適化ツールは、施設レイアウト、プラン
ニング、管理ツールを手段として、労働力の効率性を促進します。

物流
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LABOR MANAGEMENT 
従業員との関係を強化
オムニチャネルコマースによるカスタマーサービスへの高い期
待、不安定な需要、SKU 増殖、また少量の注文には、以前より
も高い従業員の生産性と効率性が求められます。しかし、Gallup 
Research によると、労働者はエンゲージされていない、また能
力を生かし切れていないと示されています。現代の移り変わりの
早い経済状況下では、エンゲージされた従業員力が欠かせませ
ん。これにより人件費を削減しながら、革新を推進し、生産性と
最終収益を向上させることができます。

マンハッタンの Labor Management ソリューションは、優れたパ
フォーマーを識別して報酬を与えるためのシステムを提供するこ
とで従業員エンゲージメントのギャップを埋め、さらに必要なト
レーニングを提供し、また目標を達成できていない従業員のコー
チングも提供します。結果として、作業者の効率上昇、離職率低
減、また倉庫内の生産性向上に繋がります。

また Lobor Management はマネージャーと管理者が労働者要件
を予測し、生産性を追跡、また奨励金の計算もできるようにし
ます。この使いやすいモバイルソリューションを使用して、管理
者は倉庫内で作業する時間を増やすことができ、チームメンバー
と交流し、障害を取り除くためにリアルタイムで対応し、業績の
低い従業員に働きかけ、また業務が滞りなく実行できていること
を確認できます。

 
特徴 & 機能
– 管理された労働基準に対するスタッフの業務を計測 
– コーチングや従業員との対話のための規範的なワークフローを

活用
– 業績フィードバックやゲーミフィケーション能力などの項目があ

る消費者グレードスコアカードで体系的なフィードバックを従業
員に提供

– 需要予測に基づき残業量や通常 / 臨時労働力を最適化 
– 従業員の生産性と業績のリアルタイムデータを用い、管理者が

より長くフロアに留まるように促進するモバイル機能の使用 
– 奨励金を計算し給与システムに入力 
– 最適なスタッフ配備要件を決定する What-if 分析 
– 日、シフト、業務、ゾーンごとに労働力を予測して計画

業務のパフォーマンスを強化
Labor Management お よ び Warehouse Management の 機 能
は従来別々に実行されますが、マンハッタンの Performance at 
Work 構想はこれらをひとつに統合します この密な統合により、
ひとつの共有データプラットフォームを使用し、実際のパフォー
マンスを基にして、目標をリアルタイムに計測できるようにしてい
ます。また重要なパフォーマンスデータへのアクセスが増加し、 
Performance at Work 構 想 により従 業 員エンゲージメントが 
向上し、また管理者効果も上がります。
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特徴 & 機能
– 新製品の需要、消費者期待の変化、また業務上の制限に合わ

せて倉庫内のピッキングの場所を何度でも設定変更可能 
– 迅速なフルフィルメントのために商品を戦略的にグループ化し、

セールストレンドや製品の変化に合わせて配置をアップデート 
– 製品の特性と製品販売速度を用い、それぞれに見込まれる配

置のための相対的価値を計算 
– 全製品の価値を合計し、何百万もの移動コンビネーションと

ユーザー設定の戦略を対比 
– シナリオ管理機能を用いて最適な設定を探すために異なるルー

ルセットをシミュレーション 

適切な在庫をベストな場所で最適な時に
マンハッタンの Slotting Optimization は、物流センターのあらゆ
る製品の最適な保管ロケーションを特定して、ピッキング効率を
向上、補充頻度を低減、またスループットの最大化を可能にし
ます。大規模の非常に複雑な施設でも実績のあるパワフルなソ
リューションです。

物流

スロッティング最適化 
ロケーションがすべて
庫内においては、不動産のように、ロケーションがすべてに影響
を及ぼします。製品の場所が、生産性、作業者の安全性、注文
精度に直接影響します。動きの速い商品は最もピッキングしやす
いロケーションに、重量物は被害を最小限に留められる場所に、
また庫内全体の保管キャパシティを最適化することも重要です。

類似した注文、SKU 増殖、不安定な需要、また注文サイクルタイ
ムが短いといった課題には、倉庫スペースのノンストップの最適
化が求められます。物流業務はオムニチャネル販売業の要件に
合わせるにつれ、スロッティングの最適化がコストのコントロー
ルや顧客期待を満たすために非常に重要になってきています。 

