
Microsoft Dynamics AX を Azure 上で動かし、経営情報の分析
も可能に
スピーディな意思決定とアクションで、世の中の体温をさらに高め
続ける

「生活価値の拡充」という企業理念を掲げ、食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」や、現代
のセレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」、ネクタイ専門店「giraffe」、ファミリーレス
トラン「100本のスプーン」などの事業を展開する株式会社スマイルズ。ここでは戦略立案と意思
決定を迅速化し、それをアクションにつなげていくための基盤として、Microsoft Dynamics AX 

と Microsoft Azure を使用した業務データ収集および活用基盤が構築されています。最も重視さ
れたのは、継続的に成長可能な柔軟性の高さ。またクラウド上で動かすことで初期投資や運用負
担を軽減できることや、ユーザーにとっての使いやすさも高く評価されています。

導入の背景とねらい
変化し続ける市場で迅速なアクションを行うには、 
情報収集と活用の基盤が不可欠

日々変化する市場や顧客動向の中で、いかに迅速に変化をつかみ、それを意思決定や行動へと結
びつけていくか。このようなスピード感が今、多くの企業に求められるようになっています。特に
消費者を対象にしたビジネスでは、その傾向が顕著だと言えます。店舗などの現場でさまざまな
試みを行いながら、それらに対する顧客の反応をできる限りリアルタイムで把握し、スピーディに
次の施策に反映させていく必要があるからです。

この要求を満たすため、Microsoft Dynamics AX を Azure 上で動かし、店舗で発生する各種デー
タを OData で収集、さらに Power BI で経営情報の分析する環境を整備したのが、株式会社スマ
イルズ (以下、スマイルズ ) です。

同社は 2000 年 2 月に設立され、食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」や、現代のセレクト
リサイクルショップ「PASS THE BATON」、ネクタイ専門店「giraffe」、ファミリーレストラン「100

本のスプーン」などの事業を展開しています。そのフィロソフィーは「お客様や世の中の体温をあ
げる」こと。そのためのチャレンジを日々繰り返しながら、顧客の心情に働きかける新たな生活価
値を生み出し続けています。

「私どもの業界はどんどん変化しており、経営判断で見るべき情報も変わっていきます」と語るの
は、株式会社スマイルズの取締役であり、株式会社スープストックトーキョー 取締役社長も務める
松尾 真継 氏。しかし以前のシステム環境では、必要な情報をまとめ上げるのに時間がかかり、次
のアクションにつなげることも難しかったと振り返ります。「販売する商品を入れ替えてみたり、ス
タッフのシフトラインを変えてみるなど、お客様の体温が上がることにつながるようなアクションを、
リアルタイムで行いたい。そのためには店舗の情
報を、スピーディかつビジュアライズされた形で
まとめ上げる必要があると痛感していました」。

事業領域が拡大し、店舗数が増加することで、
このようなニーズはさらに高まっていくはずと指
摘するのは、株式会社スマイルズ 経営企画本部 

本部長の田原 研児 氏です。「事業の幅が広がり、
多様な人々がビジネスに参加するようになれば、

ソリューション概要

○プロファイル
株式会社スマイルズは、2000 年 2 月に設立さ
れ、日本全国に約 70 店舗を展開する、食べるスー
プ専門店「Soup Stock Tokyo」やネクタイ専門
店「giraffe」、セレクトリサイクルショップ「PASS 
THE BATON」、ファミリーレストラン「100本の
スプーン」などの事業を展開。「生活価値の拡充」
を企業理念に掲げ、既成概念や業界の枠にとら
われない “世の中の体温を上げる” 事業を創造し
ています。

○導入製品とサービス
・ Microsoft Dynamics® AX
・ Microsoft® Azure™
・Microsoft® Power BI

○パートナー企業
横河ソリューションサービス株式会社

○導入メリット
・ マイクロソフト テクノロジーを採用すること
で、継続的に成長できる柔軟なシステムを構築
できた。

・ Azure 上 の デ ー タ ベ ー ス と Microsoft 
Dynamics AX に多様なデータを集約し、
Power BI で分析可能にすることで、経営上の
戦略立案や意思決定を加速できた。

