株式会社 ソディック
導入事例

グローバル戦略を加速するため基幹システムをSAPに統合
周辺システムとの柔軟な連携で現場業務の利便性も確保
必要なシステムは内製で構築し、コストと開発期間を大幅に圧縮
金属の切断などに使う放電加工機や食品加工機、モーター・制御装置などを製造し、もの
づくりの現場を支える株式会社 ソディック。同社は、これまで国や地域ごとに構築・運用
してきた15の基幹システムをSAPに統合。その際、アプリケーション自動生成ツールおよ
びASTERIA WARPの導入によって、必要なサブシステムを内製し、SAPと連携できる
仕組みを整えた。これにより、現場業務の利便性と、グローバルの経営高度化の双方を
満たす業務システムを実現している。
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グローバル戦略を支えるツールとして、一層
その重要性を増していくことだろう。
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