最適化への最善のアプローチ
Slotting Optimization は在庫をスロッティングするために最適な
ロケーションを判断するため、作業者の効率を向上させ、受注
処理サイクルを短縮でき、またスループットを最大化できます。 
またフルフィルメントを行うため、戦略的にアイテムをグループ化し、
トレンドや新製品の需要を元に推奨する配置を更新することで、 
カスタマーサービスを向上します。

最適なスロッティングを判断する高度な数学モデルで完全にウェ
ブ化したアプリケーションの Slotting Optimization は、人気の
あるアイテム順序や種類分けによるグループ化を持続しながら、
季節、セールスのトレンド、製品のバリエーションを考慮します。 
さらに良い点は、非常に複雑な倉庫にも対応できる機能を組み
込んで設計されています。 
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請求書管理
3PL 業者向けの柔軟性が高いアクティビティベースのソリューショ
ンは、時間ベースのルールを利用し、コスト計算と請求プロセス
を統括し、庫内全般の請求書プロセスを動的に管理します。

特徴 & 機能
– 利益を最適化するアクティビティーベースの請求書を実装
– 在庫保管料を含む倉庫プロセスの料金指定
– テナントあるいは事業部門用の請求書レポートを作成
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輸送
複雑な物流網のための適切なソリューション
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輸送
複雑な物流網のための適切なソリューション
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アクティブで最適化された輸送管理
現在、ロジスティクスの複雑さは著しく増し、サービスレベルへの期待は高まる一方です。
サプライチェーンはこれまで以上に機敏で、さらにコストを抑えられるものでなければな
りません。港の閉鎖、サプライヤーの増加と製品需要、自然災害など、サプライチェー
ンの失敗は、ブランドイメージと最終収益のどちらにも大損害を与えかねないほど毎日の
ニュースに上がっています。

リスクや変動性が高まり、また国際輸送オプションがどんどん進化し、最新式の輸送管
理ソリューションはもはやオプションではなく、不可欠です。テクノロジー、性能、展開
方法の進歩により、あらゆる業界や地域に拡がる企業がその規模に関わらず、アクティ
ブで最適化された輸送管理システムから迅速に利益を得ています。

マンハッタンの Transportation ソリューションは、エンド・ツー・エンドのビジネスプロセ
スをサポートする全ての輸送管理機能を提供し、あらゆる様式またロジスティクスネット
ワーク全体で、個人フリートや一般キャリアをマネジメントします。戦略的分析、調達、
作業計画から、実行、可視性、運賃の支払いやクレーム処理まで、マンハッタンの総合
的な輸配送ソリューションは輸送に関するコストを削減し、サービスレベルを向上させ、
プロセスを自動化し、無駄なく合理的に計画を実行し、業務上のリスクを低減するため
の支援をいたします。

使い易さとユーザー経験においてトップクラスと評価されているマンハッタンのソリュー
ションは、非常に複雑なロジスティクス業務を簡素化し、例外管理できる可視性をユーザー
に提供します。

マンハッタン Transportation スイートの機能：

– 輸送コストとロジスティクスコストの削減
– サービスレベルと可視性の向上
– ロジスティクス機能全体のプロセスの自動化、また標準化
– 管理コストを低減
– 変化するビジネスプロセスと要件への適合力を実現
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TRANSPORTATION MODELING

シミュレーション。そして実行。
現代のグローバルサプライチェーンは常に流動的です。そのため
現在最適に設定された輸送ソリューションが、将来に亘って最適
な輸送ソリューションとは限りません。

常にトップを走れるよう、輸送のプロは輸送ネットワークが常に最
小のコストと最高のサービスレベルで確実に動作し続けるため、 
戦略的に「考える」ことができるのと同時に最も有利に実行でき
るソリューションが必要です。Transportation Modeling の機能：   

– 革新的なコスト削減の機会を積極的に模索
– 最良の輸送ポリシーを決定 
– さまざまなオプションサービスとコストへの影響を計測 
– コスト削減 
– サービスレベル向上 
– ネットワークの継続的な最適化

Transportation Modeling は、仮定を疑い、輸送ポリシーの新し
いアイデアを、業務への影響を見ながらテストする能力をご提供
します。ロジスティクスのプロが What-if シナリオを実行し、ネッ
トワーク設定の変更を提案し、他のルーティングオプションのテ
ストを行い、業務に他の制約やパスが及ぼす効果を予測します。 

Transportation Modeling は特許アルゴリズムと、複雑さを排除
すると同時に、高い柔軟性を提供するシナリオ計画ツールを備え
ています。ソリューションは履歴データと予測データを使用する
精巧なシミュレーションを使用して、What-if シナリオの検証と最
適化を行います。

