


 新時代の幕開け
なぜ今なのか?何十年もの間、アナリストや専門家は、マンハッタ
ンの倉庫管理システムを業界のリーダーとして認めてきました。
しかし、私たちは、単に優れているだけではもはや十分ではない
ことを理解しています。コネクテッド・コンシューマーの波及効果
と、ファスト＆フリー・フルフィルメント・エコノミーの影響は、過
去10年間でサプライチェーンの状況を大きく変えました。

今日のサプライチェーンのリーダーは、一元化された単一の直
感的なアプリケーションからオペレーション全体にわたる実用
的な洞察を必要としています。また、急増するボリュームと減少
するコミットメントウィンドウをナビゲートするために、AIと機械
学習による増強されたインテリジェンスが必要です。そして、人
と機械の効率を最大限に高めるために、労働力を創造的に活用
し、自動化を相互に連携させる必要があります。

そこで、私たちはシステムを刷新しました。私たちは、サプライチ
ェーンを分解して流通、労働力、自動化、輸送という構成要素に
まで分解しました。3年以上かけて、従来のサプライチェーンソフ
トウェアでは時間の経過とともに機能が低下していた何百もの
機能やニーズを特定し、それらを再設計、再構築しました。

Manhattan Active®倉庫管理は、需要、供給、労働力、スロッティ
ング、自動化のすべてを華麗に組み合わせ、物理的なサイズ、速
度、量にかかわらず、ネットワーク内のすべての施設で効率化を
図る精密機器となる統合サプライチェーン実行ツールです。これ
により、物流施設の能力が桁違いに向上します。

Manhattan Active Supply Chainでは、輸送管理システム
を取り入れ、倉庫管理と輸送管理を組み合わせて、これ
までにないエンド・ツー・エンドのサプライ・チェーンの最
適化、可視化、実行を実現しています。

ゲーム機能を折り入れた従業員の経験と、スロッティン
グ、ピック、パック、ソートの再構築された柔軟性を取り入
れることで、オーダー・ストリーミングは解き放たれ、ホー
ルセール、リテール、ダイレクトフルフィルメントを同時に
行うためのリアルタイムなオーケストレーションの可能性
を最大限に引き出し、ピッキング効率と全体的なスルー
プットの可能性を大幅に高めます。

Manhattan Active倉庫管理は、これまでに作られた中で
最も技術的にも運用的にも進んだサプライチェーン実行
システムです。私たちは、お客様のためにこのシステムを
構築しました。お客様のサプライチェーンは、お客様をユ
ニークにし、競合他社と差別化し、お客様を特別な存在
にするもので、お客様の現状と将来に合わせて構築しま
した。

あなたのサプライチェーンを統一します。

 

MANHATTAN ACTIVE®倉庫管理

The last WMS  
you will ever buy.
バージョンレスで、継続的に新しい機能にアクセスすることができます。クラウ
ドで生まれた製品なので、お客様のビジネスに必要な機能が増えれば、それ
に合わせて自動的に拡張されます。学習と適応のためのインテリジェンスが組
み込まれています。また、お客様のイノベーションと当社のイノベーションを迅
速かつ容易に組み合わせることができるよう、拡張性のある設計になっていま
す。あなたがどこで仕事をしていても、この製品は機能します。そして、アップグ
レードの必要はありません。
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統合された労務管理とスロッティングの最適化により、製品の速度、顧客サービス、
オペレーション全体の効率を向上させるように設計されています。データ、インターフ
ェース、ワークフローを迅速にパーソナライズ、拡張できる柔軟性を備えており、倉
庫の効率性に革命をもたらします。

ソリューションコンポーネンツ
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倉庫管理
Manhattan Active倉庫管理 (WM)はバージョンレスなので、ア
ップグレードの必要がなく、システムではなくエクスペリエンス
に集中することができます。また、マイクロサービスで構築され
た単一のクラウド・ネイティブ・アプリケーションであるため、
パフォーマンス、耐障害性、拡張性に関する懸念については、
「1度設定したら終わり」とすることができます。ビジネスの需
要が高まり、システムがより多くのキャパシティを必要とすると
き、Manhattan Active WMは自動的に多くのキャパシティを割り
当てます。そして、より少ない容量が必要な場合は、何の介入もな
く再調整されます。

