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「需要の変動が大きくても、
予測の精度が上がりました。
この改善は、私たちの日常業
務に大きな違いをもたらしま
した。」
ジャン＝ダニエル・ポトヴァン（ユニ・セレクト社、需要
予測担当ビジネスアナリスト）

MANHATTAN INVENTORY

企業全体の
         価値の最大化
企業の在庫戦略を一元的に把握
Manhattan Inventory ソリューションは、顧客の在庫戦略
のあらゆる側面を単一のホリスティックな視点で見ること
ができます。年次財務計画から日々の補充再注文、定期的
な企業の計画の調整まで、Manhattan Inventoryは、企業に
とって最大の価値を生み出していることを確認するために
必要なツールを提供します。

オムニチャネル在庫最適化の時代へ
とオムニチャネル・フルフィルメントの時代になると、在
庫最適化のゲームは根本的に変化します。しかし、デジタ
ル・コマースやオムニチャネル・フルフィルメントの時代
になると、在庫最適化の方法は根本的に変わりま
す。Manhattan Inventory ソリューションは、今日の在庫
に関する課題に対処するための新鮮な視点とイノベーショ
ンを提供します。

クラウドのスピードでイノベーションを
引き出す
より速いペースで、絶え間ないイノベーションをサポート
するために、Manhattan Inventoryは適応するように設計さ
れています。このソリューションは、パブリック・クラウ
ド、プライベート・クラウド、マネージド／ホスティン
グ、オンプレミスなど、さまざまな導入オプションが用意
されており、幅広いニーズ、能力、予算に対応していま
す。また、Manhattan Inventoryでは、マンハッタンの最新
のアップグレードやバージョンを常に利用することができ
ます。
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在庫資産のリターンを最大化する
ほとんどの企業では、在庫は最大の継続的な投資であるた
め、バックストックを十分に活用することが重要です。マ
ンハッタンの予測・補充・割り当てソリューションは、在
庫投資を最適化しながら、売上と顧客サービスを最大化す
るために設計されました。高度なアルゴリズムとデータサ
イエンスを、直感的で視覚的に優れたユーザー体験と組み
合わせることで、マンハッタンは在庫集約型のあらゆる業
務から株主価値を高めることを支援します。

在庫資産のリターンを最大化する
オムニチャネル・トランスフォーメーション戦略は、高ま
る消費者の期待に応え、消費者のロイヤリティを高めるた
めに、最適化された在庫計画に大きな混乱をもたらしてい
ます。どのチャネルでも、どのようなフルフィルメント体
験でも、どの時点でも在庫を活用しなければならない場
合、予測と補充の方法も進化させなければなりません。需
要分析がより複雑になり、在庫戦略をより詳細に検討する
必要があるため、Manhattan Replenishment（補充）に
は、チャネルごとの販売戦略とフルフィルメント戦略を考
慮した独自の在庫ネットワーク・モデリングおよび最適化
ツールが含まれています。

最大限の革新をもたらす
応用インテリジェンス
より良い科学は、在庫投資に大きな利益をもたらします。
そのために、私たちは機械学習を戦略的に応用するための
投資を続けています。機械学習により、私たちのソリュー
ションは戦略を学習し、自己調整することができ、顧客に
大きな財務的利益をもたらします。

予測・補充・配分
在庫戦略のあらゆる側面を一元的に把握することができます。

「Manhattan Replenishment（補
充）を導入したことで、物流セン
ターの在庫を8～10％削減すること
ができました。さらに削減するため
のより高い目標を持っています。」

米国ペットサプライチェーン「PET SUPPLIES PLUS」
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需要予測
機械学習により、在庫資産のリターンを向上

どんなに安定して売れている商品でも、その需要を予測す
るのは難しいものです。さらに、売れ行きの悪い商品、断
続的な商品、新商品の導入やプロモーションなどを加える
と、将来の需要を予測するのは非常に困難です。SKUの巨
大なネットワークによって、その複雑さは飛躍的に増大し
ます。しかし、将来の需要を予測することは、業界や管理
しているアイテムの種類に関わらず、あらゆる在庫戦略の
最初のステップです。

Manhattan 需要予測は、ネットワーク上の需要を可視化
し、予測技術と需要浄化、季節パターン分析、セルフ
チューニング機能を組み合わせることで、最も複雑なシナ
リオであっても正確な予測を行うことができます。予測を
常に進化させ、最適化するために機械学習を導入すること
で、顧客はユーザーの手を煩わせることなく、より高い精
度の予測を得ることができます。

私たちの目標は、需要予測担当者が解決しなければならな
い課題を簡素化し、システム自身が自動的に調整できない
例外だけに焦点を当てられるようにすることです。このソ
リューションは、膨大な数のロケーションと商品の組み合
わせを、異なる時間軸と集計方法で管理し、品揃え、財
務、商品計画、補充を可能にするよう設計されています。
当社のインテリジェントな需要予測ソリューションによ
り、顧客のチームは以下の力を得ることができます。

– 予測精度の向上
– 売れ行きの悪い商品やシーズンごとに販売される商品の需

要をモデル化
– 付加価値のない例外の排除
– 実店舗や販売チャネルの需要予測
– 戦略的に顧客に対する独自の需要計画の管理
– 今後のプロモーションイベントの影響を予測
– 企業計画と日々の補充活動の両方における需要予測
– 大規模なネットワークのニーズに対応する拡張性

需要予測のコア機能
Manhattan 需要予測は、需要のすべての変化に迅速に対応
するように設計されており、複数の需要チャネルにまたが
る品揃えの動的な性質に対処するのに、理想的な一連の独
自のイノベーションを提供します。

特徴 + 機能
– さまざまなレベルの製品およびロケーションノードにお

ける予測の作成と維持
– 販売チャネル別、フルフィルメント履歴の予測
– オムニチャネル・フルフィルメント戦略の詳細把握
– 内蔵された需要クレンジングとシーズンプロファイリン