変動に対応し、変更を実施することは、至極当然の結果としてビ
ジネスへの最小限の影響を鑑み、輸送を委託するといった当然の
流れになります。Transportation Modelingで輸送プランナーは日
常のトラブルシューティングの混乱から逃れ、戦略的で周到なプ
ランニングの領域に手を付けることができます。その結果として、
今日、そして今後の最適な実践が可能になります。 

 

「 マンハッタンのモデリングツールを日々使用して、ネットワークの展開に 
役立てています。社内リソースに権限を与えてこのようなタイプの分析を 
行うことで、コンサルティング費の 25 パーセントの削減が可能になります。 
またコストと業務効率の観点から、業務ニーズに基づくストアネットワークへ
の影響を予測するための時間を短縮しています。」

パパ・ジョンズ
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Transportation Modeling を使用して、企業は距離に 
して 5 〜 10 パーセントの短縮、また 2 〜 5 パーセントの 
トレイラーの活用の拡大が可能になります

優れた経営判断
顧客ロケーション、キャリアとドライバーの受け入れ制限、不安定
な燃料コスト、サービス提供時間の変更、およびサードパーティ
輸送レートの推移はすべて最終収益に影響を与えます。モデリン
グに「平均」のみを使用すると、複雑な輸送ネットワークにおい
て1件のポリシー変更による影響予想を下回ってしまいます。ネッ
トワークの最大容量に達しかけているとき、どのようにリソース
を調整すべきか、あるいは最大の利益を得るためにどこに物流
センターを追加すべきでしょうか。マンハッタンのTransportation 
Modelingはシナリオベースの最適化機能を提供し、特定のサプラ
イチェーンとネットワーク設計オプションを分析します。

特徴 & 機能
– 代替ネットワーク設定と輸送ポリシーのシナリオを無制限に 

作成 
– 実際の履歴データを分析し、現実的なシミュレーションを活用

した変更による全体の影響を数値化 
– シナリオをつき合わせて比較 
– 変数の範囲を調整して最善の結果を達成 
– サービスポリシーの微調整を行うとともに、物流センターの 

開設、閉鎖や店舗ロケーション、混乱、需要急増、またホリデー
シーズンの計画を検討 

戦略的に計画し、最適に実行
Transportation Modelingにより組織は典型的で保守的な輸送実
行への拘りから離れることができます。またプランナーは、業務
を改善する方法を積極的に模索するための機能を与えられ、サプ
ライチェーンにおける変化に迅速に対応してより最適な決断を行
い、隠れた値引きの機会を見つけ、また最終利益にプラスの影響
を与える変更を実装できるようになります。



輸送調達

今後の変更に備える
ビジネスのための適切なキャリア選択は利益性と顧客満足に
直接影響を与えます。しかしサプライチェーンの動的な性質を
考慮すると、現時点のキャリアのベストコンビネーションがす
ぐに変化するかもしれません。マンハッタンの Transportation 
Procurement により、理想的なキャリアのコンビネーションを決
定し、また受け入れ能力、サービス、品質などその他の要因に
対する価格のバランスをとることができます。

動的なサプライチェーンには実力があり信頼できるソリューション
が必要です。ソーシングプロセスを合理化し、次のような変化に
対応することも可能です。

– 新規ベンダー、物流センター、店舗、顧客
– 顧客要求とサービス要件
– 変化する出荷量
– キャリアの合併や買収 
– 新しい規制
– 契約期限
– 燃料価格

輸送費は物流コスト全体の中でも最大の要素です。そのため 
輸送のプロは輸送費に明確な可視性を持っていなければなりま
せん。コスト、サービス、その他の要因を評価する機能は、キャ
リアを採択する際に欠かせません。特に最良のキャリアが常に最
も経済的とは限らないからです。また荷送人も単純に、陳腐なレー
トで業務を遂行させてくれません。Transportation Procurementは、
コストを最小限に抑えながら、変化に迅速に対応する機能を 
提供します。

ソリューション・コンポーネント
マンハッタンの Transportation スイートは、企業全体の配送ニーズをその輸送方法やエリア、 
あるいはチャネルに関わらずサポートするように設計された、総合的なロジスティックス・ 
ソリューションのセットで、Modeling、Procurement、Transportation Planning and  
Execution、Fleet Management、Freight Audit、Payment and Claims、TMS Mobile、 
Carrier Management が含まれています。

物流
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優れた可視性、最適な結果
マンハッタンの Transporation Procurement ソリューションは、
輸送入札や契約ソーシングを管理するための最も実力のあるロ
ジスティクス調達システムのひとつとして広く評価を得ており、ベ
ストプラクティスを自動化し、入札のプロセスを RFP から最終契
約まで全体を通して標準化します。Transportation Procurement