Manhattan Active WMでは、四半期ごとにリリースされる新機
能やアップデートにより、継続的にイノベーションにアクセスする
ことができます。また、これらの革新的な機能はすべて拡張可能
です。お客様のビジネスが特殊であることを理解しているので、
新しくリリースされる機能やアップデートの受信に影響を与える
ことなく、データモデルの拡張、APIやEXITポイントへのアクセ
ス、インターフェースの設定を簡単に行うことができます。

Manhattan Active WMは、ワークフローの実行を、ステップバイ
ステップのウィザードにより、これまで以上に簡単に設定するこ
とができます。また、企業内のすべての施設を対象とした、実用
性の高いリアルタイムのオペレーションデータの可視化や、従業
員との統合されたダイレクトなコミュニケーションにより、流通
のリーダーはより多くの可視性を得ることができます。

Manhattan Active WMには、その最適化を洗練させるために人
工知能が組み込まれています。このテクノロジーは、商品と情報
の流れを加速させ、在庫、労働力、高度な自動化、ロボット、物理
的なスペースに至るまで完璧な実行を可能にし、小売、卸売、ダ
イレクト販売の各チャネルで競合するタスクの要件を同時に調
整し、最適なフルフィルメント計画を実現します。

倉庫実行システム（WES）を内蔵したManhattan Active WMは、
人と機械のすべての作業をシームレスに調和させることができ
る唯一の流通システムです。さらに、マンハッタン・オートメーシ
ョン・ネットワークにより、自動化やロボットの導入がプラグイン
のプロセスのように簡単に行えます。

最新のデバイスやタッチパネル機器に問題なく対応しているた
め、ユーザーはすべてのフルフィルメントを同時に管理すること
ができます。通常、労働、倉庫、スロッティングの各ソリューショ
ンで提供されている機能が、1つの統合されたユーザーエクスペ
リエンスに集約されています。直感的なワークフローにより、新
入社員や派遣社員が数分で業務を開始し、効率的に業務を遂
行できるようなレスポンスの良い体験を提供します。さらに、パ
フォーマンス、コーチング、表彰などの機能がゲーム化されてお
り、従業員のエンゲージメントを高め、より生産性の高い労働力
を実現します。

リングによる在庫受け入れプロセスの合理化 
– 監査人の承認を得た棚卸により、コストのかかる物理的カウン

トを排除 
– 付加価値サービス、ロット管理、シリアルナンバー追跡、製品リ

コールなどの高度なニーズに対応 
– オムニチャネルや複数テナントのフルフィルメントに対応 
– 機械学習を利用したインテリジェントなオーダーフルフィルメ

ント戦略を同時に適用し、ウェーブレス、あるいはウェーブ（バ
ッチ処理）のようなプランニングと最適化をサポート 

– タスクの作成とスケジューリングを同期させることで、出張を
最小限に抑え、重要な作業を時間通りに完了させることが可
能 

– 最新の携帯端末と音声認識による情報交換の自動化 
– WMSに直接組み込まれた唯一のWESにより、あらゆるマテリ

アルハンドリング機器をサポート 
– Manhattan Active輸送管理を利用することで、最適化された

Manhattan Active Supply Chainを利用することができます。
– アポイントメント・スケジューリング、ゲートのチェックイン／チ

ェックアウト、ドックドア管理、ヤード管理機能により、可視性、
セキュリティ、スループットを向上 

– 同一アプリ内でのスロッティング最適化と労務管理機能によ
り、製品の配置と従業員のパフォーマンスを向上させることが
できます。

倉庫管理のコア機能
Manhattan Active WMは、オムニチャネル市場の需要に対応す
るために特別に設計されており、次に何が起こっても対応できる
機動性を備えているため、あらゆるフルフィルメントセンターの
潜在能力を引き出します。基本的なピッキング、梱包、出荷にと
どまらず、物流センター内の商品や情報のハイパーフローを創造
し、完璧に実行することで、倉庫業務を高度化します。

特長＋機能 
– クロスドッキング、品質監査、ベンダーのパフォーマンスモニタ
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「新製品発表会の説明会を受けて、こんなに
興奮したのはいつ以来でしょうか。新しいクラ
ウドアーキテクチャー、新しいユーザーインタ
ーフェース、そして最適化と従業員エンゲージ
メントの大幅な進化は素晴らしいものです。こ
れらの改善点のうち、どれか1つでもあれば印
象的でした。これらの機能強化をすべて新リリ
ースに盛り込んだことは、この範囲の製品とし
ては驚くべきことです。」

