
デジタルトランスフォーメーション（DX）が叫ばれるなか、ERPの刷新が急務となっています。
「SAP S/4HANAマイグレーションサービス」では、FPTのこれまでに蓄積した

グローバルでのナレッジに基づき、最短6カ月でSAP S/4HANAへの移行をご支援いたします。
短期間、低コストで移行を実現することで、

早期にSAP S/4HANAのメリットを享受することができます。

SAP S/4HANA
マイグレーションサービス



高品質 低コスト 短期間

SAP S/4HANAは単なるERPではなく、DX実現のための統合プラットフォームです。
移行することにより、主に以下のようなメリットを享受できます。

いまSAP S/4HANAへ移行するメリット

インメモリプラットフォームをDB
エンジンとし、膨大なデータの高
速処理や分析を実現。オンライン
での帳票表示スピードも高速化し、
現場の業務効率化を支援します。

1 トランザクション処理とアナリテ
ィクスを、単一のインメモリプラ
ットフォームに統合。これまで別
途DWHを構築する必要がありま
せん。

2 新たなユーザインタフェース「SAP 
Fiori」を装備。マルチデバイスに対
応するとともに、直感的でシンプル
な操作を提供。開発スピードの向
上にも貢献します。

3

「SAP S/4HANA マイグレーションサービス」は、FPTのグローバルでの豊富なノウハウに基づいて、アセスメントか
ら開発、複数回にわたるテスト、本番切替までワンストップで提供します。既存システムのプログラム、データを有効活
用することで新システムでの開発工数を最小限に抑え、最短6カ月での移行を実現します。また、費用は固定金額のため、
移行コストを予算化しやすいのも大きなメリットです。

グローバルなデリバリー体制で、
SAP S/4HANAへの移行を短期間で実現

FPTの「SAP S/4HANAマイグレーションサービス」の３つの特長

最短6カ月での移行を実現
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アセスメント 本番稼働支援

1カ月 3カ月 5カ月2カ月 4カ月 6カ月 7カ月

ユーザーテスト

・ユーザーテストの
　不具合対応
・SAP HANAの
  データベースサイジング

・標準機能代替機能置換
・アドオンプログラム修正

・検証環境構築
・コンバージョン

マルチデバイスに
対応する

SAP S/４HANA



ベトナムのオフショア開発リソースを最大限活用することで、高品質、低コストを実現します。日本にベトナム人ブリッジSE
をアサイン、ベトナムにマルチリンガルのコミュニケーターをアサインするなど、案件に応じた柔軟な体制構築が可能です。

 「マイグレーション」により、短納期・低コストを実現

FPTのグローバルなデリバリー体制で、個別要件に柔軟に対応

ツールによりシステム移行をおこない、現行環境
のシステム設定、業務データを新環境へ移行する。

新規に環境インストールをおこない、新たな設定
を実施する。

SAP S/4HANAへ移行には、新規に環境インストールや設定を行う「リビルド」と、現行環境のシステム設定や業務デ
ータをツールにより新環境に移行する「マイグレーション」の２つの方法があります。FPTでは、既存資産を有効活用でき、
現場への影響を最小限にできるマイグレーションを行うことで、導入期間が短く低コストでの移行を実現します。

グローバルなデリバリー体制で、
SAP S/4HANAへの移行を短期間で実現

マイグレーション（Brownfield） リビルド(Greenfield)

SAP S/4HANAR SAP S/4HANAR

データ データデータシステム設定 システム設定

ECCR ECCR

プロジェクト・
スポンサー

プロジェクト・
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ハイレベルミーティング
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ミーティング ミーティング
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アサイン　タスク、レポート

アサイン　タスク、レポート

コミュニケーション

コミュニケーション

日本語サポートベトナム語サポート
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アサイン　タスク、レポート
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プロジェクト マネージャ

ブリッジ SE システムエンジニア
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（プロジェクトマネジメント）



グローバルで数多くのSAP S/4HANAマイグレーションに関わる実績を有しています。
日本企業においても、既に多数の移行プロジェクトへの参画実績があります。

FPT SAP S/4HANA マイグレーションサービスは、影響箇所、修正箇所の判定やスケジュール策定などの
アセスメントから本稼働までをパッケージ化し、6か月8,900万円のフィックスプライスでご提供します

FPT SAP S/4HANA マイグレーションサービス

電力自由化、連結決算などの環
境変化を踏まえ、2022年に本
社およびグループ会社統一会計
システムを導入。通常は基本設
計完了後に詳細設計を開始する
が、基本設計が完了したものか
ら随時詳細設計・開発を開始。
70本のアドオン機能の単体テス
トまでを、通常6カ月かかるとこ
ろを4.5カ月で完了した。

電力会社A社

システムのUnicodeエラーを対
応し、オブジェクトの移植を実現。
● 約500オ ブ ジ ェクト をSAP 

ECC 6.0か らSAP S/4HANA 
に移行

●Unicode非互換エラーの確認
と修正

●定義されたエラーパターンに
基づくソースコードの修正、ア
プリのパフォーマンス改善

● 新しい要求変更と新機能を分
析し、開発

1250のアプリの修正・移行を実現。
●Unicode非互換エラーの確認

と修正
●定義されたエラーパターンに

基づくソースコードを修正し、
アプリのパフォーマンス改善

●Fiori Launchpadで350以 上
のFioriアプリを構成する475
以上の新しいABAPアドオン
と127の 新 し いFioriア プ リ

（SAP UI5アプリと関連する
ODATAサービスの開発を含
む）を開発

卸売業B社

価格 8,900 万円

プロジェクト期間 6 か月

マイグレーション方式 Brownfield( マイグレーション ) アプローチ

プロジェクトサイト オールリモート ( 東京、ベトナムからの遠隔対応 )

前提条件

アドオン数 *：1,000 本以下 ( ユニコード対応済 )
* プログラム、汎用モジュール、クラス、拡張 (Exit,BADI)、クエリ、eCATT/CATT など

バージョン：SAP ECC 6.0 Ehp6+/ モジュール：SD,MM,FI*,CO
*New GL 対応

プラットフォーム :Windows or Linux （x64）

SAP S/4HANAマイグレーション
プロジェクト事例

化学メーカーC社

〒105-0011東京都港区芝公園1-7-6
KDX 浜松町プレイス6F　
TEL：03-6634-6868（代表）
メール：Fjp.contact@fsoft.com.vn

ＦＰＴジャパンホールディングスは、グループ全体で約37,000名を擁し、来る2023年に
創立35周年を迎えるベトナム最大級のICT企業ＦＰＴコーポレーションにおいて、海外
に特化し、広範囲のITサービスを全世界のお客様に提供しているグループ企業ＦＰＴ
ソフトウェアの日本法人です。東京を中心に国内9拠点を構え、2005年の設立以来、
日本企業に対する多数のITサービス提供実績を有しています。

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社


