Ariba® Network Fulfill：

受注と請求処理に変革をもたらす
サブスクリプションの概要
導入効果
• 注文から支払までのすべてのプロセスで、顧客
と効果的なコラボレーションを実現

• B2B コマースを B2C コマースのようにシンプ
ル化する機能性と充実したサービス

• 顧客が理想とする電子調達・電子請求処理の
実現をサポートし、顧客満足度を向上

• カスタマージャーニーに関する可視性を確保
• 新規および既存顧客の販売機会を拡大
• マニュアルのプロセスを減少させ、売上原価の
低減および請求・支払の迅速化

• e-コマース機能を紹介できるツールやリソース
の有効活用

ビジネスの規模に応じたサブスクリプションで、
お客様の「Sell Simple」を支援します
サプライヤーのお客様向け Ariba® Network サブスクリプション 1 は、B2B コマースを B2C コマー
スのようにシンプル化する独自設計のサービスです。これにより、サプライヤーのお客様はよりいっ
そう効果的な取引を実現することができます。
サブスクリプションレベルは、お客様が 12 カ月の間に Ariba Network で処理するドキュメント数、
およびビジネスに必要な業務の自動化レベルやサポート内容によって決定されます。Ariba
Network の利用が拡大するに従ってサブスクリプションレベルは高くなり、コラボレーション機能、
自動化機能、マーケティング機会の拡張につながる、
より高度なツールや機能、サービスを利用で
きるようになります。

Standard

無償で利用できる Standard サブスクリプションレベルです。受注から支払までの取引を、Ariba
Network で一元的に管理できるツールを提供します。Standard レベルのツールには、レポート、
ドキュメントリポジトリー / ステータス管理、
アカウント管理、パンチアウト /CIF カタログ、通話料
無料の Ariba カスタマーサポート / お問い合わせフォームの利用が含まれます。
標準のスタンダードレベルに加え、Bronze、Silver、Gold、Platinum の 4 つの追加サブスクリプ
ションレベルもご用意しています。各サブスクリプションレベルのサービス・特徴は以下のとおりです。

Bronze
お客様の顧客に対して、より充実したサポートの提供を可能にする機能とテクノロジーを用いて、
コラボレーション型のコマース機能を追加構築できます。Bronze レベルでは Standard レベルの
サービスに加え、Ariba Discovery™ サービスを利用した無制限の提案作成、およびバイヤーによ
る情報依頼書（RFI）/ 見積依頼書（RFQ）の公募イベントに 1 回無料で回答できます。これにより、
すみやかにリード生成のチャンスを見いだし、販売機会の効果的な特定が可能になります。また、
サプライヤーのお客様向けのコマースコンサルティングチームが、お客様の利用状況に応じてカ
スタマイズしたガイダンスを提供し、
アカウントの最適化を支援します。顧客とのコラボレーション
の改善や、多岐にわたる関係を効果的に管理することができます。さらに、コラボレーション方式
で行うコマーストレーニングコースで、スキルやアプローチ技術を向上させるために役立つインサ
イト・情報を獲得し、特定 e-コマース技術の裏付けとなる Ariba のデジタルバッジを自社のサイト
や販促資料に表示することで、Ariba Network に関する専門知識を証明することができます。

Silver
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統合プロトコルの利用とテクニカルサポートへのアクセスが可能となり、ビジネスコマース機能を
拡張します。お客様のシステム、顧客、Ariba Network 間における注文から支払までのドキュメン
トの送受信を自動化することができます。このレベルには Bronze レベルで提供されるサービス
（無
制限の提案作成によるリード生成の促進など）に加え、Ariba Discovery での販売機会に関する
回答の受取り
（2 回まで無料）
、EDI および cXML ベースの統合プロトコルの無制限利用、技術上
の問題に関する無制限のテクニカルサポートが含まれます。

Gold

顧客との円滑なコラボレーションを実現する拡張型 B2B e-コマース機能とサービスを提供し、お
客様のコラボレーション型コマースに変革をもたらします。Silver レベルで提供されるすべてのリ
ソースに加え、
Ariba Discovery で無料・無制限に販売機会の回答を受け取れます。統合アダプター
により、対応しているバージョンの会計システムを Ariba Network に接続してドキュメントの交換
を自動化し、
「人手を介さない」自動トランザクションがもたらす恩恵を享受できます。また、サプラ
イヤー取引に関するコンサルティングチームの優先的なサポートが得られるため、お客様独自の
状況に合わせた専門的なアドバイス /リソースの提供を通じて、
Ariba Network サブスクリプション
を最大限にご活用いただけます。

Platinum

お客様の顧客が期待する完全に自動化されたシームレスなコラボレーションを実現できます。広範な接続ソリューション、
サポート、および妥当性チェック
サービスを活用して、コラボレーション型のビジネスコマースでさらなる競争優位性を獲得しましょう。Gold レベルで提供されるすべてのメリットに加え、
統合アダプターによる拡張統合を行うことにより、バックエンドシステムへの接続が可能になります。さらに、SAP Ariba Live へのパスによって e-コマー
スに関する深い洞察の獲得や、特別なビジネスチャンスにアクセスし、見込顧客や重要顧客とのネットワーク構築を促進します。