の機能：

– 入札コレクションと最適化プロセスを統一して簡略化
– キャリアとのコミュニケーションとコラボレーションを改良
– 履歴データと予測データを活用して、キャリアの入札に周到に

備える
– 時間をかけてレートとサービスの基準に従って評価し、追跡
– コスト、サービス、その他のルールに基づいて複数の裁定シナ

リオを特定
– ソーシング決定による真のコスト影響を把握
– 支払いに関する可視性を改良
– 説明責任の拡大
– 繰り返し使用できる自動化された入札と報酬プロセスを作成

Transportation Procurement により戦略的ソーシングプロセスを
モード全体で最適化することで、キャリアが提供するレーンと要
求を合わせ、最良のレートと利用可能な受け入れ機能を契約でき
るようにします。

特徴 & 機能
– 契約マネジメントを自動化、すべての輸送モードの輸送費を削減
– 臨時あるいは所定のバンドルを用いて代替価格設定
– ベンチマークデータを用いて入札反応を評価
– 契約報酬コンビネーションを What-if シナリオ管理を用いて 

最適化
– 増分（ミニ）の入札を迅速に実行して、動的なネットワークの 

変更に起因する現行の契約外の受け入れ能力を確保
– ソリューション内で報酬をシームレスに作成してアクティベート
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輸送

輸送計画と実行 
国内外問わず、Transportation Planning and Execution を使用して、
リアルタイムで入出荷と社内配送を最適化して実行します。ネット
ワークがどれほど複雑でも、配送方法やロケーションに関わらず、
また運送会社、宅配便会社、一般のキャリア、あるいは専用の個
人フリートでも、配送処理能力を確実に手に入れることができます。

特徴 & 機能
– オーダーをまとめて効率的な配送を組立 
– レート、資産の利用可能性、またその他のビジネス制限に基づ

いて、海上、鉄道、複合、トラック、空輸、宅配などあらゆる
輸送モードを最適化 

– 動的または静的なルーティン要件を実行 
– 継続的な移動、帰路、クロスドックを管理 
– キャリアとサプライヤーのコンプライアンスプログラムとガイド

ラインをサポート 
– 取引相手とのコラボレーションとコミュニケーションを向上 
– 可視性、警報、追跡、トレースのニーズに適合 
– 社内外のアポイントスケジューリングを管理 
– 配達証明の可視性を共有 
– 構内作業の詳細な可視化とタスクベースのコントロールを提供 

FLEET MANAGEMENT 
Fleet Management を用いて、専門および個人のフリートのリソー
スを自動推奨ルート、ドライバー、資産ごとに管理します。距離
を最短にでき、同時にサービス提供時間、対応の可能性、コン
プライアンス、年功、サービスニーズも最適化します。 

特徴 & 機能
– ドライバー、トラクター、トレイラーなどの資産をすべて最適化 
– シフトとリソース全体で荷重の均衡を図る 
– ディスパッチによるドライバーサポートとキオスクサポートを 

提供 
– 長距離および店舗配達のルーティンニーズをサポート 
– 連邦規制を確実に遵守 
– 配達証明の可視性を提供  
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FREIGHT AUDIT, PAYMENT,  
AND CLAIMS
請求書を例外ごとに管理し、余剰と不正確な料金を減らし、また
債権に迅速かつ効率的に記入することで、旧式の運送決済プロ
セスを最新式にして合理化します。

特徴 & 機能
– キャリアとともに照合一致あるいは自動支払いプロセスを制定 
– 規定の範囲で付帯料金および長距離料金をサポート 
– 財務システムへの支払いを実現 
– キャリアのポータルあるいは電子通信を介して代金請求および

調整を管理 
– 債権管理と決済をサポート 
– 運送費を最小在庫管理単位レベルに配分

キャリアマネジメント 
マンハッタンの Carrier Management は、北米の自動車運送業
者トップ 100 に名を連ねる運送会社の半数以上がフリート業務
を管理するために使用しており、ディスパッチの最適化/自動化、 
燃料の最適化と利益性分析、また入札分析と応答ツールを備え
ています。