グを活用し、予測における繰り返しのパターンを適切に
考慮

– シーズンプロファイルを更新する前に、予測精度と理論
在庫への影響をシミュレーション

– 注文数（売上げ）が低いシーズンプロファイルの検出と
自己修正

– 最適とは言えない予測更新頻度を検出し、自己修正

統一予測法 - UNIFIED FORECASTING METHOD™

– 需要トレンドや需要パターンの変化を察知し、動的に対応
する。

– 独立した需要レベルと需要発生頻度の予測
– 必要のない予測の例外を除外
– ネットワーク全体の需要パターンの変化を検知し、自己修

正の実行

高度な例外処理

– システムで管理された需要予測に対し、手動による予測変
更の精度をベンチマーク

– 予測例外の完全な監査管理
– 顧客中心の在庫最適化を可能にし、顧客別の需要予測を個

別に分析して最適化
–顧客ごとの過去の注文量の表示と分析
– 需要にマイナスの影響を与える例外的なイベントが発生し

た場合に、需要履歴の整合性を保護する
– 明確な在庫影響の分析
– 過去に実施された同様のイベントに基づいて、プロモー

ション・イベント・リフトの期待値を算出
– ベースラインの需要とは別にプロモーションの影響を追跡 
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プロモーションモデリング
正確な予測は、プロモーションの増加によっても大きく影
響を受けます。需要プランナーにとっては、個々のプロ
モーション・イベントによる需要の影響を判断するため
に、ベースライン・パターンをモデル化して予測すること
が難しくなります。重複するプロモーションの量が増え続
けると、競合するプロモーションの需要信号が乱れ、
「ベースライン」の需要信号をオーバーロードしてしまい
ます。

プロモーション・モデリングに対するマンハッタン独自の
アプローチは、データ・サイエンスと機械学習を用いて同
時進行するプロモーションの「ノイズ」を解きほぐし、状
況、機能、妥協の回避によって根本的な原因を解決しま
す。マンハッタンの需要予測は、すべてのSKUとすべてのイ
ベントにおけるプロモーションとベースラインの需要観測
を同時に考慮します。このアプローチは、数百万、あるい
は数十億のSKU、プロモーション、イベントの組み合わせ
を、顧客の組織にとっての負担から利点へと変えます。

 特徴 + 機能
– より正確な予測を行い、過大評価のリスクを低減
– 個々のSKUのパフォーマンスデータにアクセスして需要を

追跡することで、将来のプロモーション計画を改善し、利
益率低下のリスクを最小限に抑えることが可能

– どのイベントが売上に最も影響を与えるかをより深く理解
するために、データ内のインテリジェントなマーケティン
グフィードバックを取得可能
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補充管理
在庫、販売、サービスレベルのバランス
企業が将来の在庫供給を最適化するためには、需要の位置を
明確かつ正確に把握することが不可欠です。いつ買うか、ど
のアイテムを買うか、そして各アイテムを何個買うか、これ
らはManhattan Replenishment（補充管理）が簡単に解決で
きる核心的な問題です。

卸売業のための補充
卸売業者にとって、在庫はマージン保護のためのすべてで
す。補充を最適化することで、最小の在庫量、最小のコス
トで、最高のオーダー充填率を確保することができます。
当社独自の顧客中心の在庫最適化機能は、戦略的に顧客
に、たとえサービスレベルが保証されていても、個別の分
析と需要予測を行います。Manhattan Replenishmentは、伝
統的に利益率の低い業界で事業を行っているにもかかわら
ず、世界最大かつ最も複雑な卸売業ビジネスを経済的に成
功させています。

小売業のための補充
小売店にとって在庫は、売上、ブランド保護、顧客満足
のすべてです。多くの顧客が充実した品揃えを求めてい
るために、利益率が低く、動きの遅い在庫を抱えてしま
うことがあります。このような環境での課題は、無数の
販売チャネルに対する総投資額のバランスを取ること
と、必要に応じてどこからでもフルフィルメントできる
企業の能力を考慮することです。
Manhattan Replenishmentでは、組み込み型のシミュレー
ションを使用して、在庫戦略を微調整し、最大の投資収
益率を確保します。当社の使いやすい例外ベースのワー
クフローは、在庫分析担当者が日常的に行う最も重要な
タスクをガイドします。

Manhattan Replenishmentソリューションを使用すると、
以下のことができます。
– ネットワークから不要な在庫を排除
– 在庫切れがトップラインの業績に与える影響を低減
–顧客サービスと注文対応率の向上
– 在庫分析の生産性向上
– 在庫を大幅に増やすことなく、ビジネスの成長と拡大を促

進する
– ネットワーク上の在庫をリバランス

特徴 + 機能
‒ パーソナライズされたデイリーアジェンダにより、ビジネ
スプロセスの流れに優先順位付け
‒ 一目でわかるパフォーマンス指標とデータの可視化を活用
して、在庫投資の健全性を監視
‒ パーソナライズされた補充履歴の確認
‒ 購入チームのパフォーマンスを管理し、指標に基づくパ
フォーマンスの向上を実現
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補充の最適化

– what-ifシナリオを使用して、代替の安全在庫戦略の財務上
のトレードオフを評価
‒ 1つの在庫プールであっても、複数の需要チャネルでサー
ビスレベルの目標を差別化
‒ スロームーバー在庫を収益性に応じて特別な補充方法に分
類することで、スロームーバー在庫のマイナスの影響を軽減
‒ 様々な補充頻度がもたらすコストへの影響を評価
‒ プレゼンテーションの要件を時間軸に沿って管理
‒ 物理的なスペースの制約を時間的に緩和
‒ 取扱コストを削減するために、提案された注文が常に梱包
サイズ要件に合わせて丸められるよう調整
‒ 経済的なトレードオフに基づいて、注文の梱包サイズ要件
をシフト
‒ 予測される破損や期限切れに基づいて補充計画を自動的に
調整
‒ 品揃えに新しいアイテムを導入
‒ 既存商品から新商品への需要と供給の移行
‒ 季節の変化（シーズン）を考慮してリードタイムを調整
‒ シーズン中に在庫を前倒しすることによるオペレーション
への影響をシミュレート
‒ サプライヤーの長期休業後の再入荷戦略を計画