STEVE BANKER 
VICE PRESIDENT OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
ARC ADVISORY GROUP
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オーダーストリーミングによる統合プラン
ニング
オーダーストリーミング・テクノロジーは、小売、卸売、ダイレク
ト・フルフィルメントのワークフローにおいて、すべてのタスクとリ
ソースを同時に継続的に計画、学習、再計画するための唯一のソ
リューションです。注文を受け取るとすぐに、緊急性、フルフィル
メントの種類、顧客のニーズに応じて、個別にストリーミングさ
れ、ウェーブ選定に分類されます。一度に大量の作業を行うので
はなく、オーダーストリーミング・テクノロジーにより、十分なキャ
パシティを持つ適切なリソースを迅速に特定し、輸送業者のカッ
トオフタイムや予定していたサービス時間よりも早く注文をドッ
クに届けます。トレーラーの稼働率を最大化するために、オーダ
ーストリーミングは、輸送が開始される直前まで、該当する新規
オーダーをオープン・シップに継続的に追加します。

オーダーストリーミング・テクノロジーは、マンハッタンのデータ
サイエンスチームが開発した機械学習を活用し、オーダー・オー
ケストレーションのロジックを大幅に強化しています。一定の時
間内に作業を完了させるために、オーダーストリーミングは、人
と機械の両方のリアルタイムのキャパシティ・インサイト、および
在庫の有無と位置を考慮します。急ぎの注文は最初に処理され
ますが、オーダーストリーミングは時間をかけて学習し、数日後
に出荷する必要のない注文を処理するために利用可能なシステ
ムのキャパシティをよりよく認識します。その結果、機器と人の
両方をより有効に活用することができます。

ワークリリースは、フルフィルメントプロセスを計画するオーダー
ストリーミング・テクノロジーの一部であり、最適化と機械学習

を活用して、可能な限り高い資産活用を促進します。稼働率を
モニターしながら、次の作業を開始するタイミングを判断し、資
産の高い稼働率を維持することで、労働生産性の山や谷を管理
する必要がありません。ワークリリースは、オーダーストリーミン
グがリソースのキャパシティの変化を常にスキャンし、次のピッ
クや補充を決定するのに役立ちます。ワークリリースは、輸送管
理で採用されているルート最適化の手法を用いて、物流センタ
ーのレイアウトを考慮し、移動を最小限に抑えるタスクを構築し
ます。

オーダーストリーミングは、ウェーブやウェーブレスの枠を超え
た、完全にダイナミックなオーダーフルフィルメントモデルを生み
出します。これは、需要の影響と継続的な供給能力を再考し、労
働力、設備計画、積極的なロケーションの割り当て、補充などの
あらゆる側面を改善するものです。その結果、自動化の活用、手
作業による仕分けの効率化、労働力の活用、さらにはオーダー
のグループ化や優先順位付けの柔軟性が向上します。最終的に
は、より少ない資本コストで、より拡張性の高い倉庫を実現する
ことができます。オーダーストリーミングは、あらゆる機会を利
用して、ピックキングを統合し、ピッキング密度をインテリジェン
トに高め、ピック間の移動時間を最小限に抑えます。

オーダーストリーミングでは、移動/ピッキングパスを含む最終的
なタスク作成と割り当てを、作業の準備が整うまで遅らせること
も可能です。また、高度なタスクの最適化やスケジューリング、統
一ピッキング（ハイブリッドピッキングカートの構築など）を活用
することで、ピッキング効率を大幅に向上させることができます。

8



このテクノロジーは、その真の可能性を発揮し、稼働率を高め、
注文サイクルタイムを短縮し、コストのかかる出荷のアップグレー
ドなしにオンタイムでの配送を可能にします。Manhattan Active
輸送管理と組み合わせることで、オーダーストリーミングは継続
的な輸送の最適化を可能にし、トレーラーも可能な限り活用して
出荷することができます。