・ 使いやすいユーザー インターフェイスを提供す
ることで、全社で使える基盤を実現できた。

○ユーザー コメント
「今回のシステム導入で、ビジネスを劇的に変化
させることが可能になりました。他社とは違った
変革を、ぜひスマイルズから起こしていきたいと
考えています」

株式会社スマイルズ 取締役
兼
株式会社スープストックトーキョー 取締役社長
松尾 真継 氏
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それぞれの分野のスペシャリストが自分の役割を全うするため、そこに
集中できる環境が必要です。たとえば経営者は経営の情報を見ながら適
切なジャッジを行う必要がありますし、現場のスタッフはおもてなしをし
ながら、いかにして店舗をマネージするかに集中しなければなりません。
そのためにはそれぞれの担当者が、自らの手で情報を触りながら、仮説
検証を繰り返すことができるしくみも重要になります」。

当然ながら同社のビジネスは多数の店舗によって展開されており、情報
活用が必要な場所も本部だけではありません。2014 年には海外 1 号店
として「Soup Stock Tokyo」のシンガポール店も出店しており、海外展
開も進みつつあります。

このようなビジネス環境の中で、いかにして多様な情報を効率的に集め、
分析しやすい状態で提供していくのか。この課題に対応するためにスマ
イルズが選択したのが、マイクロソフトのテクノロジーだったのです。

導入の経緯
Microsoft Dynamics AX と Azure の高い柔軟性により、 
短期間の構築と小規模から導入開始が可能なことも大き
な魅力

マイクロソフト テクノロジーを活用したスマイルズの IT 環境の変革は、

段階的に進められていきました。

まず行われたのは、店舗に設置するデジタル サイネージ「Digital Menu 

Board (DMB)」の開発です。これは 2013 年 4 月に Windows® 8 上で開
発、2014 年 3 月に Soup Stock Tokyo 西宮店に配置、その後他の店舗
へと展開されました。2014 年 5 月には ERP 変更を前提とした発注シス
テムの設計に着手。さらに店舗に温度計などのセンサーを設置した IoT 

(Internet of Things) システムの検証も進められていきました。

「ここで重視したのは、現場のユース ケースに合わせてプロトタイピン
グを行いながら、業務システムを作り上げていくことです」と説明するの
は、株式会社スマイルズ 経営企画本 情報システム部 副部長 兼 経営企
画室 佐藤 一志 氏です。「これらのプロジェクトは適切な開発範囲を守る
ことで、ほぼ 1 人で進行しています。また、アプリケーションの検証で
は Microsoft® SharePoint® Online との連携なども試行しました」。

このような取り組みは、2015 年 4 月からさらに本格化します。それま
でパッケージ ソフトを利用していた販売管理や調達管理などの基幹業
務を、根本から見直すための検討が始まったのです。

「業務パッケージ ソフトのままでは追加開発・保守にコストがかかり、
ベンダー ロック インの懸念もあります。また柔軟性の確保も困難です。
多様な情報源と連携でき、柔軟にデータを扱えるシステムを、自らの手
で再構築すべきだと考えました」 (佐藤 氏 ) 。

ここで佐藤 氏が着目したのが、Microsoft Dynamics AX でした。佐
藤 氏は 2015 年 6 月に、マイクロソフトの Web サイト経由で問い合わ
せを行い、これに対してマイクロソフト側は、さまざまな提案と共に 

Microsoft Dynamics AX のリリース前の次期バージョンを早期導入およ
び評価する「TAP (Technology Adoption Program)」を提案、スマイル
ズはすぐに TAP への参加を決定します。次期 Microsoft Dynamics AX 

に着目した理由を、佐藤 氏は次のように説明します。

「Microsoft Dynamics AX の魅力は、ベースの ERP 機能が十分であるう
えに、外部システムとの連携や開発も柔軟に行える点にあります。たと
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食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」 親指だけで操作できるようにデザインされた Windows 10 UWP を採用した店舗用発注アプリ
ケーション
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えばデータ連携は OData で簡単に実現でき、業務系システムを作って
きたエンジニアであれば必ず経験してきたであろう、Microsoft® Visual 

