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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社様
関西エリアでの圧倒的マーケットシェア拡大を目指して
時代の変化に柔軟に対応する戦略的情報インフラを整備
〜ビジネス・インテリジェンス「情報提供基盤システム」〜
阪急百貨店と阪神百貨店の経営統合を機に、多岐に渡る小売関連事業の持ち株
会社として2007年10月に誕生したエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
（以下、H2Oリテイリング）。同社は事業基盤の整備と規模拡大を視野に入れ、商
品や顧客データの分析に用いる戦略的情報基盤として「情報提供基盤システ
ム」を構築した。グループ内に散在する商品や顧客に関するあらゆる情報を集約
し、データソース・指標の統一を図るとともに、それらの情報を基にして社員自ら
が自由に分析できる環境の実現を目指している。

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
社 : 大阪市北区角田町8-7
立 : 1947年3月7日
2007年10月1日 商号変更
（2008年10月1日現在）
資 本 金 : 17,796百万円
事 業 概 要 : 百貨店事業、
スーパーマーケット事業、個別宅配
事業、
ショッピングセンターの開発・管理運営などの
小売関連事業。社名のエイチ・ツー・オー
（H2O）
と
は、
「地域住民への生活モデルの提供を通して、地
域社会になくてはならない存在であり続けること」
と
いう企業理念を、地球環境になくてはならない存在
である 水（H2O）に置き換えて名付けられた。
U R L : http://www.h2o-retailing.co.jp/
本
設

する要望の把握に努めるべく、詳細な要件

システム企画室長の野田 雄三氏は、
「ハー

定義を実施。数十種類に及ぶ既存の帳票を

ドウェアに依存しないオープンな仕組みという

来 のシステムで

棚卸しし、利用者の業務や分析の視点で新

ことで、今後の事業展開に応じて柔軟に利用

は、
自由分析を行

しいシステムの画面や業務フローを提案した。

拡大が図れるなど、 身の丈に合った 使い方

う際 、1日夜 間 処

検討中もビジネス環境が刻々と変化すること

ができることに期待しました。
システムに合わせ

理を経る必 要が

に伴い、新たなシステム要件も加わり、
試行錯

て業務を変えるのではなく、利用者の欲する

あったが、新たな

誤の検討が続いたが、次々と画面のプロトタイ

形でシステムを提供したいと考えており、
自由

情報提供基盤シ

プやメニュー案を提示し、新システムのイメー

度の高い分析機能を活用して、我々の業務

ステムでは、30秒

ジを固めていった。

モデルをシステムに反映していきたいと考えて

以内の短時間で

システム企画室 百貨店事業担当課長の

います。
これからの百貨店業界をリードするよ

処理が可能だ。取

ビジネスの急速な変化に
柔軟に対応するインフラを求めて

由に分析できる環境を提供すると期待され

ループ傘下の事業会社が個別に構築・運用

ているのが「情報提供基盤システム」だ。導

してきたサーバーやデータベースなどのプラット
阪急百貨店と阪神百貨店を核に、百貨

フォームとネットワークを、仮想化技術によって

店事業やスーパーマーケット事業、
ショッピン

統合、新たな顧客サービスの提供や事業拡

グセンターの開発・管理運営など、幅広い小

大への柔軟な対応を目指す。
それとともに、

売関連事業を展開するH 2Oリテイリング。同

戦略的なデータ活用を図るべく導入を進める

入に向けて複数の提案を比較検討した末、
NTTデータがシステム構築を任されることに
なった。
システム企画室 百貨店事業担当部長の
武内 宏之氏は、

社の前身である阪急百貨店は、
「 地域住民

こととなったのが、
グループ内にあふれる情

選 定 理 由につ

への生活モデルの提供を通して、地域社会

報の集約・分析を目指す「情報提供基盤シ

いて「これまで

になくてはならない存在であり続けること」
と

ステム」
だった。

いう企業理念のもと、梅田および京阪神エリ
アの発展とともに成長してきた。
業種業態を超えた競争の激化や業界再
編など、百貨店を取り巻く環境がドラスティッ
さ
クに変貌している中で、H2Oリテイリングは、