注文の確認と承認

– シームレスなワークフローにより、日々の注文レビューと
承認プロセスを迅速化
‒ ルールベースの注文承認を自動化し、在庫分析担当者を重
要な例外に集中させる
‒ 任意の単位（金額、重量、体積など）に基づいて所定のサ
イズの注文を作成

機会とプロモーションの購入

– 財務的に有利な条件でのフォワード・バイ（必要量以上の
の商品を購入する場合）の評価と実行
‒ 案件の効果をその場で評価
‒ 予測される需要に対して、重複するプロモーションの影響
を可視化し、調整できる

ネットワーク在庫の調整

– ネットワーク上で不均衡が発生した際に過剰在庫を再配分
‒ 緊急時の在庫切れを防ぐための在庫移動の実行
‒ 1つの拠点では対応できない場合、複数の転送先の検討
‒ リスクの高い在庫の移動の禁止
‒ 賞味期限切れの在庫の移送の禁止

在庫パフォーマンスの分析

–専門的なKPIに基づいてバイヤーのパフォーマンスを追跡・
監視

–洗練された手元在庫の重ね合わせで「なぜ買うのか」を構
築

–アナリストの週次および前年同期比のパフォーマンスを複
数の指標でモニターし、通知

–将来の在庫や注文量の予測を共有することで、サプライ
ヤーや社内業務とのコラボレーションを促進

9



モバイル在庫管理
企業全体で在庫最適化の力を引き出す

通常、在庫に関する知見は、全体的な戦略の管理に直接関与
している個人のみが利用できます。Manhattan Inventory ソ
リューションでは、シンプルで使いやすいモバイル・アプリ
ケーションを使って、組織内の誰もがその知識や情報にアク
セスすることができます。

Manhattan Inventory Mobileアプリケーションは、重要な在
庫情報を、企業のオフィスやサプライチェーンの関係者を問
わず、すべての関係者と簡単に共有することができます。

Manhattan Inventory Mobileを使えば、以下のことが可能で
す。:

– 倉庫のオペレーションマネージャーが、現在および将来の
在庫レベルを完全に把握することが可能
‒ 店舗運営管理チームに、本社に連絡することなく店舗固有
の在庫異常を調査する機能
‒ サプライチェーン・リーダーシップ・チームに重要かつタ
イムリーな在庫統計情報を提供
‒ 企業のバイイングチームとの迅速かつ容易なコミュニケー
ションを促進

特徴 + 機能
– シンプルで使いやすいモバイルアプリケーションは、タ
ブレットやスマホで利用可能
‒ ビジネス全体、または特定の責任分野に特化した部分
で、主要な在庫パフォーマンス指標を表示し、調査
‒ SKU/ロケーションレベルでの異常な需要や供給状況の調
査
‒ 優先度の高い商品の入荷予定の調査
‒ ワンクリックでメール、電話、テキストによるバイヤー
への連絡が可能
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複数階層（マルチエシェロン）　
での在庫管理
複雑で多層的なサプライチェーンにおける在
庫の全体的な最適化

1つの施設で在庫を最適化することは非常に難しいことで
す。複数の拠点、複数のネットワーク階層、特定の製品のた
めの多数のフローパスが導入されると、在庫や顧客サービス
に影響を与える変数の数は膨大なものになります。

Manhattan 複数階層在庫最適化（Manhattan Multi-Echelon 
Inventory Optimization）は、在庫と最終顧客、サービスレベ
ルの目標をモデル化するための全体的なアプローチをとり、
すべての在庫から可能な限り最大の利益を確保します。

この複数階層在庫機能は、マンハッタンの補充ソリューショ
ンのDNAに深く刻み込まれており、テクノロジーが自動的に
2つ以上の階層で構成されるサプライチェーンネットワーク
を最適化する方法の本質的な一部となっています。

Manhattan 複数階層在庫最適化は以下のようなことが可能で
す。

– 最小限のネットワーク在庫で、最大限のエンドユーザーサー
ビスを実現
‒ 在庫回転率を向上させ、運転資金を効率的に使用可能
‒ サプライチェーンのすべての層で在庫ポリシーの決定を調整
‒ 需要、供給、在庫戦略が他の層で変更された場合、ある層で
の在庫対応を自動化
‒ ブルウィップ効果によるネットワーク在庫への影響の軽減

特徴 + 機能
– ネットワーク全体で単一のソリューション、単一の展開、
単一の解決策を活用
‒ 複数階層の在庫戦略を最適化し、ネットワーク内の各階層
の在庫ニーズを同期化
‒ 上位複数階層の需要を促進する将来の在庫注文のための注
文予測を生成
‒ 営業日中にすべての注文予測をリアルタイムで更新
‒ 上位複数階層の在庫が不足している場合、制約された供給
の割当
‒ 下位複数階層の補充戦略において、サプライヤーのリード
タイムのリスク要因の考察
‒ ネットワーク全体のデータを可視化することで、問題解決
を迅速に行い、どの下位複数階層のロケーションが上流の補
充決定に最も大きな影響を与えるかを判断することが可能
‒ 上位複数階層の補充オーダーを管理しながら、ネットワー
ク全体の予測例外を容易にモニター可能
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在庫最適化
最適なフルフィルメント体験の提供
サプライチェーン業界では、フルフィルメントの選択肢が増え続けており、その活用方法も多
様化しています。新しいフルフィルメント体験は、ネットワーク全体の需要とサプライヤーの
補充の両方に影響を与えます。小売業や卸売業は、最適な顧客体験を持続的に提供するため
に、フルフィルメントと補充の戦略を統一する必要があります。

小売業
マンハッタンは、小売企業が顧客の需要を満たすために、
ネットワーク在庫、チャネルの需要パターン、オムニチャ
ネル・フルフィルメント戦略を調整するための技術とし
て、「オムニ・在庫最適化」を導入しました。これまでの
在庫戦略では、小売企業の進化するオムニチャネル戦略の
一環として提供される、新しい様々なフルフィルメント体
験に適切に対応することができませんでした。Manhattan 
Replenishment（補充）の一部である「オムニ・在庫最適
化」ソリューションは、在庫戦略とオムニチャネル・フル
フィルメント戦略を調整するために特別に設計されていま
す。買い物客の体験が複雑になればなるほど、従来の在庫
最適化のアプローチを超える必要性が出てきます。