Studio® や .NET で開発が行えます。また Microsoft Dynamics AX はク
ラウドである Azure 上で動くのも大きな魅力です。ライセンス コストも
他社に比べて安く、システム構築の投資や運用負担も大幅に圧縮できま
す。私どもは変化に強い ERP を求めていましたが、その観点から見ても、
これ以外の選択肢は考えられませんでした」。

2015 年 7 月には導入プロジェクトがスタート。Azure 環境の整備や 

Microsoft Dynamics AX の立ち上げや各種設定、Power BI との連携な
どを横河ソリューションサービス株式会社が担当し、システム構築が行
われました。

「Microsoft Dynamics AX には数多くの追加機
能があるため、今回はその検証も行う必要があ
りましたが、環境構築そのものは手軽だという
印象です」と振り返るのは、このプロジェクトに
参画した、横河ソリューションサービス株式会
社 ERPビジネス本部 ソリューション1部1Gr の
片岡 祐介 氏。Azure 上でのインスタンス立ち
上げは、管理ポータルの「Microsoft Dynamics 

Lifecycle Services (LCS)」で行うことができ、
必要なパラメーターを設定してデプロイすれ
ば、インストール プロセスが自動的に実行され、
4 ～ 5 時間後には利用可能になっていると言い

ます。「ユーザー インターフェイスが Web ベースになったことで、帯域
が限られる WAN 環境でも軽快に使えます。またデータ分析も、Power 

BI が利用可能になったことで、よりインタラクティブかつグラフィカル
に行えるようになっています」。

導入効果
経営上の戦略立案や意思決定を大幅に加速、 
現場スタッフの仮説検証も容易に

2016 年 1 月には従来の業務システムから Microsoft Dynamics AX へ

のデータ移行を実施。同年 2 月には第一段階としての本番稼働が始まっ
ています。現在のシステム構成は図に示すとおりです。

まず店舗には POS レジスターやクラウド制御型の無線 LAN アクセス 

ポイント、各種センサー、店舗 PC (Microsoft® Surface™) 、発注用の
タブレット端末 (各種 Windows タブレット) が配備されており、これ
らから OData インターフェイス経由で Azure 上のデータベースにデー
タを集約しています。また EC サイトやインターネット上のショッピン
グ モールから上がってくるデータも、同様に Azure 上のデータベースに
集められるようになっています。データベースに集約されたデータは、
Azure 上で稼働する Microsoft Dynamics AX に送られ、ここで販売管
理や調達管理などを実施。その一方で Power BI にもデータが送られ、
経営層向けのダッシュボードからデータ分析が行えるようになっていま
す。さらにデータは発注端末にもフィードバックされ、店舗でのデータ
参照、分析も可能になっています。

発注端末の Windows® 10 UWP (Universal Windows Platform) 上で動
くアプリケーションや、Microsoft Dynamics AX との連携用機能の開
発などは、スマイルズの佐藤 氏と社外エンジニア 1 名が担当しています。
第一弾の本番稼働に向けた開発作業は、わずか 2 か月半で完了しまし
た。データ連携は OData だけを考慮すればよかったため非常にシンプ
ルになり、その分だけユーザー インターフェイスの設計と開発に時間を
費やせたことが、短期開発の大きな要因だと佐藤 氏は説明します。ま
た Microsoft Dynamics AX の検証環境やステージング環境を、LCS で
簡単に立ち上げられることも、スピーディなリリースに貢献していると指
摘します。

「Azure 上のデータベースや Microsoft Dynamics AX に集約されたデー
タを Power BI で確認できるようにしたことで、経営上の戦略立案や意
思決定をスピーディに行えるようになりました」と語るのは田原 氏です。
また現場のスタッフも、1 人 1 人がデータを見ながら仮説を立て、アイ
ディアを検証しやすくなっていると言います。「これまでは月次の店長会
や全社会議で初めて確認できた情報も、今では店舗の端末や、自分の
スマートフォンですぐに見ることができます。社員やスタッフが各自の役
割を、以前よりも全うしやすくなっていると感じています」。