Manhattan Active WMは、まったく新しい方法でタスクを計画
し、ユーザーに割り当てます。労務管理内の機械学習によるイン
サイトを使用して、各タスクにかかる時間を予測します。過去の
データを評価することで、Manhattan Active WMは現在の状況
を過去のデータに適用することで、より正確な予測を行い、より
スマートな決定を行うように学習します。Manhattan Active WM
は、各アソシエイトのパフォーマンスを評価し、資格、役割、優先
度などの要因に基づいて、その作業員を利用可能なタスクに合わ
せます。全体的なスケジュールが作成され、一貫して評価される
ことで、割り当てを調整し、倉庫内のすべてのタスクにおける「デ
ッドヘッド」の移動距離を最小化します。タスクは、さらに効率を
高めるためにインターリーブされます。ピッキング、補充、棚卸、ス
ロッティングなどの作業は、作業員や機器の能力や設定可能な
制約の範囲内でシームレスに実行されます。インテリジェントな
タスク構築と最適化されたタスクの割り当てにより、配送センタ
ーでの無駄な移動が大幅に削減されます。

キュービング - 従来の倉庫管理システムで使用されていた単純な
アルゴリズムを超えたインテリジェンスを搭載しています。キュー
ビングは、コンテナの総数または総量を最小化するようにネイテ
ィブに最適化されており、どちらも輸送コストを削減します。
また、Manhattan Active WMは、クロスドッキングやフロースル
ーの流通機会を、入荷時または入荷前にシームレスに管理しま
す。入庫した在庫を既存のオーダーと照合することで、入庫トレ
ーラーから出庫トレーラーへの商品の移動を効率化し、タッチ
数と処理時間を最小限に抑えます。

新しい時代の倉庫管理は、あなたのチームに以下のような力を
与えます。
– 人と機械の両方で作業を編成し、稼働率を最大化して能力を

高める 
– 最も効率的なピッキングパスを実行できる 
– すべての作業において、不要な移動を大幅に削減 
– ワークフローの継続的な最適化と優先順位付けにより、サイク

ルタイムの短縮と出荷のアップグレードを実現 
– ピッキングタイプやオーダータイプに関係なくピッキングを組

み合わせ、効率を大幅に向上 
– 在庫管理を強化し、フルフィルメントの精度を向上 
– クロスドッキングやバックオーダー商品の迅速化のための入

荷・出荷の合理化 
– リアルタイムなパフォーマンスの可視性を活用し、現場のスタ

ッフをデジタルで直接サポート 
– 在庫の回転数と速度を向上させ、顧客と財務のパフォーマン

スを向上させる 
– データに基づくルールとワークフローのオーバーライドによ

り、実行ワークフローの動作を調整
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統合された実行機能 
Manhattan Active WMは、従来の流通システムが抱えていた実
行上の障害を解消するために、一から再設計されました。ヤード
でのトレーラーの移動から、商品の受け取り、出荷まで、人と機
械の両方でシームレスかつ同時に作業を指揮します。労務管理
と倉庫管理の機能が1つのアプリに統合されたことで、従業員を
巻き込み、可能な限り最も効率的な方法で作業を行うことがで
きます。この統合により、監督者の可視性とコントロールが向上
し、リアルタイムのコミュニケーションとパフォーマンスのフィー
ドバックが従業員が使用するオペレーションツールに直接組み
込まれることになります。

Manhattan Active WMのすべてのトランザクションは、共通の直
感的なユーザーインターフェースを持ち、ユーザーが慣れ親しん
だ電話やアプリでサポートされるデザインと実行パターンを採用
しているため、新規ユーザーや一時的なユーザーのための長時
間のデバイストレーニングは過去のものとなりました。トランザ
クションは、設定可能で、非常に直感的でインタラクティブなワ
ークフローで実行されます。これらのワークフローには、直感的
なステップ・バイ・ステップのフロー、分かりやすい表示画面、設
定可能なトレーニングメッセージ、アイテムの写真、取るべきアク
ションの表示機能が含まれます。ユーザーはタスクのステップを
覚えたり、記憶したりする必要がなくなり、すべてのトランザクシ
ョンが設定可能なため、パーソナライズのための大きな柔軟性
を提供します。トランザクションでは、データに基づいてワーク
フローのオーバーライドを定義することができます。例えば、高
額な在庫は低額な商品に比べてより多くのチェックをするべきか
どうかを決定するなど、これまで以上に高度なパーソナライゼー
ションが可能になります。

