
Model Company Training Course 案内 V.8 

 

「SAP Model Company」 トレーニング 
次世代 ERP SAP S/4HANA の導入を簡素化する SAP Model Company  

一般開催トレーニング リモート対応のご案内 

 
トレーニング主催： K2 パートナーリングソリューションズ株式会社 

       後援： SAP ジャパン株式会社 

 

企業の業務遂行上必須となった ERP はその誕生から継続的に新しい機能が追加され、使い勝手も

向上し、システムの性能向上と相まって成熟期を迎えたと言われていますが、今次世代のデジタル化

社会に向け大きな変遷を迫られています。   昨今の複雑かつめまぐるしく変化するビジネス社会に

対応するには 「短期間で、しかも低リスクの」 ERP 導入が重要となります。  

この講習では SAP 社が次世代のデジタルコアとして掲げる S/4HANA の導入を簡素化するソリュー

ションである SAP Model Company のコンセプトがご理解頂けます。 これにより皆様が直面する課題

にどう対応するかのヒントが得られると思います。  

 
受講対象者 : ・ECC ナレッジのコンサルタントの方で今後 S/4HANA の導入に係わる方 

・SAP Model Company アプローチについて知りたい方 

 （又はユーザ様の業務部門、IT 部門の方で ERP の効果的な（短期間でリスクの無い 

導入方法についてお知りになりたいという方にもお勧めです。） 

 

講習期間 : トレーニング日数： 3 日間  

一般開催トレー二ング開催日： 年内の予定は最終ページをご参照ください 

 

講習場所：  リモート開催となりますのでお客様ご自身の場所からご受講頂きます。 

 

費用：  245,000 円 (3 日間のトレーニング、デモ、テキスト（PDF にてご用意）等の費用が含まれます) 

 

必要前提知識 : ERP 又は ECC の知識があればトレーニング内容を理解し易いと思いますが必須ではありません。 

 

お客様にご用意頂くもの : ご自身の PC とインターネットへの接続環境をご用意ください。 

 

 

 

 
 

 

本トレーニングのお問い合わせ先   
 

K2 パートナーリングソリューションズ株式会社  

   https://k2partnering.jp/ 

代表電話番号 03-4588-2620     小塩（コシオ）、熊谷（クマガイ）、舞原（マイハラ） 阿部（アベ）迄       

Email でのお問い合わせ  k2uni-sap@k2partnering.com 

 

皆様のお問い合わせをお待ちいたします！ 

ご⾃⾝
の PCを使

って 

離れた
場所か

ら 

リモー
トでト

レーニ
ング受

講！ 
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トレーニングカリキュラム  

 

 

コース項⽬ コース概要 講義内容概略 

SAP S/4HANA 概要 
デジタルコア S4H の概要 

歴史的な変遷（R/3- ECC - S4H) 

技術の変⾰ Database & In-memory 

データモデルの変⾰、シンプル化 

CDS ビューコンセプト 

UI から UX へ、Fiori ベースのユーザ体験 

リアルタイムデータ分析 

ECC/ERP−S4H 互換性サポート 

ECC からの変更点、新機能 変更点、新機能の要約 

SAP Activate の紹介 

SAP Activate 概要 異なる導⼊アプローチをサポート 
新規導⼊、コンバージョン、LS 変更 

SAP ベストプラクティス 
導⼊シナリオに合わせたプラクティス 
移⾏のためのプラクティス 
業務プロセス対応、拡張サポート 

新しい導⼊⽅法論 Agile Implementation Methodology 

ガイド付き設定 

ユーザ固有要件の取り込み 
要件のテスト 

データ移⾏サポート 

Roadmap Viewer Value Proposition 顧客が受けるメリット 

Model Company の紹介 

Model Company 概要 

LoB, 業種に特化したプロセスの事前設定 

利⽤可能な提供物 

ホワイトリストアプローチに基づく設定 

SAP Activate との連携 

トライアルバージョンでのテストドライブ 

SAP 導⼊⽀援 プロジェクトの中での利⽤⽅法 

デリバリー⽅法 
各種ユースケースの紹介 

デリバリー⽅法、デプロイ⽅法の説明 

Demo 環境構築 SAP CAL からクラウドへの展開⽅法 
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Model Company トレーニング受講  FAQ:  
 
Q: Model Company ソリューションとはどのようなものですか？ このトレーニングコースの⽬的は何で
すか？ 
A: SAP Model Company は導⼊⽅法論の⼀つとして位置づけられます。 このトレーニングは SAP Model 
Company ソリューションを使⽤し S/4HANA を短期間で、且つ導⼊リスクを最⼩限に抑えたいという導⼊プ
ロジェクトを計画されている⽅々向けに、ソリューション・コンセプト、及びデプロイ⽅法を正しく理解して
頂くためのコース内容となっています。 
 
コンポーネントである SAP ベスト・プラクティスの個別の詳細内容（例えば、各業務プロセス、設定内容の
詳細等）⼜は業種別の拡張機能の個々の詳細内容を深堀りしていくカリキュラムは本コースには含まれており
ません。 
 