「オムニ・在庫最適化」ソリューションでは、以下のこと
が可能です
– 在庫戦略とオムニチャネル・フルフィルメント戦略の連携
– ネットワーク上の在庫をインテリジェントに配置し、顧客

に満足のいくフルフィルメント体験の提供
– ネットワーク上の潜在的な過剰在庫の削減
– フルフィルメント体験における在庫のカニバリゼーション

（自社商品同士の共食い）の低減

特徴 + 機能
– ユニークなフルフィルメント体験によって需要をセグメン

ト化
– 新しいフルフィルメント体験が倉庫と小売店の両方に与え

る予想される影響をモデル化
– 新しいフルフィルメント体験による実際の需要の増加を定

量化
– 他のオムニチャネル・フルフィルメント体験から新しいモ

デルへの消費者の嗜好の変化を定量化
– 消費者の実際の採用状況に基づいて、在庫戦略を自己調整
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卸売業
最適な顧客体験を提供するために在庫ネットワークを整備
したいと考えるのは、小売業者だけではありません。今日
の卸売業者は、効率を高め、無駄を省き、顧客からの大量
の補充需要をより賢く予測することに大きな重点を置いて
います。マンハッタンが導入した顧客中心在庫最適化テク
ノロジーは、需要と在庫の例外の管理を合理化し、卸売業
者の大口顧客の管理をきめ細かく行うことを可能にしま
す。顧客中心在庫最適化では、大口の重要顧客のために、
それぞれの顧客に合わせたデータを活用して、卸売業の需
要と供給の計画を最適化します。

顧客中心在庫最適化では、、以下のことが可能です

– ユーザーエクスペリエンスの向上とデータの可視化による
生産性と直感性の向上

– 在庫状況の把握と可視性の向上
– 現場での問題解決にかかる時間を短縮
– 需要予測の粒度を高めることで、配送センターでの需要予

測を強化
– 必要な数の「主要」顧客に対する顧客需要のあらゆる側面

を管理

特徴 + 機能
– 需要と供給の変動を迅速に把握
– 必要な数の "キー "となる顧客に対して、顧客需要のあら

ゆる側面を管理が可能
– 週ごとの受注状況の最も大きな変動を迅速に把握可能
– 顧客の注文履歴をオンラインで可視化
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MANHATTAN ACTIVE®

ALLOCATION
ファッション小売業のための在庫最適化  
 小売業者が在庫を活用する方法は、実店舗とeコマースが
別々の孤立した体験ではなくなったことで、永遠に変化して
います。在庫は、プランナーや割当（アロケーション）担当
者が10年前には想像もできなかったような方法で消費され
ることがよくあります。

これまでの小売業向け割当ソリューションでは、在庫ニーズ
を個別に把握していました。空売りシーズンが始まると、ど
こに在庫が必要になるかを判断するために、古い販売計画に
頼ることがよくありました。このような見方では、消費者が
選択しうるあらゆるショッピング体験やフルフィルメント体
験を含むニーズだけでなく、店舗の在庫に対する潜在的な需
要も十分に説明することができません。その結果、割当担当
者は、小売ブランドがどのように消費者を惹きつけるかに完
全に沿っていない在庫処分の決定を下すことが多く、利益率
や収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

消費者がどこでどのように買い物をするかに関わらず、一貫
した統一された体験を提供するために、小売業者は
Manhattan Active® 注文管理システムのような洗練されたソ
リューションを利用して、注文の約束とフルフィルメントの
精度を高めてきました。しかし、ほとんどの小売業者は、商
品が購入された時点で、すでに在庫の割り当て配置を決定し
ています。在庫処分の決定がオムニチャネル・フルフィルメ
ント戦略と継続的に統合されていなければ、販売シーズンが
始まる前に利益が損なわれてしまいます。

Manhattan Active Allocation（割当）は、ライフサイクルの
短い在庫の割り当てに新鮮で革新的なアプローチをもたらす
ことを唯一の目的として開発されました。影響ある消費者体
験によってブランドロイヤリティが高まるファッションアパ
レルやフットウェアのような業界では、在庫配分とオムニ
チャネル・フルフィルメントとのより良い連携が、予測可能
で収益性の高い売上の重要なドライバーとなります。在庫処
分の決定がオムニチャネル・フルフィルメント戦略と継続的
に統合されていなければ、販売シーズンが始まる前に利益が
損なわれてしまいます。

Manhattan Active Allocationは、小売店が在庫をどのように
消費するかを十分に認識し、それに合わせて店舗や配送セン
ターに在庫を割り当てることができるように設計されていま
す。

つまり、オンラインで購入して店舗で受け取る（BOPIS）、
非接触型カーブサイド・ピックアップやその他の最新のフ
ルフィルメント体験などのサービスを提供している店舗
は、消費者の好みやビジネスの混乱に対応するために有利
な立場にあるということです。また、理想的ではない場所
やコスト効率の悪い場所で注文を処理しなければならない
状況も少なくなります。

Manhattan Active Allocationは注文管理システムから常に学
習し、販売シーズンが始まる前にネットワーク全体で在庫
がより適切に配置されるようになります。さら、Manhattan 
Active 注文管理システムをご利用の顧客は、最新のオムニ
チャネル・フルフィルメント戦略のメリットを受けるため
に、Manhattan Active Allocationの統合は必要ありません。

Manhattan Active Allocationは、割当担当者の敏捷性と応答
性を高めるよう意図的に設計されています。このソリュー
ションでは、古いレポートや手動のレポートに頼るのでは
なく、組み込まれた分析機能とデータの可視化により、意
思決定を強化し、さらには自動化することができます。さ
らに、割当戦略を管理するマンハッタン独自のアプローチ
により、効果の高い割当プランを必要に応じて再利用する
ことができます。

Manhattan Active Allocationは、完全にマイクロサービスで
構築されたクラウド・ネイティブ・ソリューションです。
そのため、常に最新のイノベーションに対応し、データ、
サービス、ユーザー・インターフェースの各レベルで拡張
性を提供し、あらゆる需要に対応する自動スケーリングを
実現します。

