実践的 SCM ソリューション
CASE STUDY エフピコ
食品用簡易トレーの最大手メーカーであるエフピコは、2003 年に米 AspenTech 社
の SCM ソリューションを導入した。8000 アイテムの商品を全国各地の工場で生産す
る同社の場合、需要予測と生産をマッチングさせる最適化計算は極めて複雑。難航す
るプロジェクトの成功を側面からサポートしたのがタイム・コマース。すでに安定稼働
している新システムは、エフピコの経営に大きな効果をもたらしている。
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