特徴 & 機能
– ネットワークのバランスを保ち、収益を最大限に高めるため、

最も利益のある運送会社をターゲット化 
– トラックごとの毎日の距離と利益を向上 
– ドライバーの離職率を低減し、仕事外の時間、また走行距離

を増幅 
– オンタイム出荷、オンタイム納品、カスタマーサービス、およ

び利益性を強化 
– サービス提供時間など連邦規制を遵守

マンハッタンの Transportation ソリューションは、サプライヤー、
キャリア、3PL、顧客、店舗など、取引相手とのコラボレーション
と接続性を可能にすることで、サプライチェーンを拡張すること
が可能になります。マンハッタンの Extended Enterprise により、
上流下流のパートナーが拡張されたオーダー管理、可視性、およ
びイベント管理機能から利益を得られます。こちらのソリューショ
ンは、26 〜 31 ページに掲載しています。

TMS MOBILE
マンハッタンの Transportation は、コラボレーション、 
接続性、またリアルタイムのサービスプロバイダーの可視性を、
すべて使いやすいモバイルアプリで提供しています。

TMS Mobile は、キャリア登録、委託 / 受入、ドライバー割当、写真と署名のキャプチャー、リアルタイムの
輸送中の可視性など、幅広いビジネスプロセスを可能にします。アプリを使用して荷送人は直接かつ効果的に
インターフェイスでサービスプロバイダーに接続でき、必要に応じて別の機能にもアクセスできます。

どこにでもあるスマートフォンを利用して、TMS Mobile により中小規模の契約キャリアは高度な可視性と 
コミュニケーション機能が入手可能です。また小規模キャリアとオーナーオペレーターには、追加コストなしで
コンプライアンス要件を満たせるようにし、条件を平等にします。さらに、ドライバーにはトラックの運転台か
ら TMS を使用して直接コミュニケーションを行える機能を提供します。

その結果、サービスが向上、キャリアコンプライアンスも向上、また優れたレポート作成が行えるようになります。
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サプライチェーン全体で 
機能的なギャップを埋める
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ギャップを埋める
エンドユーザーが選択する方法が何であれ、エンドユーザーにサービスを提
供するのはブランド保護の「新しい標準」となっています。その目的に向けて、
倉庫業、輸送、および拡張エンタープライズの間にある機能的なギャップを
埋める重要性は、サプライチェーンでの重大なリンクであり続けています。
社内チームと社外の取引相手との明確なプロセスの統合により、より適切な
対応、リアルタイムの可視性、また利益性増加の基礎作りができます。

外部サプライヤーと物流プロバイダーは顧客にサービスを提供する中で重要な
役割を担っています。手痛い失敗を続けると、顧客、そして企業のビジネスに
マイナスの結果を招いています。従来、外部のサプライチェーンはほとんど企
業のコントロール外と見られており、パフォーマンスはコンプライアンスの決定
あるいは違約金の脅威の元で管理されていました。マンハッタンの Extended 
Enterprise ソリューションは、可視性、コントロール、コラボレーションを、 
サプライチェーンの壁の向こうにあるそのような重要な分野に提供します。

密なコラボレーションほど、高い利益を実現
マンハッタンの拡張エンタープライズは、部門の境界をまたぐコラボレーショ
ンや、サプライヤー、キャリア、3PL、その他の取引相手とのコラボレーショ
ンを発展させるよう設計されています。そのためサプライチェーンが、純利
益のパフォーマンスを維持し、売上成長を推進できるようになります。

企業とサプライヤーのリアルタイムのコラボレーションを促進する安全でウェ
ブ対応可能なポータルから、受領書、配送、構内作業、輸送中の在庫にまでわ
たり優れた可視性を与え、Extend Enterpriseの機能はすべて、サプライチェー
ンの敏捷性を向上するために互いをサポートします。Extended Enterpriseを用
いて、製品需要の変更に対応する、間際の在庫指示変更など、物流パートナー
とともに製品フローの直接的なコントロールを得ることができます。

フルフィルメント方法および販売チャネルの激増と共に、競争に必要なオペ
レーションの規模をサポートするため、企業は取引相手への依存を強める一
方です。マンハッタンの拡張エンタープライズにより、サプライチェーンエコシ
ステムに関わるすべてのパートナー間の密なコラボレーションが実現します。
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ソリューション・コンポーネント
– Hub Management ハブ、プールポイント、トランスロード施設