すべてはヤードから始まります。予約なしで到着したトレーラー
や、事前に予約していたトレーラーは、ガードシャックでチェック
インすることができます。フローが簡素化されたことで、チェック
インのプロセスが合理化され、ドライバーはピックアップまたは
荷下ろしのためのヤードスロットまたはドックドアに誘導されま
す。ヤードジョッキーの仕事は、ヤード内でのトレーラーの移動を
よりコントロールできるようになりました。システムがインテリジ
ェントかつ巧みに、適切なトレーラーを荷降ろしや荷受けのため
に入庫ドックに移動させたり、空のトレーラーを荷積みのために
出庫ドックに移動させたりします。

受入、搬出、仕分け、ライセンスプレート番号（LPN）の処理、お
よび一般的な在庫管理の入荷プロセスは、1個単位、フルケー
ス、パレット、またはそれらの組み合わせでの移動を希望する環
境に合わせてカスタマイズできます。ロット、原産国、製造日、有
効期限、その他の重要な属性を追跡する場合でも、Manhattan 
Active倉庫管理はあなたをカバーします。従来のレシートtoスト
ック、ロータッチ・フロースルー・ディストリビューション、あるい
は最大の効率性を得るためのクロスドッキングなど、すべてがサ
ポートされています。また、それぞれの使用量を選択することも
できます。すべては柔軟性とパーソナライゼーションを考慮して
構築されています。
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出荷プロセスも完全に再構築され、現場でのかつてない効率性
が実現されています。ピッキングはもはや、ピッキングの種類や
オーダーの種類、下流に続くアクションによって制限されること
はありません。ピッキングは、優先順位に基づいて整理され、移
動を最小限にするために正確な順序で行われます。必要に応じ
て、小売店の注文、eコマースの注文、店舗の補充品を一緒にピ
ッキングし、新しいピッキングカートに入れることができます。
このカートは、完全なLPN、出荷LPNへのピッキング、トートへの
ピッキングを同時に受け付けることができます。ピッキングを連
鎖させることで、拠点間の距離や移動時間を最小限に抑えるこ
とが可能になりました。出荷仕分け機能は、直感的でグラフィカ
ルな梱包ステーションオプションを使用して、自動的に（または
手動で）在庫を最適なエリアに誘導し、パックします。出荷格納
は、設定可能なルールに基づいて、完成したLPNを適切なピック
アップまたはドロップの場所に、または出荷ドックの統合エリア
に直接誘導し、アイテムを適切なトラックに積み込むことを可能
にします。

Manhattan Active WMの梱包ステーション、返品処理、小包の
統合機能は、デジタルコマースの世界で小売業者が直面する独
自の課題に対応するように設計されており、効率を高め、サービ
スを向上させます。

梱包ステーションのインターフェイスでは、完全に設定可能な画
面が用意されており、商品画像や堅牢な例外処理を含む大型で
使いやすいタッチスクリーンを使用して、担当者の作業を誘導し
ます。梱包ステーションの機能は、効率性と正確性を高め、ピー
ク時の新入社員や臨時社員の立ち上げ時間を短縮します。

返品処理は時間のかかる作業ですが、商品をできるだけ早く販
売可能な状態に戻すことは、トップラインのチャンスでもありま
す。そのため、マンハッタンの最新の返品処理インターフェース
は、複数の開始ワークフローと迅速な在庫処理をサポートし、よ
り迅速な在庫回収と顧客への信用を促進します。

小包の統合は、第三者の小包接続のための強力な統合フレ
ームワークによって簡単に行うことができ、お客様のチーム
はレートや配送ラベルのメンテナンスを全く必要とせずに、
小包の評価、発送、追跡を行うことができます。この機能
は、UPS、FedEx、USPS、リージョナルキャリアなどの主要なキャ
リアや、ほとんどの海外キャリアとの統合を可能にします。

