
ソリューションの概要

SAP向け Boomi: 体験をつなぐ 
非依存型でエンタープライズ クラスのクラウドベース デジタル プラット
フォームを使用して、 サード パーティー製システムとデータを SAPに接続  

SAP ECC および SAP S4/HANA ERPは、「ビジネスのバックボーン」
と考えられることがよくあります。 しかし、 企業全体にその価値を広
げるには、 モダンな非依存型デジタル プラットフォーム ソリューションが
必要です。 ローコードの Boomi プラットフォームを使用すると、 SAP

のお客様は、 手頃な価格でサードパーティー製のシステムまたはアプ
リケーションに素早く簡単に接続し、 価値のあるストリームを最適化
できます。   

S/4HANAの取り組みへ向けて  
データ エコシステムの変革を  
始めましょう 
SAPは、 企業の日々のプロセスとコア機能の管理を支えています。
複数の業務の機能を業界のソリューションと結び付けることで、 企業
のデジタル トランスフォーメーションを支援しています。 しかし、 企業
全体でその生産性を向上させるには、 他のアプリケーションとの統合
が不可欠です。  

デル ・ テクノロジーズのビジネスの 1 つである Boomi は、 SAP のお
客様に、 エンタープライズ クラスのクラウド ネイティブ デジタル プラット
フォームのあらゆるメリットを提供します。 ローコードの Boomi プラット
フォームを使用することで、 組織は、 従来の統合製品とアプライアン
スに比べてわずかな時間とコストで統合を簡単に構築することができ
ます。   

主なメリット  
カスタマー エンゲージメントによるカスタマー エクスペリエンスの向上 

SAP とサードパーティー アプリケーション間を結び付け、 シームレスな
カスタマー エクスペリエンスを提供します。  

市民データに対して AI を使用可能 

Boomi を使用して、 事前に構築された統合をアプリケーションに組
み込むことができます。ビジネス ユーザーは独自の統合を構成し、ウィ
ザード方式のアプローチを使用して必要なデータを取得することがで
きます。   

Order-to-Cash（受注から回収まで） 
Boomi の追加設定を必要としない 1,500以上の統合と、 クラウ
ドソーシングによる知識の膨大なライブラリーによって、 スムーズな
Order-to-Cash トランザクション処理と管理に必要な接続性を確
保します。  

サプライ チェーンの計画と運用 

サードパーティー アプリケーションを SAP サプライ チェーン ソリュー
ションと統合することによって、最新のデータをリアルタイムで取得し、
Boomi Flow で重要なタスクを簡単に自動化できます。  

B2B/EDI Management 

SAP と Boomi B2B/EDI Management を統合して、 ASC X12、
HL7、 RosettaNet、 Tradacoms、 UN/EDIFACT、 API 標準な
どの EDI相互運用性標準をサポートします。  

生産計画およびメンテナンス 

ビジネスの運用を改善してデジタル化を促進するために、 IoT デー
タの SAP システムへの統合を合理化します。   

お客様、 パートナー、 従業員のオンボーディング 

手動のワークフローを迅速に自動化し、 SAP とサードパーティー ア
プリケーション間でデータを交換することで、シームレスなオンボーディ
ングが実現します。   

合併、 買収、 売却 

SAP データを他の ERP システムに（またはその逆に）統合するこ
とで、 ビジネス継続性を確保します。  

モダナイゼーション：サードパーティー製システムから SAP 
S/4HANA へ 

SAP ECC から SAP S/4HANA に移行するだけにとどまりません。   

Boomi プラットフォームを使用して、 SAP と任意のサードパーティー
製システムまたはアプリケーション間でデータを統合します。   



BOOMIですべてのシステム、 テクノロジー、 
データを統合  

Master Data Hub 
信頼できるデータの同期と
拡充  

Integration 
アプリケーションとデータを 
接続  

Flow 
カスタマー ジャーニーの
構築  

インテリジェンス  

B2B/EDI Management 
取引パートナー ネットワークの

管理  

API Management 
設計、 安全性、 

拡張性の高い API  

Boomiは、 SAPのお客様に、 エンタープライズ クラスの 
クラウドネイティブ デジタル プラットフォームのあらゆるメリットを提供します。  

社内外で、 さまざまなアプリケーション、 データ、 イベント、 デバイス、 人材を統
合できます。   

Boomi プラットフォームは、 1万以上の組織から信頼を得ており、 次のような、
市場をリードする一連の統合およびデータ管理機能を提供します。  

 • Boomi Integration：Boomiでは、 モバイル環境、 バッチ（ETL）環境、
EDI環境の大容量ニーズにリアルタイムで対応するように柔軟に拡張できます。  

 • Boomi B2B/EDI Management：サプライヤーおよび他のパートナーを迅
速にオンボーディングし、 一元化されたポータルを通じてすべてのやり取りを
監視します。  

 • Boomi API Management：API とWeb サービスを一元的に作成、公開、
管理することで、 増え続けるアプリケーションにアクセスを拡大します。  

 • Boomi Flow：管理および市民向けのプロセスを合理化する、 自動化さ
れたワークフローを迅速に構築します。  

 •  Boomi Master Data Hub：データの品質を同期および保証することで、 
すべてのシステムにわたって信頼できる情報を提供します。  

詳細については、 www.boomi.com をご覧ください。

BOOMI を選ぶ理由 
SAPのデータ、 システム、 プロセスの
接続と変換 

・ 人工知能（AI）システム 

・ Internet of Things（IoT） 

・ カスタマー エンゲージメントとエクスペ
リエンス 

・ 販売計画および注文 

・ サプライ チェーンの計画と運用 

・ サプライヤー、 パートナー、 ベンダー、
お客様  

・ マーケットプレース、 ディストリビュー
ター、 小売業 

・ 調達 

・ 製造、 作業現場 

・ 物流 

・ ヒューマン エクスペリエンス 

・ 出張および経費 

業種 

・ エネルギーと天然資源 

・ 消費者向け産業 

・ ディスクリート産業 

・ サービス業 

・ 公共サービス 

・ 金融サービス 

拡張エコシステム 

・  200以上のアプリケーションを含む、
1,500以上のエンドポイントへの実証
済みの接続 

・  ドラッグ アンド ドロップによる統合開
発、 コーディングは不要 

・  クラウドおよびオンプレミスのシステム
間での Any-to-Any統合 

・ 直感的で一元化された統合管理 

・  コネクター、 ウィジェット、 プロセス マッ
プへのコミュニティー アクセス 

・  クラウドソーシングによる豊富な知識
とガイダンス
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