あるいは他の LSP での配送や受入の物理的な実行
– Yard Management 構内作業の細かなところまで行き届いた 

可視性とタスクに基づくコントロール
– Appointment Scheduling キャリアとサプライヤーによる倉庫

配送と集品を自己管理
– Supply Chain Event Management 中断が発生したときのリア

ルタイム通知機能のあるサプライチェーンイベントの自動監視
– Supply Chain Visibility 役割ベースで世界中のリアルタイム 

在庫、オーダー、配送に関する情報へのアクセスを提供

インバウンド入庫の取扱やアウトバウンドのフルフィルメントや
トレーラーの操作から、優れた可視性、サプライヤー、キャリ
ア、3PL、その他の取引相手との密なコラボレーションまで、拡
張エンタープライズでロジスティクスの混乱を最小限に抑えなが
ら将来に備えることができます。Manhattan Active™ Integration 
Platform に より、 拡 張 エンタープ ライズ は マ ンハッタン の
Distribution と Transportation スイートを拡大して、業務とロジス
ティクスワークフローをこれまでより円滑に行うことができます。 

マンハッタンの拡張エンタープライズの内容：

– Supplier Enablement 企業に首尾よくサービスするために必要
なアクセス権、コミュニケーションツール、サプライチェーン実
行ツールをすべてサプライヤーに提供 

拡張エンタープライズ
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SUPPLIER ENABLEMENT 
サプライヤーは世界中に散らばっており、また異なる言語で会話し、
業務時間も異なれば、通貨も異なり、技術的能力も様々です。
しかし、迅速に、かつ利益につながるよう、顧客に製品を提供
するという共通の目標を保持しています。Supplier Enablement

はオンライン上の安全なウェブ対応のポータルを備えており、企業、
サプライヤー、その他の取引相手が、場所、言語、所有している
サプライチェーンの技術的能力の違いはあっても、リアルタイム
のコラボレーションを促進できます。Supplier Enablement の機
能を享受するために、サプライヤーが必要とする物は、インター
ネット接続とプリンターだけです！

このオンラインコラボレーションを用いて、物流センター業務と
上流サプライチェーン全体でコミュニケーションとビジネスプロセ
スの実行を迅速に向上することができます。

特徴 & 機能
コミュニケーションとコラボレーション
– 取引相手にグループメッセージを送信して、取引相手から企業へ

のサービス提供機能に影響を与えかねない重要な情報を通知
– 主要な取引相手と重要なドキュメントを電子的に共有
– 重要なドキュメントの受領連絡と追跡
– 取引相手から転送された電子ドキュメントの受け取りと保管
– 重要なコミュニケーションをすべて一元化された共通のベン

ダーポータルで監査

サプライチェーン実行
– 取引相手全体で一元化された注文承諾書と交渉を実現 
– 1 件の SKU、混合の SKU、およびサプライヤーにより梱包済

LPN の作成
– サプライヤーの拠点で EAN/UCC128 規制遵守の配送ラベルを

作成して印刷 
– LPN およびパレットの出荷トレイラーへの積荷をスキャン
– BOL などの必要な配送ドキュメントの標準化と印刷
– LPN レベル ASN の作成の自動化により、下流の受取効率を 

向上し、物流センターの人件費を削減
– 時間のかかる注文書の手作業を自動化 
– オンラインでのサードパーティによる品質監査実施の依頼と保存 
– 物流センターに物品が到着するより前に十分に余裕をもって、

製品不具合をフルフィルメントサイクルの早い段階で特定
– 最新のレポート機能とデータ可視化を活用して、外部のサプラ

イチェーンの効率を監視 
– 業績不振あるいは品質問題が生じたときに、オンタイム納品と

コンプライアンス遵守の精度を高める方向に奨励するために、
支払い取消を開始 

– 配送遅れなど、コンプライアンス違反の事象のクレームを自動化 
– 商品仕入帳（COGI）を作成してサプライチェーン実行とサプラ

イチェーン金融を統合
– PO、ASN、COGI に対する 3 方向照合を促進

ハブ管理 
サプライチェーンの敏捷性は現代のビジネス環境で競合してい
くために欠かせません。それが優れた可視性や、3PL サイトを
通る物流センターへ配送中の商品の流通コントロールと捉える
こともできるでしょう。小売業者にとっては、サードパーティ
の配送代理店により店舗へルートされている製品の確実なコ
ントロールを意味するかもしれません。そのため企業は Hub 
Management を使用して可視性を得て、在庫が次の目的地に
到着する前に商品の流通をコントロールしています。効率の 
高い商品の流通に貢献している全施設をデジタルで接続する
ことで、マンハッタンの Hub Management は、サプライチェー
ンの全ノードが単なる通過地点以上の役割を担い、複雑な物
流プロセスを処理する力を確実に持たせます。

優れた可視性、効率の高い実行
マンハッタンの Hub Management ソリューションは、高性能
のモバイルテクノロジーにより、簡単かつ低予算で、サプライ
チェーンの各地点で、倉庫と同等の業務の実行を可能にします。
施設がどんなに小さくとも、また複雑であっても構いません。
Hub Management を使用してサードパーティ物流プロバイダー
は、倉庫を丸ごと迂回して、店舗や最終顧客に直接的に、統合 
した出荷を行うことも可能です。

