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ファッションの脈動のための
テクノロジー
ACAはHPE Helionクラウドソリューション
を活用して、ファッション小売業者に、
ビジネスクリティカルなアプリケーショ
ンを供給しています。
「 私たちの顧客の多く
は才能ある小売業者
ですが、IT専門家にな
るつもりはありませ
ん。私たちが提供する
HPE Helion クラウドソ
リューションは、私
たちの顧客がサーバー
ルームをデスクトップ
コンピューターで置き
換え、前払いしたハー
アプローチ
ドウェアコストやメン 目的
小売りアプリケーションの配給を簡易化 Hewlett Packard Enterprise Helionチームと協働
テナンスを、月額料 し、フレキシブルなプラットフォームを構 して、競争力の高い料金、より高いサービ
スレベル、および、スケーラビリティの改
金と取り換えること 築して、ハードウェアのための頭痛をなく
善を実現するクラウドベースのアプリケー
すこと。
ション配布モデルを構築。
を可能にすることを
意味します。それは、
驚くほど人気のある ITでの成果
ビジネスでの成果
サ ー ビ ス に な っ て い • コンピューターリソースとストレージ容 • ビジネスの競争力と到達範囲を増強し、
量の展開に10倍の高速化を可能にした
顧客コストを10%～20%低減
ます。」
– Patrick van den Bosch、クラウドおよ
びテクノロジーマネージャ、
ACA Fashion Software

• 顧客のサイトでの複雑さを減少させ、IT管
理に要する時間を25%削減した
• 単一障害点を取り除くことにより小売店
顧客の可用性を向上させた

• 統合されたサーバー、ストレージ、ネッ
トワーク、ソフトウェアを単一ベンダー
から供給
• 将来の成長のために、予測可能で管理可
能な財務モデルを有効化
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ヨーロッパのファッション小売店の絶好調
を維持させるテクノロジーソリューション
を推進する、ACA Fashion Softwareは、オラ
ンダの本社から、特定業界アプリケーショ
ンを 1,000 以上の顧客に供給しています。
さまざまなハードウェアを利用している
広範な顧客ベースをサポートすることは、
ACA が克服したい課題でした。 HPE Helion
CloudSystemを使用してクラウドベースのア
プリケーションデリバリモデルを構築する
ことにより、 ACA は独自の IT 効率性を実現
すると同時に、低コストで高いサービス
レベルを実現しています。

その結末は、顧客にとって混乱と高額の両
方になる場合があります。特にこのような
事務管理サーバにメンテナンスや更新が必
要になる場合です。
「小売店では、システ
ムがオフラインになっている時間は、基本
的にその毎分がビジネスをできない時間で
す」とvan den Boschは言います。

目に見えないテクノロジー

クラウドの構築

今日の経済状況で小売りビジネスを営むこ
とは、見掛けによらず複雑である可能性が
あります。何を売るにしても、また、作り
出されるショッピング体験のタイプに関係
なく、ほとんどすべての小売店はPOSシステ
ムや、一連の事務管理ビジネスアプリケー
ションに頼っています。そのトリックは、
得意客からは全く見えなくなっています。

「私たちは、数年前にクラウドソリューショ
ンに目を向け始めました」とvan den Boschは言
います。
「当初は、私たちにとってちょっと
したギャンブルでしたが、顧客に非常にフレ
キシブルで、スケーラブルで、役立つ製品を
提供できることは分かっていました。私たち
のゴールは、企業ソリューションのすべての
メリットを提供する一方で、立ち上げ費用を
最小限にすることでした」

実体験のように感じ、得意客が何度も訪れ
るショッピング体験をテクノロジーで実現
するために、ヨーロッパのファッション小
売店も製造者も、ACA Fashion Softwareのソ
リューションに頼っています。
POS情報、棚卸、得意客管理、価格設定、
在庫管理、補充に対応した統合ソフトウェ
アを提供するACA Fashion Softwareには、ス
ウェーデン、ポルトガル、ベルギー、ドイ
ツ、フランス、そしてもちろん母国オラン
ダに、1,000社以上の顧客がいます。