Manhattan Active Allocationでは、以下のことが可能で
す。

–  ライフサイクルの短い在庫をネットワーク上に押し上げる
ための古い手動の方法からの移行

–  割当計画がオムニチャネル・フルフィルメント戦略と完全
に整合していることを確認

–  販売シーズンのすべての段階で、個別の割当戦略を計画
–  定型的な割当作業の自動化
–  ビジネスを管理するための煩雑な外部レポートへの依存度

を低減
– 深く洞察に満ちたアナリティクスを活用して、割当の意思

決定を改善・促進
–  特定の店舗に最適なプレパックをインテリジェントに選択
–  利益率を低下させるシーズン末のマークダウンを削減

14



特徴 + 機能 
–  内蔵された分析機能と整理されパーソナライズされたダッ

シュボードにより、割当担当者はビジネスの状況に動的に対
応可能

–  直感的に設定可能な割当意思決定により、最高のパフォーマ
ンスを発揮するフルフィルメント戦略を定義し、保存し、学
習し、毎年再利用することが可能

–  設定可能な割当方法により、どのようなビジネスモデルにも
最適なロジック調整が可能

–  過去の指標、計画属性、予測需要に基づいて割当することが
可能

–  選択した割当戦略に基づく在庫パフォーマンスのシミュレー
ションにより、戦略を実行する前に予測される結果に関する
洞察とガイダンスを提供

–  在庫や販売状況をリアルタイムに把握することで、常に適切
で最新の判断を下すことが可能

–  チャネル別、フルフィルメント別の在庫販売実績をリアルタ
イムに把握することが可能

–  消費者がブランドに興味を持ったときに、迅速かつ簡単に割
当戦略を調整することが可能

–  バッチフリー、完全自動割当
–  管理者の承認を得るために、ルールに基づいて割当実行を自

動送信
–  ルールに基づいた割当の自動承認
オムニ - 在庫最適化
–  Manhattan Active 注文管理とWebサービスでリアルタイムに

統合し、割当戦略と店舗フルフィルメント戦略を連動させ
ることが可能

–  店舗別、商品別のオムニチャネル・フルフィルメント戦略
の完全な可視化

–  デジタルデマンドのすべての店舗ベースのフルフィルメン
トを完全に組み込んだ、最適な在庫割当戦略

–  店舗を含むそれぞれのフルフィルメント体験に応じた割当
最適化を完全にコントロールする柔軟性

–  各店舗でのフルフィルメント体験が在庫割当に与える影響
を直感的にセグメント化

–  チャネルやフルフィルメントの種類ごとに在庫販売実績を
自動的に把握

需要予測

–  ライフサイクルの短い商品の特徴的な需要パターンのモデル化
–  需要の履歴がない場合、類似商品の特徴と需要パターンを活用

する
–  実際の需要や履歴がほとんどないアイテムの「ギャップを埋め

る」ために、需要の集計ビューを活用
–  割当計算の直接入力
–  グラフィカルな分析機能を使って需要予測を行い、計画と実際

の売上を比較

サイズプロフィルの最適化

– スタイル/カラーレベルでのサイズプロファイルを生成
– 需要履歴がない場合、類似商品の特徴と需要パターンを活用
– 機械学習を利用して、サイズプロファイルが類似している店舗

をクラスター化 
– 機械学習を利用して、新規店舗を店舗クラスタに自動割り当て

短いサイクル在庫のための応用インテリジェ
ンス

高度科学技術を活用して在庫配分の決定を近代化する
短サイクル在庫を小売ネットワーク全体に配置する方法を近
代化するためのマンハッタンの戦略の重要な部分は、今日の
オムニチャネル・小売業者の視点から計画プロセス全体を再
考することに絶え間なく焦点を当ててきました。Manhattan 
Active Allocationでは、ワークフロー、データ入力、分析、
意思決定を再構築し、顧客の消費者エンゲージメント戦略と
在庫配置を完全に同期させるために必要な調整を行いまし
た。

その第二段階として、割当のプロセスを容易にするだけでな
く、より正確で反応が良く、自己学習が可能な新しいインテ
リジェンスを考案し、適用することにしました。人工知能と
機械学習を割当のさまざまな側面に戦略的に適用すること
で、顧客はより高いフルプライスの売上を達成し、フルフィ
ルメントのリダイレクトを減らすことができます。

応用インテリジェンスの例：

–  サイズプロファイルの最適化 – 正確な割当決定を行う上で
重要なことは、品揃えの様々な商品に対して、どのサイズ
が他よりも多く売れるかを理解することです。Manhattan 
Active Allocationには、サイズ最適化機能が搭載されてお
り、消費者の需要に合わせた割当決定が可能です。

– 店舗クラスタリング – 新しい店舗を含むすべての店舗でサイ
ズプロファイルを確実に利用するために、Manhattan Active 
Allocationは、機械学習をベースとした高度なクラスタリン
グアルゴリズムを適用し、売れ筋の需要パターンを店舗/ス
タイルレベルまでインテリジェントにグループ化します。

– 店舗クラスターへの新規店舗の割当 – 小売ネットワークに新
規店舗が導入されると、Manhattan Active Allocationは、監視
付き機械学習を活用して、12以上の店舗属性を考慮し、新規
店舗に最も適した店舗クラスターを決定します。この割当に
より、割当担当者は即座に影響のある割当決定を行うことが
できます。一方で、新店舗は将来のサイズプロファイルの決
定に影響を与える独自の需要履歴を構築します。

– 事前梱包の選択 – 複数の事前梱包が利用可能な場
合、Manhattan Active Allocationは、最適化されたサイズプ
ロファイルを活用して、予想される需要パターンに最も適し
た事前梱包を自動的に決定します。この戦略により、在庫を
配分する際に、消費の可能性が最も高い事前梱包が選択され
ます。