Q: トレーニングに含まれる「SAP S/4HAHA 概要」と「SAP Activate」の受講は必須ですか？ 
A: 標準コースは ECC ベースコンサルの⽅を対象にしております。 S/4HANA は ECC から機能的にどう進
化したのかを知って頂き、同様に Activate も従来の ASAP からどう進化したのかを知って頂くことで SAP 
Model Company ソリューションを理解し易いように構成されています。 既に S/4HANA、及び Activate を
受講済みの⽅、⼜は基本的な知識を持っている⽅はこの部分はスキップして頂いて問題ありません。 
 
Q: トレーニングの⼯程を変更、⼜は内容をアレンジして頂くことは可能ですか？ 
A: 標準コース⽇程は３⽇ですが、例えば S/4HAHA, Activate の部分をスキップし、Model Company の部分
のみ１⽇で実施することは可能です。 あるいは、S/4HANA, Activate 部分を合わせて１⽇に短縮し、Model 
Company 部分と併せて２⽇⼯程とすることも可能です。 詳細は弊社営業担当者宛てご連絡ください。 
 
Q: トレーニングは実機を使⽤した内容は含まれていますか？ ⼜、各⾃ノート PC の使⽤は必要ですか？ 
A: 本コースは「実習ベースのトレーニング」とは異なります。 コース内容よって実機を使⽤し講義を⾏う
場⾯もありますが、基本はトレーナーのみが操作を⾏い講義進⾏していく⽅法になります。 従い、参加者の
PC 使⽤は任意です。  
 
Q: コース修了書は発⾏して頂けますか？ 
A: コースを修了した⽅全員に「コース修了書」を発⾏します。  
Model Company の導⼊は認定制度になっており、認定パートナーが導⼊を⾏うことになっていますが、SAP
社より「コース修了者が導⼊プロジェクトに参画することを推奨」とアナウンスされています。 
 

Q: コースで使⽤するテキストを電⼦版で頂くことは可能ですか？ 
A: テキストコンテンツは版権＆著作権の観点から紙ベースでの開催⽇当⽇の配布が原則となります。 
もし、諸般の事情によりリモートでのコース参加を希望する⽅がおりましたら、事前にその旨を弊社営業担当
者までお知らせください。 事前に参加者にお届けするように⼿配致します。 
⼜、リモート参加者への修了書は後⽇郵送にて送付致します。 
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◆ ⼀般開催トレーニング⽇程（今年度は下記の４つの⽇程をご⽤意しています） 
 
 （１）６⽉２９⽇（⽉曜）から７⽉１⽇（⽔曜）までの３⽇間  
 （２）８⽉１９⽇（⽔曜）から８⽉２１⽇（⾦曜）までの３⽇間 
 （３）１０⽉１２⽇（⽉曜）から１０⽉１４⽇（⽔曜）までの３⽇間 
 （４）１２⽉７⽇（⽉曜）から１２⽉９⽇（⽔曜）までの３⽇間 
 
トレーニングは９時半から開始し、１７時に終了予定です。 
（進捗度により多少終了時間が前後することがございます。また途中１時間のお昼休みを含みます） 
 
◆ 費⽤ 245,000 円 （テキストブック、演習環境などを含みます。） 
 
＊お客様はご⾃⾝の PC からインターネット経由で K2 の演習環境にお⼊りいただきます。 
PC とインターネット接続の環境をご⽤意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ご注意） 

開催の為の最低限の参加人数に満たない場合には開催がキャンセルとなる場合があります。その場合には開催の２週間前に

お申し込み頂いた皆様にメールにてお知らせ致します。（その場合にはキャンセル費用などは発生致しません。） 

質問にも丁寧に対応してくださり、非常に
有意義に学ぶことができた。  

今後の取り組みについて良い動機付けになりました 

以前 SAP ベストプラクティスを活用した導入プロジェクトに参加した事があります。その時はプロジェクトメンバー自身がベストプラクティスを有効化したりカスタマイズやテストをしていました。モデルカンパニーの場合にはすでに利用可能でかつテストもされているとの事でしたので不安が解消されました。 

学習レベルの内容は程よいレベル感でした。 

３日間有難うございました。スライド１つ１つ詳細にお話頂

き、新しい SAP の導入論や、考え、方向性への理解が深

まりました。得た知識をもってどうコンサルティングをして

いくか日々考えながらトレーニングの内容を業務に生かし

ていきたいと考えます。 

今回の学習で SAP がよりユーザー側に寄っていき 

見やすく使いやすくなった事は理解しました。 

あとはこれらをどう訴求するか検討を進めます。 

本当に有難うございました。モデルカンパニーを含め

ベストプラクティス全体に対して理解が深まりました。

アプリレベルの機能紹介だけではなく、システムの構

成まで紹介頂き全体像がつかみやすかったです。 

実際の受講者からの言葉 