個 別に分かれ
ていた 商 品 情

「情報提供基盤システム」で
あらゆる情報を集約・分析
「その商品がなぜ売れたのか、誰にどれく

報や顧客情報
をリンクさせ、統
合的に扱えるよ
うにしたいと考え

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
システム企画室 百貨店事業担当部長
武内 宏之氏

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
システム企画室長
野田 雄三氏

奥平 恭氏は、
「検討当初は正直我々の独自

うな新たな情報提供基盤システムを、NTT

り扱う情報の量も、従来の商品データに顧客

の文化や仕組み

データや日本オラクルと共同で確立したいで

データや営業データが加わり、約5倍に増え、

などの伝 達に時

すね」
と将来の展望について語る。

より分析の自由度が向上している。

間を要し、思うよう

詳細な要件定義の実施や、業務への最

に検 討が進みま

適化を図るデータマートの設計・開発、画面

社員からは欲しい情報にアクセスしやすくなっ

せんでしたが、基

のカスタマイズ開発などを経て、2008年6月

たとの評価を得ており、
さらなる分析機能に対

礎 的な内 容を

に「情報提供基盤システム」は稼動を開始

する要望も寄せられるなど、手応えを感じてい

キャッチアップし

した。

ます。欲しい情報がタイムリーに得られるメリット

てからは効率よく
コミュニケーション

年にわたる「システム全体計画」のもと、
グ

ている。例えば、
従

ができました。
シス

奥平氏は「導入してまだ日は浅いものの、

は大きいですね」
と、約5,000人に及ぶグルー
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
システム企画室 百貨店事業担当課長
奥平 恭氏

テム利用者の思
考の流れも整理でき、新たな発見もありました
ね」
と当時を振り返る。

情報を分析する土台は整った。
今後の活用に期待したい
H2Oリテイリングの戦略的情報基盤である
「情報提供基盤システム」は、段階を経て順

プ社員に向けて、今後の利用拡大に期待を
寄せる。
スタイルを整えることを優先しがちな帳
票ベースの 紙文化 から脱却して、パソコン
画面を見て理解し、必要に応じてデータを加
工するという 画面文化 に移行しつつあるこ