– 需要予測 – Manhattan Active Allocationには、新しいスタイ
ルと再生産されるスタイルの両方の需要を予測する機能があ
ります。この需要予測は、製品のライフサイクルの各段階で
予想される需要を注意深く測定します。
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ベンダー主導型管理在庫
サービスとしての補充
メーカーやサプライヤーは、在庫状況や最終顧客への販売
状況を把握することができません。彼らは、注文を受け、
その注文に必要な供給を製造・計画し、注文を処理しま
す。
サプライチェーンにおけるメーカーやサプライヤーの役割
は、これまで非常にリアクティブなものであり、製造や供
給計画を合理化し、在庫の全体的な流れを最適化して、戦
略的に顧客にサービスを提供するための時間はほとんどあ
りませんでした。Manhattan Vendor Managed Inventory 
(VMI、ベンダー管理在庫) は、在庫の所有権を卸売業者から
受け取ります。VMIは、在庫の所有権を卸売り業者や小売
業者から上流のサプライヤーやメーカーに移します。当社
のVMIソリューションは、サプライヤーに重要な下流の在
庫と販売データへのアクセスを提供します。インテリジェ
ントな需要予測と補充の科学が組み込まれたManhattan 
VMIは、サプライヤーに製品補充の管理を可能にします。
製品の補充を管理し、最終顧客に代わって在庫のパフォー
マンスを向上させることができます。「サービスとしての
補充 」を提供します。

業界をリードする当社のVMIソリューションにより、サプラ
イヤーやメーカーは次のような能力を持つことができます。

– 最終顧客の在庫状況のモニタリング
– 販売活動を追跡・分析することで、今後の需要を鋭く洞察

し、供給計画や製造計画のプロセスに反映させることが可能
– 全体的な在庫を減らし、オーダーフィル率の向上
– 最終顧客の在庫状況の改善
– 小売店や卸売業者（最終顧客）の補充コストの削減
– 大規模で戦略的な顧客との緊密な関係の構築

特徴 + 機能
– パーソナライズされた毎日のアジェンダを通じて、ビジネ

スプロセスフローに優先順位を付けて調整
– 一目でわかるパフォーマンス指標とデータの可視化を活用

して、在庫投資の健全性を監視
– 補充体験をパーソナライズ化
– 購入チームのパフォーマンスを管理し、指標ベースのパ

フォーマンスの向上

補充の最適化

– 顧客との合意に基づき、ロケーションまたはSKU/ロケー
ションごとに、合意されたターゲットサービス目標の設
定

– 様々な補充頻度がもたらすコストへの影響の評価
– 計画されているプラノグラムの変更に合わせて、プレゼ

ンテーションやスペース要件を段階的に調整
– 顧客のアソートメントに追加された新しい商品のモデル

化
– 既存商品から代替商品への需要と供給の移行
–顧客の在庫に対するプロモーションの影響を予測し、補

充を調整

注文の確認と承認

– シームレスなワークフローにより、日々の注文チェックと
承認プロセスを迅速化

– ルールベースの注文承認により、在庫分析者を重要な例外
に集中させることが可能

在庫パフォーマンスの分析

– 専門的な主要業績評価指標に基づくバイヤーのパフォーマ
ンスの追跡およびモニタリング

– いくつかの指標に基づいて、分析担当者の週次および年間
のパフォーマンスをモニターし、通知

– 将来の在庫や注文量の予測を共有することで、エンドカス
タマーとのコラボレーションを促進
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セールス & オペレーショ
ン計画
企業全体で戦略的な在庫計画を調整
Manhattan セールス＆オペレーション計画 (Manahattan 
S&OP) は、企業全体のすべての関係者が、近日中の在庫計画
を現在の営業上および財務上の制約に合わせることができる
ようにします。このセールス＆オペレーション計画は、リ
ソースや財務上の制約により変更の必要性が示された場合、
在庫計画を単一の流動的で集約的な動きで調整します。

このテクノロジーにより、組織のトップダウンの販売および
在庫計画は、現在の需要および注文予測と迅速に統合され、
企業全体の在庫の影響に関する単一のビューを形成します。
また、セールス＆オペレーション計画では、主要なユーザー
がビジネスの他のエリアからのフィードバックに基づいて、
計画の販売と在庫の部分を操作することができるため、在庫
の調整が容易になります。

毎月のS&OPミーティングだけではない
販売・業務計画を採用していても、サプライチェーンが頻繁
に混乱するという現実があります。セールス＆オペレーショ
ン計画では、将来の在庫計画を変更する必要性が本当に
S&OPミーティングから来ているのかどうかについての仮定
は一切ありません。変更の背景にある「理由」に関わらず、
セールス＆オペレーション計画はシニア・リーダーシップの
目標とバイイング・チームとの絶え間ない自動調整を保証し
ます。

当社の革新的なセールス＆オペレーション計画ソリュー
ションにより、小売店や卸売業者は以下の能力を得ること
ができます。
– 企業の財務計画と、今後の需要予測および予測される在

庫レベルとの整合性を監視
– 企業のための真の単一在庫戦略を達成するために、部門

間のビジネス上の調整
– 近い将来のオペレーション、物流、財務上の制約を在庫

購入戦略と調合
– 回避可能なサプライチェーンの運用コストを削減
– マクロレベルの混乱が計画と実行に影響を与えた場合

に、行動に移すまでの時間を短縮
– クラス最高のS&OPプロセスを促進

特徴 + 機能
– 販売と在庫の主要指標を1つのS&OPワークベンチに集約
– 12ヶ月から18ヶ月の計画期間をサポート
– 製品、ロケーション、時間の各階層をドリルダウン、ズー

ムアウト可能
– 無制限の製品、ロケーション、時間の階層を活用
– 高度にグラフィカルなレポートとデータの可視化を提供
– コミットする前に計画調整の影響をシミュレーションする

ことが可能
– S&OPプロセスを総計レベルで管理し、その後SKUレベルに

自動的に分解してManhattan Replenishment（補充）で使
用可能

– S&OPの決定をManhattan 需要予測、およびManhattan 
Replenishmentとシームレスに連携

– 予測チームと補充チームによるS&OP調整の透明な可視性
の提供

– Manhattan 店舗クラスタリングを活用して、指標ドリブン
なデータに基づいてS&OPワークベンチと連動

– ロケーション・グルーピングの作成
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計画
今日のオムニチャネル小売業者のために作られたエンド・ツー・
エンドの企業向けソリューション