前年のモデル
事務管理アプリケーションを供給すること
は、かつては、そのアプリケーションに
ハードウェアをバンドルすることを意味し
ました。それは、その当時には好適なモデ
ルでしたが、欠点もあるモデルでした。
「ソリューションのサーバー側は扱いに
くくなりかねませんでした」、ACA Fashion
Software のクラウドおよびテクノロジーマ
ネージャのPatrick van den Boschが解説します。
「顧客たちは皆、掘り出し物を期待してい
ます。彼らは、自分自身のサーバー、ネッ
トワークまたはストレージ構成を使用して
お金を節約しようとし、彼らの多くには彼
らの推薦するシステム管理者がいます。」

このことが、ACA Fashion Softwareが、さまざ
まなハードウェア選択の曖昧さを取り除く
ことにより、そのXPRTおよびWinStoreソフト
ウェアソリューションを単純化する方法を探
し始めた理由です。

ACA Fashion Softwareは以前のソリューション
を顧客のサイト側と自社のデータセンター
側の両方ともHPE ProLiantサーバーに構築し
たので、van den Boschやそのチームは、小売
店ソリューションを供給するために、ハイ
ブリッドクラウド製品の HPE Helion ハイブ
リードクライド ポートフォリオを選びま
した。
HPE コンバージドインフラストラクチャ
ポートフォリオハードウェアは、HPE
BladeSystem c7000エンクロージャを使用す
るHPE ProLiant BL460cサーバーブレード、
HPE 3PAR F400 Storage、および、HPE Virtual
Connect FlexFabric から構成され、チームは
このハードウェアを基盤に、 HPE Helion
CloudSystem Enterpriseテクノロジーを使用し
て独自のクラウド環境を構築しました。

統合ソリューション
「私たちは最初にHPEと話し合って、彼ら
の製品、そして、簡単なPOSシステムから
クラウドソリューションまで、私たちが
必要としたすべての範囲のハードウェアと
ソフトウェアを彼らが提供していることを
知りました」とvan den Boschは続けます。
「私たちはHPEとよい経験をしたため、そ
れに、彼らの製品をよく知っていたため、
他の競合者にはあまり目を向けませんでし
た。そして、HPE Helion CloudSystemを稼働さ
せるには何が必要であるか、HPEのアドバ
イスに従いました。」
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ACA Fashion Softwareにとっては、システム
全体を単一のベンダーから入手すること
は、それ自体価値のある提案でした。
「シ
ステム全体を HPE から購入することによ
り、保証された使える製品を入手できる
ことが分かっていました」とvan den Bosch
は言います。
「 1 社のベンダーから 1 つのソ
リューションを入手することがベターで
す。テスト済みで、実証済み、そして、問
題があればサポートのための連絡先が一元
化されます。
互換性の有無にかからわず独自のソリュー
ションを構築するために長い時間をかけ
る代わりに、箱から出せばすぐに使えるソ
リューションをHPEから入手しました」と
van den Boschは言います。
「私たちはHPEと
協働して、 HPE CloudSystem に移行しまし
た。HPEは、私たちのビジネス事例を査定
する手助けもしてくれました」
HPE は、 5 年契約の下で提供されるサポー
トプラス 24 サービスによって、 ACA に 4 時
間以内に回答する週7日間1日24時間サポー
トを実施しています。 HPE Helion クラウド
サポートチームに直接アクセスすることに
より、ACAは、システムエンジニアに回答
が必要な質問がある場合に、専門家のアド
バイスを受けることが可能です。

単純さが覇を唱える
ソリューションは、そのスケーラビリ
ティ、フレキシビリティ、単純さにおいて
その約束を果たしました。
「私たちの顧客
の多くは才能ある小売業者ですが、IT専門
家になるつもりはありません」と van den
Bosch は言います。私たちが提供する HPE
Helionクラウドソリューションは、私たちの
顧客がサーバールームをデスクトップコン
ピューターで置き換え、前払いしたハード
ウェアコストやメンテナンスを、月額料金
と取り換えることを可能にすることを意味
します。それは、驚くほど人気のあるサー
ビスになっています。」
顧客の環境から複雑さを取り除き、ハー
ドウェア更新や不意のダウンタイムのた
めの頭痛を和らげるだけでなく、顧客は
徐々に財務的な理由でもクラウドに移行
しています。