サブスクリプションガイドラインとメリット一覧
Standard

Bronze

Silver

Gold

Platinum

カスタマージャーニーに関する可視性を確保
受注から請求まで重要なドキュメントを
顧客と連携して管理 2

最大 4ドキュメント
/年

/年

/年

/年

/年

最大 4 通 / 年

5 〜 24 通 / 年

25 〜 99 通 / 年

100 〜 499 通 / 年

500 通以上 / 年

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

標準アクセス

標準アクセス

優先アクセス

優先アクセス

販売機会への回答、
見込み顧客との連携

無制限の提案、
販売機会への
無料回答：1 件 / 年

無制限の提案、
販売機会への
無料回答：2 件 / 年

無制限の提案、
販売機会への
無料回答：無制限

無制限の提案、
販売機会への
無料回答：無制限

デジタルバッジによる
Ariba Network の専門知識の表示

あり

あり

あり

あり

タックスインボイスの電子アーカイブ
（特定の国向け）3

cXML の教育トレーニングコース、
カタログの e-ラーニングコースへの
参加
導入サポートが得られる
サプライヤー支援エキスパートへの
ダイレクトアクセス 4

あり

アカウント・顧客の
e-コマース体験の最適化に関する
専門家との相談サービス

5 〜 24ドキュメント

25 〜 99ドキュメント

100 〜 499ドキュメント 500ドキュメント以上

新規および既存顧客の販売機会を拡大

パス：1 通 / 年

SAP Ariba Live で顧客や
見込顧客とのネットワーク作り
マニュアルのプロセスを減少させ、売上原価の低減および請求・支払の迅速化

cXML/EDI の統合規格を利用して、
注文・請求の送受信を自動化

あり

あり

あり

設定 / 統合のための
テクニカルサポート

あり

あり

あり

基本統合

拡張統合

あり

あり

統合アダプターおよび
導入 / 設定サービスを利用して、
サポートされているバージョンの
会計システム
（Sage、Peachtree
Sage、Intuit QuickBooks）を
Ariba Network に接続し、
ドキュメント交換を自動化 5
適切なサプライヤーの発掘と
購入要件への入札の公募

あり

あり

あり
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SAP® Ariba® ソリューションに

ついて

先進的なビジネスマーケットプレイスをサポート
する SAP® Ariba® ソリューションは、数百万のバ
イヤー/ サプライヤー間で行われるソーシングか
ら支払までのあらゆる取引プロセスを効率化しま
す。市場をリードする Ariba のソリューションを活
用することで、取引先とのコラボレーションのシン
プル化をはじめ、
スマートな意思決定や、オープン
なテクノロジープラットフォーム上でのコラボレー
ション型ビジネスプロセスの拡大が可能になりま
す。SAP Ariba ソリューションにより、200 万社を
超える企業が取引のネットワーク化と効果的なコ
ラボレーションを実現し、年間およそ 1 兆米ドルの
取引が行われています。SAP Ariba ソリューション
がもたらすビジネス変 革 の 詳 細 につ いては、
http://ja.ariba.com/ をご覧ください。

サブスクリプションレベルのアップグレード
Bronze、Silver、Gold、Platinum のサブスクリプションの機能やサービス、メリットを活用したい
にもかかわらず、現在のドキュメント量によりこれらのサブスクリプションを利用できない場合、
サブ
スクリプションをアップグレードすることができます。詳しくは、Ariba Network の「サービスサブス
クリプション」ページをご覧ください。

詳細について
Ariba Network サブスクリプションを利用してビジネスコマースを成功に導く方法の詳細は、
programs@sap.com までお気軽にお問い合わせください。

サブスクリプションは、アフリカ、ブラジル、チリを除くすべての国で利用可能です。Ariba Network の各地域の価格設定については、
http://www.ariba.com/suppliers/subscriptions-and-pricing/supplier-membership- program/pricing をご覧ください。
PO、請求書、サービスエントリーシート、およびサービスエントリーシートの回答です。注文確認書、事前

1

2 この数に含まれるドキュメントは、

出荷通知、受領通知、分納契約リリース、支払コラボレーション、およびその他のドキュメントは、上位のサブスクリプションレベルに変えずに
無制限に処理できます。
Ariba Network アカウントでこの機能を有効にしてください。プロセスの途中
でサポート対象国の一覧を表示できます。
4 通話料無料のサプライヤー支援ヘルプデスクは、
北米のサプライヤー向けに英語で提供されています。
5 Ariba 統合アダプター
（開発元：Dell Boomi 社）は、北米と欧州向けに英語版で提供されており、追加の利用規約が適用されます。基本統
合には Intuit QuickBooks のサポートが含まれます。拡張統合には Intuit QuickBooks、Sage、Peachtree Sage のサポートが含まれます。
接続の互換性は、Ariba Network のバイヤー側の要件や企業向け会計ソフトウェアの設定 / 機能など、
さまざまな要素によって左右されます。
詳細については、Ariba カスタマーサポートにお問い合わせください。
3 タックスインボイスの電子アーカイブについては、
お客様の

http://ja.ariba.com/
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