包括的な企業計画、利益の向上
B2B、B2C、あるいはその両方にかかわらず、すべての企
業は在庫計画を立てています。このプロセスには、その年
のトップダウンの財務目標の設定、新規出店による収益や
GMROIへの影響のモデル化、来シーズンの商品の販売、
さらには次の四半期に実施する予定のプロモーション活動
などが含まれます。それぞれの計画プロセスには、独自の
タイムテーブル、期待値、目標があります。

在庫戦略の一元化
マンハッタンの計画ソリューションは、幅広い機能を備え
ており、それぞれが顧客の企業が在庫戦略のすべての側面
を包括的に把握できるように設計されています。データの
収集と分析にかかる時間を短縮することで、プランニング
組織の生産性を最大化するように設計されたマンハッタン
の計画ソリューションは、マーチャンダイジング、シーズ
ン前、シーズン中の計画のすべてのプロセスを促進しま
す。
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各チャネルを独自にプランニングし、企業全
体へ自動的に反映
小売計画では、複数の複雑な要素を考慮する必要がありま
す。典型的な商品、場所、時間の階層に加えて、ほぼすべて
の関連するビジネス指標はチャネルによって異なります。従
来、チャネルは「ダミー」の店舗としてモデル化されていま
した。マンハッタンの計画ソリューションでは、チャネルは
独立した存在であり、それぞれが独自の指標を持ち、必要に
応じて計画を立てることができますが、最終的には企業全体
のレベルにまで集約されます。

把握していることは予測し、把握していない
ことは計画
マンハッタンの計画ソリューションは、マンハッタンの在
庫最適化ソリューションの他のコンポーネントと連携し
て、最適化された需要予測、補充、コラボレーション・プ
ランニング・プロセスを効率的に活用します。私たちのソ
リューションは、継続的に適応し、常に最新であり、シー
ムレスに相互接続されています。で、その結果は？
売上高、利益率、回転率を向上させ、マークダウンを減ら
し、在庫を最適化することで、企業は収益性を向上させる
ことができます。
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財務計画
複数チャネルの販売形態、重要な顧客のセグメンテーショ
ン、激しいグローバル競争、変動する需要パターンなど、
アイテム計画のプロセスはかつてないほど困難なものと
なっています。適切な商品構成を決定するためには、ビジ
ネスのあらゆる側面に対して、トップダウンおよびボトム
アップの計画をいつでもサポートできる柔軟性が必要で
す。

品揃えの中で最も価値のある部分
を詳細に分析
マンハッタンの財務計画は、トップダウンで売上と在庫の目
標を設定し、パフォーマンスを追跡し、予測を精査し、常に
仮定を再評価します。プランナーは、過去および計画された
品揃えを考慮に入れながら、顧客のビジネスに特有の主要な
パフォーマンス指標を用いて、チャネルごとにカテゴリーレ
ベルの計画を作成することができます。

what-if計画のシナリオをシミュレーションし、流行の変化に
よる影響を予測することは、より良い意思決定を意味しま
す。また、顧客を満足させ、利益と収益の目標を達成するた
めの適切な商品構成を予測するための基礎となります。

特徴 + 機能
– 複数のチャネルでトップダウンまたはボトムアップ、シー

ズン前またはシーズン中の計画が可能
– 組織の複数のレベルにわたって、実績、計画、予測のパ

フォーマンス指標を全社的に把握することが可能
– シーズン前およびシーズン中におけるカテゴリーミック

ス、オープン・トゥ・バイ（購買余力）、在庫フローの決
定とトラッキング

– 直感的で段階的なワークフローを使用し、ワークシートの
表示を動的に変化

– 指標の変更を階層ごとに拡散（集計／非集計）することが
可能

– 顧客の好みに応じて計画に属性を追加

品揃え計画
消費者に満足していただき、すべてのチャネルで消費者が
求める商品をお届けすることが最終目標です。今日、消費
者は、どこで買い物をしても一貫した体験を期待していま
す。また、どの市場においても、消費者のニーズに合わせ
た商品構成を期待しています。マンハッタンの品揃え計画
は、各販売チャネルのユニークな特性を維持しながら、
チャネル内およびチャネル間の品揃え戦略を計画・実行し
ます。

チャネル別計画による包括的に品揃え
マンハッタンの品揃え計画では、チャネル固有の指標、構
造、属性、方法論を用いて、シーズン前の品揃え計画プロ
セスを最適化し、店舗、Web、カタログ、卸など、あらゆ
るチャネルの属性を柔軟に設定することができます。この
高度に視覚的で直感的なアプローチにより、結果として顧
客の要求を完全に満たすデザインが実現します。

特徴 + 機能

–消費者の好み、スペースの空き具合、ディスプレイの条
件、オープン・トゥ・バイ（購買余力）などを考慮して、
無制限の属性を使って品揃えを構築可能

–消費者の好みに応じて、動的に品揃えをチェックし、調整
することが可能

– 過去の品揃えや類似の品揃えからベストセラーを分析
– 設定可能な任意の属性を使用して、各チャネルで適切な品

揃えミックスを開発
– 品揃え情報をタイムフェーズのアイテム計画と同期させ、

複数の指標を用いてアイテムの計画とトラッキングを実施
– 属性ミックスと初期予測をターゲット品揃え戦略と財務目

標に結びつける 
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店舗計画
小売企業にとって、前年同期比の店舗パフォーマンスを計画
し、継続的にモニタリングすることは、ビジネスを運営する
上で非常に重要なことです。店舗計画では、財務計画時に設
定した企業全体の目標を達成するために、どの店舗がどの程
度のパフォーマンスを発揮しているかを継続的に評価しま
す。また、店舗計画は、新規出店、閉店、移転を検討する際
の重要な要素となります。

前年比での店舗パフォーマンスを計画・監視
マンハッタンの店舗計画を使えば、チームは多様な店舗地形
で予想される売上と在庫を効果的にモデル化することができ
ます。当社のソリューションは、独自の店舗属性に基づいた
計画を迅速かつ容易に可能にし、消費者にとって最も重要な
指標や店舗の特性を用いてビジネスを表示し、管理するため
の最大限の柔軟性を提供します。

