
ユースケース 

• 新しい一元管理のロジスティクスおよび流通センター
の開発をサポート

• カスタマーサービスを改善しながらコストを管理

• データウェアハウス、ビッグデータをビジネスインテリ
ジェンス (BI) に活用

• オンラインショッピングの改善を含め、新しいアプリを
開発

必要条件

• 36 以上の仮想マシンを備えた VMware 仮想化を実行

• 柔軟に拡大できるように専用ストレージと専用仮想化
レイヤーを展開

• ストレージおよび主要なビジネスアプリケーションの
パフォーマンスを高速化

• ロジスティクスプロセスを自動化するために必要な 
コンピューティング性能を提供

解決方法

移行と展開をサポートするため、Hoogvliet 社が選んだ
のは HPE ProLiant サーバー、HPE 3PAR オールフラッシュ
ストレージ、および HPE プロアクティブケアを含むフル
HPE ソリューションでした。

成果

• 現在および将来の競争力を確保 

• 移行段階のスケーラビリティと成長を提供

• ロジスティクス費用を抑え、効率を維持するための 
自動化プロセスのサポートを提供

• 高可用性、プロアクティブなサポート、社内の IT 
人材を通じて最適なプラットフォームを実現

主なパートナー企業

• Axians Infra Solution

• Veeam

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : Hoogvliet 社、新しい流通センターを
構築

HPE のテクノロジーがオランダの
スーパーの拡大をサポート 

1968 年創業の Hoogvliet 社は、オランダでよく知られ
たスーパーマーケットチェーンです。6,000 名の従業員
を雇用し、67 の店舗をオランダ西部と中部全域に 
展開しています。
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「ストレージはインフラスト

ラクチャーの中心です。 

そのため、2 か所にこの新

しいフェールセーフソリュー

ションを導入し、高度な継

続性を実現することが重要

になります。」 

–  ALBERT CORNELISSE 氏 
HOOGVLIET スーパーマーケット 
ICT ディレクター
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ユースケース 

• ビッグデータの力を活用して競争力を向上

• IT ボトルネックを分析の原動力に転換

• IT を使用して無駄のない運営を維持しながら、 
顧客重視の姿勢を維持 

必要条件

• 毎月 2TB ずつ増加する 50TB のデータベースを 
サポート

• 分析レポートの作成時間の短縮と同時に、 
予測機能を採用

• 顧客が希望または必要とする製品を使用して、 
1 日 140 万人の顧客に対応 

解決方法

Salling Group 社は、インフラストラクチャーを柔軟なサー
ビスとして購入し、自由に使える資金を増やすことで、
事業の世界的な拡大と市場機会を追求できるようにな
りました。HPE GreenLake フレックスキャパシティにより、
使用した分だけ支払うシステムとなりました。ビジネス
ニーズが変化したときに容量を確実に増減させること
が可能となり、キャッシュフローが最適化されるととも
に IT のアジリティが向上しました。

成果

• POS レポートの作成時間が 30 ～ 40% 短縮

• 商品の過剰在庫を原因とする廃棄や財務上の 
損失を回避

• 2030 年までに食品廃棄量を 30% 削減する目標を 
サポート

主なパートナー企業

• SAP

その他の関連情報

お客様事例 : ビッグデータを用いた店舗内小売分
析により収益増加と廃棄物削減を実現

ビッグデータを用いた店舗内小売分析に
より収益増加と廃棄物削減を実現

デンマーク最大の小売企業である Salling Group 社は、
複数の e- コマースビジネスと 4 つの小売チェーンを
運営しています。欧州 4 か国で 1,400 を超える店舗に
は、毎週 900 万人の買い物客が訪れます。
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「HPE は、新しいテクノロジー

を実装するときに発生する

可能性がある複雑な問題の

回避に役立つ確かな専門知

識を提供してくれました。」 

–  ALAN JENSEN 氏 
SALLING GROUP 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 世界最高クラスのオンラインショッピングエクスペリエ
ンスを提供し、商品の効率的なフルフィルメント 
を実現 

• ショッピングのピーク期間には 1.4 秒ごとに新しい注
文が入るほどのボリュームに対処

• 企業、顧客対応、バックエンド、テストおよび開発の
各システムをサポート 

必要条件

• シンプルな予算管理、予見可能なストレージコスト、
オンサイトエキスパートを提供

• ストレージ性能の向上とストレージ容量の増加により、
予測できない e- コマーストランザクションの急増 
に対処

• 生産開発環境に優れたパフォーマンスとアジリティ 
を提供

• 新しい環境を迅速に展開するためインフラストラク
チャーの自動化を実現

解決方法

YNAP 社は、HPE 3PAR ストレージと ProLiant サーバー
をベースに構築された HPE GreenLake フレックスキャパ
シティを採用しました。HPE Pointnext サービスのデータ
センターケアを利用したプロアクティブサポートも受け
ています。

成果

• ワークロードの急増に迅速に対処するため、アジャイ
ルな容量の拡大と契約が可能に

• 567% のスループット向上により、増大するオンライン
顧客の需要を容易に処理 

• ビジネスをサポートするためにインフラストラクチャー
を最適に設定 

• 開発環境の展開時間を 1 時間から数分に短縮する 
ことで開発者の生産性を倍増

主なパートナー企業

• Commvault

• Intel®

• Linux

• Microsoft

• Oracle

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : HPE 3PAR ストレージとHPE GreenLake
フレックスキャパシティでオンラインストアの強化
に成功した YNAP 社

迅速な応答性と一貫した高パフォー
マンスを備えたオンラインショッピン
グエクスペリエンスの実現

イタリアのミラノに拠点を置くYOOX NET-A-PORTER GROUP 
(YNAP) は、世界最大規模のラグジュアリーファッションのオ
ンライン小売企業であり、毎月ほぼ 3,000 万人の買い物客
がサイトを訪れます。
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「HPE は、当社が信頼できる

テクノロジーソリューションを

継続的に提供しており、その

サービスとサポートは、他の

ベンダーでは実現できないレ

ベルに達しています。」 

–  YAMANDU CORREA 氏 
YOOX NET-A-PORTER GROUP 社 

グローバルネットワークおよび 

データセンターマネージャー

119



© Copyright 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HPE製品およびサービスに

対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではあ

りません。HPEは、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱字に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

AMDはAdvanced Micro Devices, Incの商標です。GoogleはGoogle LLCの商標です。Intelおよびインテルは、米国およびその他の国におけるIntel 

Corporationの商標です。Linuxは、米国またはその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。Microsoftは、米国およびその他の国における

Microsoft Corporationの登録商標または商標です。NVIDIAは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標および/または登録商標で

す。Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。SAPおよびSAP HANAは、ドイツおよびその他の国におけるSAP SE (ま

たはSAP関連会社) の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。VMwareは、米国およびその他の地域におけるVMware, 

Inc.および関連会社の登録商標または商標です。すべての第三者の商標は、それぞれの 

所有者に帰属します。

a50000346JPN、2019年11月

知り合いへシェア

https://twitter.com/intent/tweet?text=Digital%20Game%20Changers:%20Celebrating%20HPE%20customers%20and%20the%20transformed%20world%20they%E2%80%99re%20creating%20https://www.hpe.com/us/en/customer-case-studies.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://bit.ly/2Js5pO4
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=https://bit.ly/2Js5pO4