「情報提供基盤システム」の中核パッケージ

次、機能強化される予定だ。最初のステップ

としては、
日本オラクル社の「Oracle Business

では、営業情報に関する分析機能の実現や

Intelligence Enterprise Edition
（BIEE）」

自由分析機能の土台づくりを実施。社内に

回の基盤システム構築に関して「ビジネスとし

を採用。新たな視点や自由な切り口で情報

分散しているデータを統合的に扱えるように

て当たり前の仕組みを、
ようやく導入できたと
いうのが正直なところです。現在はまだ、
ビジ

とを実感しているという。
取締役執行役員の森 忠嗣氏からは、今

にアクセスでき、現場からのインスピレーション

なり、売上や仕入といった営業情報に関する

により、思いがけない発見やビジネスのヒント

定型分析機能の提供に加え、商品・顧客施

ネスの土台となるインフラ部分を構築したに過

が得られるような仕組みを導入したいという

策に用いる各種情報の分析が行える環境が

ぎません。今後も引き続きシステムをさらに進

ニーズを捉え、
当ツールを採択した。BIEEは、

整った。画面をクリックするだけで、売場やアイ

化させるとともに、
より多くのスタッフが情報を

最新版がリリースされたばかりの製品で、国内

テム別といったより詳しい売上データに手軽

効果的に活用して、成果を上げることに期待

での導入実績がほとんどなかったことから、

にアクセスできるドリルダウン機能や、社員自ら

しています」
との感想が寄せられた。

NTTデータでは日本オラクル社と連携を図

が分析したい項目を自由に選択してデータを

今後は「情報提供基盤システム」への各

り、万全な体制のもと、
システム構築を進めて

参照できる自由分析機能など、使い勝手も大

種情報の集約化を図るとともに、次のステッ

いった。

きく向上し、業務の効率化や迅速化に貢献し

プとして、計数情報に関する分析や、
グルー

らなる発展や企業価値の向上を目指して、

らい売れたのか、売れない理由はどこにある

ました。システム

2014年度を最終年度とする長期事業計画

のか」。商品や顧客の動向を分析して次の

に求めたのは、

「GP10（グラン

販売戦略につなげることは、小売事業を展

戦略・戦術の変化に迅速かつスムーズに追

プでのマーケットシェア拡大のための顧客分

プリテン）計 画

開する上で重要な取り組みといえよう。H2O

随する柔軟性や拡張性。NTTデータの提案

析など、機能強化を図っていくという。
こうした

ver.2」
を策定。

リテイリングはこれまで、経営から販売の現場

は、業務要件の検討を最重要視し、
中期的

機能強化や、
より自由な分析機能の実現を

大 阪・梅 田 地

まで、商品や顧客に関する情報を積極的に

な経営統合も視野に入れた内容で、
かつ将

通じて、事業拡大を支える戦略的情報基盤
の整備を着実かつ強力に進めたい考えだ。

区 に 、売 場 面

活用し、
それぞれの業務に役立ててきた。
し

来の変化に備えたデータ構造のモデリング手

積 8 4 , 0 0 0㎡と

かし、例えば商品と顧客の情報がリンクされ

法を持ち合わせており、
そうした点を評価しま

NTTデータでは、
より効率的・効果的なビ

いう国 内 最 大

ずに個別に存在しているために、両方の情

した。
ベンダ押し付けのソリューションではなく、

ジネス・インテリジェンスの提供を目指し、企業

級の超大型都

報を掛け合わせて参照することができず、
ま

我々の中期的展望も踏まえ、
パートナーとして

や業界を越えた有機的なデータの分析活用

た既存の情報の多くが固定化された帳票

一緒に新しい取り組みにチャレンジしてくれる

や、
よりリアルタイム性を強化したデータ分析

という気概を感じましたね」
と説明する。

などの新しい取り組みを行っている。激動の

心店舗「超・本
店 」阪 急 百 貨

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
取締役執行役員 経営企画室長
森 忠嗣氏

（紙やPDF）
であるために、膨大な情報を有

店 本 店 のオー

効活用できていなかった。
さらに、
レポーティン

プンを2012年春に控えるなど、
ブランドイメー

グ・分析機能が複数システムに分散してお

ジの向上や事業規模の拡大、収益強化に

り、情報の加工に多くの時間を要し、欲しい

取り組んでいる。

情報をタイムリーに入手できずにいたという。

こうした経営革新を進める一方で、業務シ

そこで、
グループ内にあふれる情報を集約

百貨店業界にてさらなる成長を目指すH2Oリ
テイリングを、今後もパートナーとしてサポートし

利用者指向での情報の徹底活用を目指す
「ビジネス・インテリジェンス」

ていく。

「情報提供基盤システム」の構築を手が

ステムの見直しやITプラットフォームの統合・

し、
データソース・指標の統一を図るとともに、

けることになったNTTデータでは、
まずは

最適化についても積極的に推進してきた。5

経営層をはじめ、社内各部署で、各自が自

H2Oリテイリングが抱える課題やシステムに対
流通・サービス事業本部 交通・流通ビジネス事業部
TEL.050-5546-8680
http://www.nttdata.co.jp/services/casestudy/（お客様事例）
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こうした

ver.2」
を策定。

リテイリングはこれまで、経営から販売の現場

は、業務要件の検討を最重要視し、
中期的

機能強化や、
より自由な分析機能の実現を

大 阪・梅 田 地

まで、商品や顧客に関する情報を積極的に

な経営統合も視野に入れた内容で、
かつ将

通じて、事業拡大を支える戦略的情報基盤
の整備を着実かつ強力に進めたい考えだ。

区 に 、売 場 面

活用し、
それぞれの業務に役立ててきた。
し

来の変化に備えたデータ構造のモデリング手

積 8 4 , 0 0 0㎡と

かし、例えば商品と顧客の情報がリンクされ

法を持ち合わせており、
そうした点を評価しま

NTTデータでは、
より効率的・効果的なビ

いう国 内 最 大

ずに個別に存在しているために、両方の情

した。
ベンダ押し付けのソリューションではなく、

ジネス・インテリジェンスの提供を目指し、企業

級の超大型都

報を掛け合わせて参照することができず、
ま

我々の中期的展望も踏まえ、
パートナーとして

や業界を越えた有機的なデータの分析活用

た既存の情報の多くが固定化された帳票

一緒に新しい取り組みにチャレンジしてくれる

や、
よりリアルタイム性を強化したデータ分析

という気概を感じましたね」
と説明する。

などの新しい取り組みを行っている。激動の

心店舗「超・本
店 」阪 急 百 貨

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
取締役執行役員 経営企画室長
森 忠嗣氏

（紙やPDF）
であるために、膨大な情報を有

店 本 店 のオー

効活用できていなかった。
さらに、
レポーティン

プンを2012年春に控えるなど、
ブランドイメー

グ・分析機能が複数システムに分散してお

ジの向上や事業規模の拡大、収益強化に

り、情報の加工に多くの時間を要し、欲しい

取り組んでいる。

情報をタイムリーに入手できずにいたという。

こうした経営革新を進める一方で、業務シ
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