顧客が10～20%節約
クラウドインフラストラクチャのフレキシ
ビリティは、ACAの顧客のIT全体コストを削
減するために役立っています。
「以前は、
ストレージを過剰に準備しがちでしたが、
クラウドでは、必要とする分だけを使用し
て支払うだけです」とvan den Boschは言いま
す。ACAの顧客は、通常、ハードウェア、
ソフトウェア、サポートを含むクラウドソ
リューションに、毎月139～950ユーロ程度
を支出しています。
「クラウドに移行することは、ソリュー
ション次第で、全体コストが10%～20%安く
なることを意味します」とvan den Boschは言
います。
「小売店の顧客にとっては、すべて
のユーロカウントで、月に200ユーロ節約で
きれば、彼らにとっては大金です。」
もうひとつコスト削減に寄与しているの
は、ストレージの効率を高め、過剰な準備
なしで容量を最大化することによって ACA
の役に立っているツールセット、HPE 3PAR
Thin Suiteです。

10倍速い展開
その顧客向けのソリューションを単純化す
ることは、ACA自体のオフィスの効率も改
善しました。顧客が、サーバーまたはスト
レージ容量を追加することによりその環
境を拡張する必要がある場合でも、van den
Bosch とチームは、そのリソースをより速
く、ビジネスを停滞させることなく供給で
きます。
「私たちの顧客の要求は、実に頻繁に変更
しがちです。開店や閉店をする顧客、月ご
とにデータが増える顧客などです」と van
den Bosch は言います。
「以前は、顧客を訪
問して新しいハードウェアを追加しなけ
ればならず、それには機器の発注を含め
て最大 2 週間かかりましたが、今は、 HPE
CloudSystem環境で、変更を最初から最後ま
で1営業日でできます。」
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顧客概要
HPE Helionクラウドソリューション
• プライベートクラウド
ハードウェア
• HPE CloudSystem Matrix 7.3.0
• HPE仮想コネクトFlexFabric 10Gb/24
ポートモジュール
• HPE BladeSystem c7000エンクロー
ジャ
• HPE ProLiant BL460cサーバーブ
レード
• HPE ProLiant DL360サーバー
• HPE 3PAR F400ストレージ
• HPE 3PARサービスプロセッサ
• HPE 5400 zlスイッチシリーズ
ソフトウェア
• HPE Matrix Operating Environment
• HPE 3PAR Thin Suite
HPEサービス
• HPE CloudSystem インストール、
および、スタートアップサービス

コンピュートリソースの展開、ストレージ
容量の追加、顧客環境のその他の変更の新
しい方法は、ACA自体にもメリットをもた
らします。
「サイトの訪問や顧客のインフ
ラストラクチャの手動の変更に費やす時間
が減ったため、ハードウェア管理の時間は
25パーセント少なくなりました。それは、
私たちのITチームが、今後のために新製品
や新サービスを開発するために使える時間
です」とvan den Boschは関連付けます。

認定されたヒット
「弊社のクラウドソリューションがいかに
速く人気が上がったかは、本当に驚きでし
た」とvan den Boschは説明します。
「既に、
私たちの顧客の20パーセントは、私たちの
新しいクラウドベース製品を活用していま
す。このことが私たちに示すことは、クラ
ウドはビジネスを単純化し、一方、大手の
小売店だけが達成できるある種の信頼性を
もたらすので、誰でもクラウドに移行する
準備ができているということです」と van
den Boschは言います。

ACA Fashion Softwareは、引き続き、顧客のた
めに新しいソリューションに挑戦し、POS
ソリューションもクラウドから供給するこ
とを研究しています。再度、van den Bosch
はHPEを頼みにしています。
「私たちは、事
務管理製品と同じレベルの信頼性と単純さ
を、POSに取り込みたいのです」とvan den
Boschは説明します。
「小売店の場合は、レ
ジスターがダウンしたら、何も売ることが
できないので、基本的にはビジネスが止
まってしまいます。私たちのクラウドベー
スのHPEソリューションは、POSシステムの
保証されたアップタイムをもたらします。
これが、私たちが近い将来に目指している
分野です」

詳細情報
hpe.com/helion

• HPEサポートプラス24

メールニュース配信登録
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