施設が物流拠点、クロスドック、プールポイント、トランス
ロード施設、また統合あるいは分割ポイントであっても、Hub 
Management により、ネットワークの至るところに世界級のサ
プライチェーンの業務実行と可視性をもたらします。

特徴 & 機能
– モバイル対応の、LPN、パレットあるいは積載ごとのスキャン

に基づく入荷機能を提供
– クロスドックやフロースルー作業を合理化するシームレスな

レシーブ・ツー・シップメント機能を実現
– OS&D の追跡とレポート
– ゾーンごとの在庫保管割当
– ゾーン・ツー・ゾーンの在庫移動
– 完全な在庫監査プロセスで在庫の全体性を確保
– 在庫の固定と保留
– 出荷トレーラーへの LPN およびパレットの積載をスキャン
– 出荷量を下流の受入に基づいて制限 
– 配送ラベルとドキュメントをサプライチェーン全体で標準化し、

全拠点でスキャンに基づく入荷の精度を強化 
– 店舗への直接配送および顧客直販配送を可能にして輸送、

労働力、保管コストを削減し、同時に受注処理時間を短縮 
– 数多くの 3PL およびハブサイトの「一時的な接続不能」の 

事態にモバイルサポートを提供
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APPOINTMENT SCHEDULING 
サプライヤー、キャリア、3PL との密なコラボレーションは、サ
プライチェーンの 効 率を向上させるために非常に重 要です。
Appointment Scheduling を使用して、キャリアとサプライヤーに、
倉庫への納品や集荷のセルフスケジューリング機能を提供し、時
間が掛かるマニュアルプロセスを排除し、遅延や誤りの発生をな
くします。さらに良いことには、倉庫の梱包人員、出荷部門、お
よび車両管理者と入出荷の予約を注意深くコーディネートするこ
とで、チームは物流費の三大資源、労働力、運送、在庫をしっ
かりとコントロールする能力を向上できます。

生産性を向上し、コンプライアンス遵守を強化
キャリアとの予約スケジューリングに不備があると、作業員の配
分不足や、非効率な積み下ろし、また不必要な車両滞留時間が
発生します。マンハッタンの Appointment Scheduling ソリュー
ションは、キャリアやサプライヤーが、迅速かつ容易に自社の倉
庫配送のセルフスケジューリングを行なえる、実績のあるツール
です。これにより生産性の向上、労働力の平準化、スケジュール
通りの進行が可能になり、サービス提供時間や米国の政府規制
に準拠できるようにサポートします。

 
特徴 & 機能
– 短い時間に処理できる荷物を増やし、遅延や支払い取消を回避
– リソース、サービスニーズおよび積荷の内容に応じて、予約 

時間を推奨 
– 予約設定や物流センターのドックリソース配分を操作するシス

テム推奨時間をサポート 
– キャリアがアメリカのサービス提供時間、欧州労働時間指令、

および他の政府規制に準拠できるようサポート 
– 電子データ交換（EDI）あるいはウェブベースのインターフェイス

を介して積荷をセルフスケジューリング 
– 守衛詰所での時間追跡および留置時間や荷積み/荷卸しの時間

の測定 
– 配送日や注文内容、ドックのキャパシティ、倉庫のキャパシティ、

そして必要作業員数を基に自動的に積荷時間を算出 
– シフト間で負荷分散し、資源要件を調整 
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YARD MANAGEMENT 
現代のサプライチェーンに求められる迅速な対応には、高い作業
効率がこれまで以上に重要になっています。マンハッタンの Yard 
Management 機能により、細部まで行きわたる可視性とタスク
ベースの構内作業のコントロールを提供することで、効率を確保
できます。さらにすべての入出荷商品の流通を最大限に拡張する
ことで、チームは顧客要求を満たしながらコスト削減が可能にな
ります。

可視性を高め、コントロールを向上
Yard Management は、すべての入出荷商品の流通を管理するこ
とで構内および倉庫の効率を最大限まで高めます。マンハッタン
の実績ある構内管理ソリューションにより、出荷タイプ、積荷内容、
必要人員、およびドックと倉庫の収容キャパシティなどの重要な
特性を考慮して貨物の積込みの計画、実行、追跡、監査をする
ことができます。