Microsoft Dynamics AX での経営情報分析 Power BI の情報は全社員が持つ iPhone でいつでも閲覧可能

横河ソリューションサービ
ス株式会社
ERPビジネス本部
ソリューション1部1Gr
片岡 祐介 氏
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導入についてのお問い合わせ
本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/
本ケース スタディに記載された情報は制作当時 (2016 年 4 月 ) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
製品に関するお問い合わせは次のインフォメーションをご利用ください。
■インターネット ホームページ  http://www.microsoft.com/ja-jp/
■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター   0120-41-6755
(9:00 ～ 17:30 土日祝日、弊社指定休業日を除く )
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊Microsoft、Dynamics、SharePoint、Visual Studio、および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。
＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

〒108-0075  東京都港区港南 2-16-3  品川グランドセントラルタワー

また佐藤 氏は、社内に集約したデータを、e-stat (政府統計の総合窓口 ) 

などのオープン データや Web やソーシャルの分析データと連携するこ
とで、データ分析の効果がさらに高まり、利用が活性化するはずだと指
摘します。

これまで使い慣れてきたマイクロソフト製品との親和性が高いことも、
利便性向上に大きな貢献を果たしています。また日常的に PC を使って
いない店舗スタッフでも、Surface 上で業務に合わせた専用アプリケー
ションを提供することで、ストレスなく使うことができます。

「以前は、社員全員が使える ERP や、統合されたナレッジ マネジメント
のしくみといったものを、当社の規模で持つことは難しいのではないか
と思っていました」と田原 氏。しかしその常識は、根本から覆されたと
言います。「Microsoft Dynamics AX と Power BI なら、グループ全体
でデータを活かした経営を実現できます。これをクラウド上で実現した
ことで、スモール カンパニーにとって非常に魅力的な経営インフラを確
立できたと感じています」。

今後の展望
このシステムを継続的に成長させながら、 
他社とは違うビジネス変革を起こす

スマイルズは今後もこのシステムを、新規アプリケーションの開発やアッ
プデート、 Azure の機能活用などによって、継続的に成長させていく予
定です。現在の状況はあくまでも第一弾であり、長期的に変化し続ける
ことが前提になっているのです。

今後活用を検討している Azure の機能としては、より多様なデータの
集約を容易にするリンク サーバーが挙げられています。新たに追加する
データとしては、すでに数多くの種類が公開されているオープン データ
が視野に入っています。またセンサー データを効率的に受け取る箱とし
ても、期待が寄せられています。「IoT の本質はセンサーなどから大量
のデータを継続的に収集し、その変化や傾向を見つけ出すことにありま
す」と佐藤 氏。「たとえば冷蔵庫の老朽化に伴う温度変化の計測は、現
在では人手で行っていますが、IoT を利用すればこれを自動化できます。
幅広い領域でデータ収集を自動化できれば、店舗スタッフはお客様のお
もてなしにより集中できるようになります」。

その一方で、集められた膨大なデータを、Azure の Machine Learning 

で分析することも検討されています。これによって生み出された知見を
出店計画や販売計画に活かし、将来予測にもつなげていけるのではな
いかと期待されています。このように新たな機能を次々と追加できるこ
とも、マイクロソフト テクノロジー採用の大きな魅力だと評価されてい
ます。

「今回導入されたシステムは、経営者の悩みを根本から解決できるもの
であり、ビジネスを劇的に変化させることも可能にします」と松尾 氏。
今後も Microsoft Dynamics AX と Power BI を活用し、自分たちの置
かれている状況と顧客の心理状況を読み取りながら、世の中の体温を
高めていきたいと語ります。「Soup Stock Tokyo は、業界的にはファー
スト フード チェーンに位置付けられますが、世の中にたくさんあるファー
スト フード チェーン店とは違った変革というものを、ぜひスマイルズか
ら起こしていきたいと考えています」。
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スマイルズにおける業務システムの構成。店舗などから OData でデータを収集し、Azure 上
のデータ ウェアハウスに集約。ここから Azure 上で稼働する Microsoft Dynamics AX にデー
タが送られます。また収集されたデータは Power BI での分析も可能。店舗用端末では UWP 
(Windows Universal Platform) 上で、スマイルズが独自開発したストア アプリが稼働しています。
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