店舗計画では、類似店舗の履歴に基づいて新規店舗をモデル
化し、店舗のオープン日を考慮することができます。

特徴 + 機能

– あらゆるレベルのロケーション階層で計画をサポート
– 地区、地域、店舗などのロケーション階層の定義
– タイムフェーズ計画により、最適な在庫および入荷フ

ローを決定
– 正確なロケーションが特定される前に新規店舗を計画
– ピボットおよびモーフワークシート機能により、計画

プロセスをスピードアップ
–消費者の好みに応じたオプション属性を計画に含める

ことが可能
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店舗のクラスター分析
競争の激しい小売業では、顧客の購買パターンを店舗レベル
で追跡することが重要ですが、しばしば困難な作業となりま
す。中規模のチェーンの場合でも、計画には、実用的な方法
で店舗を管理するためのクラスタリングが必要です。

指標に基づいたインテリジェントな店舗のグ
ループ化による計画
店舗のクラスター分析を行うManhattan 店舗クラスタリング
では、顧客がどこで買い物をしても、顧客の好みに合った品
揃えやプランを開発することができます。私たちのソリュー
ションは、パフォーマンス、サイズ、気候、顧客層、店舗
フォーマット、その他の特性によって類似した店舗をインテ
リジェントにグループ化し、計画に組み込みます。その結
果、店舗ごとの需要がより正確に予測され、すべての商品カ
テゴリーにおいて適切な顧客に向けた品揃えが可能になりま
す。

また、店舗クラスタリングは、クラスタリング内で適用さ
れ、すべての計画プロセスで使用できるロケーション属性を
管理する機能も備えています。マンハッタンの計画ソリュー
ションのモジュールである店舗クラスタリング機能は、クラ
スタごとの財務計画、品揃え計画、アイテム計画、プロモー
ション計画の構築と管理を支援し、すべての店舗におけるプ
ロセスの調整、顧客需要の充足、在庫の最適化を容易にしま
す。

特徴 + 機能

– 任意の数の指標に基づいて各クラスタセットを定義
– パフォーマンス指標と属性の組み合わせによるクラス

タリングルールの設定
– 店舗グループの階層構造の作成
– 商品カテゴリーごとに異なるクラスタリング・ロジッ

クを適用 

アイテム計画
企画担当者なら誰でも知っているように、最大のチャンスは
些細なことに潜んでいるものです。その情報を得ることは、
消費者の要望や市場の変化に対応することと同じくらい重要
です。しかし、アイテムレベルでの計画は、多くのシステム
を圧倒しています。何百万ものSKUとチャネルの組み合わせ
が考えられるオムニチャネル市場では、効率的で正確なアイ
テム計画のために、より強力なソリューションが必要です。

品揃えで最も価値のある部分を詳細に分析
Manhattan アイテム計画は、主要なパフォーマンス指標を
個々の商品に至るまで計画・予測します。直感的なワークフ
ローとユーザー定義可能なビューにより、商品階層の複数の
レベルにわたって分析し、キーアイテムに焦点を当てること
が容易です。

計画スイートの包括的な機能により、ボトムアップのアイテ
ム計画とトップダウンのカテゴリープランをマンハッタンの
財務計画で結びつけ、パフォーマンス目標を現実的なものに
することができます。アイテム計画、財務計画、プロモー
ション計画のすべてが連動することで、製品のライフサイク
ルをよりよく管理し、値下げのリスクを減らし、売上と利益
を増加させることができます。

特徴 + 機能

– アイテム階層のあらゆるレベルで計画をサポート
– スタイル、スタイルカラー、SKU/製品レベルを含むアイ

テム階層の定義
– 品揃えのタイムフェーズを行い、最適な在庫と入荷の流れ

を決定
– アイテムと品揃えの計画を同期させることで、プランナー

に変更を通知
– 関連商品や仮商品の計画
– ピボットおよびモーフワークシート機能により、計画プロ

セスを迅速化
– 顧客の好みに応じてオプションの属性を計画に含めること

が可能 
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計画ソリューションは、当
社の在庫最適化の他のコン
ポーネントとシームレスに
連携するため、小売業者は
最適化された需要予測、補
充、共同計画プロセスを活
用することができます。共
同計画プロセスを活用する
ことができます。

プロモーション計画
プロモーションに関連する取引の数が増加するにつれ、プロ
モーション計画の成功はますます重要になっています。しか
し、商品プロモーションの企画は、締め切りに追われている
ため、近道をしてしまうことがあり、それが失敗につながり
ます。また、失敗すると、需要と供給の間に深刻なミスマッ
チが生じ、手ぶらで来店された消費者を不愉快にさせてし
まったり、過剰在庫による値下げを余儀なくされたりしま
す。

安定した成果を上げる ハイパフォーマンスな
プロモーション
マンハッタンのプロモーション計画は、組織全体で一貫し
た、見やすく、アクセスしやすいイベント情報を提供しま
す。より良い情報により、マネージャーはプロモーション計
画サイクルを短縮し、リスクを最小限に抑え、結果を監視
し、状況の変化に対応することができ、プロモーションでよ
り高い利益率を得ることができます。

当社のプロモーション計画テクノロジーを使用すると、チー
ムはオファーを作成し、それが売上や在庫に与える影響を確
認することができます。 当社の在庫最適化ソリューションの
包括的な機能を使用して、プランナーはプロモーション・イ
ベントを定義し、アイテムを選択して割り当て、需要予測を
活用して予想されるビジネスへの影響をモデル化することが
できます。企業は、よりパフォーマンスの高いプロモーショ
ン、予測精度と在庫管理の向上により、平均利益率の向上と
いうメリットを得ることができます。

特徴 + 機能

– プロモーションの作成、予測、計画といったエンド
ツーエンドのプロセスを管理

– 過去のプロモーションで最も売れた商品や最も利益を
上げた商品を表示

– 類似のイベントに基づいてプロモーションの品揃えを
構築

– ページ番号、ディスプレイの備品、オファー、価格帯
などのプロモーション固有の属性を含む

– 実際のパフォーマンスデータに基づいて予測を自動的
に更新

– 「what-if」シミュレーションによる戦略の調整
– チャネル間での分析と購入のために計画を統合 
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