 
特徴 & 機能
– 構内の積荷、および構内セキュリティなどの関連在庫の可視性

を獲得 
– 効率を最大化するために、構内で業務を行う機器のコントロール

を向上 
– 積荷の到着を管理して、確実に適切なドックの入口で正確な 

時間にトレイラーの荷卸し 
– 輸送費を削減し倉庫効率を向上 
– 重要な荷物あるいは品切れ商品を特定して迅速に処理 
– モバイルデバイスを用いて構内作業員と通信 
– 重要な積荷を特定し、直接ドックの入口で迅速に処理すると 

同時に、予約用の Guard Check-in および Check-out、また 
構内セキュリティ管理を活用
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イベント管理 
企業は絶えず市場と需要の変化に適応する課題を課せられ、 
光速ほどのハイスピードで処理して革新することを求められてい
ます。しかし、この敏捷性は実際には、倉庫内、そして拡張エン
タープライズ全体の、積極的なサプライチェーン業務の監視抜き
では不可能です。サプライチェーン業務に遅れないように、倉庫、
輸送、店舗、調達、またサプライヤーやキャリアにいるチームメ
ンバーをリアルタイムでサポートすることが根本的に重要です。

業績を事前に監視
イベントマネージメントを使用することにより、チームは数百万
のサプライチェーンイベントを毎日監視できます。バイヤーから倉
庫管理者、配送担当マネージャー、店舗従業員まで、全関係者
がリアルタイムで通知を受けて、在庫コントロールや在庫回転、 
サイクルタイムの変動、また倉庫の生産性を向上するために、 
先を見越した修正措置を講じることができます。

 
特徴 & 機能
– 在庫のライフサイクル全体で追跡したイベントを表示する設定

変更にも対応したイベントリストを管理
– フルフィルメントの動きが期待通り実行され、また在庫が時間

通りに到着することを確保 
– 集品と配達を追跡し、在庫を約束通りに移動していることを確認
– 注文が時間通りに受注されていることを確認でき、サプライヤー

が完璧な在庫ニーズに応えていない場合には重要な状況認識
を促進 

– サプライチェーンの混乱や配送の遅れを把握することで、情報
を元に在庫の迅速な処置の必要性を決定 

– 配送遅延や配達通知に基づいてスケジュールを調整し、人件費
を削減

– 輸送の問題を発見した場合、リアルタイムで商品のルートを 
再設定 

– 遅 延緩和機能、輸送中の動的な分配、また入荷商品への 
可視性を活用して、着実に信頼性をもって貨物を受入 

注釈：
1 ウォールストリートジャーナル、2015 年 5 月 21 日
2 ウォールストリートジャーナル、2017 年 4 月 9 日
3 Invesp、E コマース製品返品率
4 ヒューストン・クロニクル、2017 年 4 月 17 日

拡張エンタープライズ
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VISIBILITY 
今日、広範囲にわたる複雑なサプライチェーン業務を最適化し、
調整することが、企業に課された現実の課題です。適切な経営意
思決定やコストに関する決定を行うために、グローバルなサプラ
イチェーンの企業規模の可視性が求められます。マンハッタンは、
国内外を問わず、グローバルサプライチェーンネットワーク全体の
オーダー、在庫、配送情報がひとつになったリアルタイムのグロー
バルビューを提供します。

リアルタイムのオーダー、在庫、輸送のための力強
い分析
高度なデータアクセスと役割毎の権限で、企業や、企業の取引
相手および顧客が、軽量で反応が速いインターフェイスから、 
サプライチェーン全体で起きていることを安全に管理することが
できます。

遠方の倉庫の在庫を知りたい時や輸送中の貨物の状況を知りた
い時、サプライチェーン分析ツールがリアルタイムのオーダー、 
在庫、配送情報を表示し、チームは物流コストを削減し、もっ
と効率的にキャリアと 3PL を管理できるようになります。

 
特徴 & 機能
– 傷みやすい商品をモニタリングし、消費期限切れによる在庫 

損失発生を抑制 
– 速達便に関わるコストを削減 
– 在庫レベルと安全在庫を低減 
– 直接配達チャネルを可能にして最適化 
– カスタマーサービス向上 
– 新製品の市場進出時間のスピードアップを達成 
– ロジスティクスを効果的にアウトソース 
– 直送販売商品のコストを削減 
– 税関の 10+2 の規制遵守を自動化

コラボレーションと適応
フィルフィルメント方法および販売チャネルが立て続けに拡張され、
競争に必要な運営拡張をサポートするため、企業はグローバルな
取引相手への依存を深める一方です。マンハッタンの Extended 
Enterprise により、適応力のある敏捷なサプライチェーンを確保
するために取引相手との密なコラボレーションが実現します。
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