出荷計画機能は、ネイティブ・ルーティングや単一の発着地計画
から、Manhattan Active輸送管理と組み合わせることで、すべて
のノードにわたって業界をリードする最適化まで幅広く対応して
います。
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統一されたコントロール
監督者が最も効果的に仕事をするためには、オフィスにいても
フロアにいても、1つのツールでアクションを起こせるように、詳
細なリアルタイムデータを視覚化する必要があります。「統一
コントロール」は、組織のサプライチェーンにおけるすべての流
通ノードとハブのパフォーマンスをネットワーク全体で要約す
ることで、視覚的に優れた体験を提供します。主要な指標は、
サプライチェーン全体または選択した施設について表示されま
す。Manhattan Active Supply Chainは、輸送ネットワークと各施
設内の両方の重要な要素を用いて、これまでにないサプライチェ
ーン全体の可視性を実現しています。

次のレベルでは、施設レベルのコンソールで、事前出荷通知
（ASN）データに基づく全体的な入荷状況と、オーダーに基づく
出荷状況を表示します。ユーザーは、統合されたリアルタイムの
ETA情報によって、進捗状況や潜在的なリスクを把握することが
でき、受け取りの遅れや倉庫での作業や出荷に関する問題を示
すことができます。また、コンソールには、各部門にログインして
いるすべてのユーザーと、目標と比較した現在のパフォーマンス
の状況が表示されます。各部門のパフォーマンスは、利用率、パ

フォーマンス、滞留時間などの主要な機器の指標にドリルダウ
ンすることができます。適切な状況で、輸送時間が近づいている
ためにリスクがある可能性がある出荷オーダーなどの例外領域
について、通知によってユーザーに警告が出されます。

さらに詳しく調査するために、上司は、目標よりも低いパフォー
マンスを示している主要部門を詳しく調べることができます。コ
ンソールをタップするだけで、問題の内容から関連する基本的な
タスクまで、詳細な部門別のビューが表示されます。さらにタッ
プすると、タスクの保留や解除、別のユーザーへの再割り当てが
簡単にできます。在庫や注文についても同様の機能があります。
さらに、上司は従業員のタイムラインを見たり、チームメンバー
とのやりとりを記録したりする必要があるかもしれませんが、こ
れも統一コントロールで簡単に行うことができます。監督者が特
定の従業員を探す必要がある場合、デジタル倉庫マップは、すべ
てのリソースの位置を可視化するだけでなく、人、機器、タスクな
どの要素をマップ上で直接やり取りすることができます。統一コ
ントロールは、最高レベルから最小のデータ要素に至るまで、流
通ネットワークの完全なコマンド＆コントロールを提供します。
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統一されたオートメーション 
従来、倉庫管理システムは、倉庫実行システム（WES）によって
管理され、高度な自動化を統括していました。一方、倉庫管理シ
ステム（WMS）は、在庫や人手の割り当てなど、配送センターの
活動を管理していました。この分離は、予想通り、オペレーショ
ンの非効率性につながりました。しかし、ベンダーに依存しない
倉庫実行システム（WES）が組み込まれたWMSがあれば、自動
化と労働力の両方を調整して、両方から最善のものを得ること
ができるとしたらどうでしょう？それは、オーダーの管理と作業
の現場への投入方法を完全に変革することができるでしょう。

マンハッタンは「もしも」を現実にしました。

Manhattan Active WMは、仕分け装置やプットウォール、自動倉
庫などの先進的なマテリアルハンドリング機器と簡単に統合で
きます。また、市場に出回っている最新のロボットソリューション
との通信も可能です。マンハッタン・オートメーション・ネットワー
クは、マンハッタン・アソシエイツと業界をリードするパートナー
とのコラボレーションを促進することで、新しいオートメーショ
ン・テクノロジーの導入を容易にします。ベースとなる統合を構築
し、共同で事前テストを行うことで、マンハッタン・オートメーショ
ン・ネットワーク内で「認定」の称号を得たテクノロジーは、双方
のサポートを得て、迅速な導入を可能にしています。
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業界別の倉庫管理機能
各業界に特化した機能は、独自の流通オペレーションにおいて、製品の迅速性、顧客サービス、効率性を高
めるように設計されています。

直接販売
大量の注文処理
複数のピッキング方法（クラスターピック、ゾーンピック）
1 件ずつまたは少量の注文処理
大量のSKU カウントサポート
– スケーラビリティ
– アイテム配置/ スロッティング
納品書作成
マテハン機器（MHE）の統合
動的な配置割り当てと配置補充
返品処理プロセス
パーソナライゼーション（ギフトカード、ギフト包装など）
CUBISCANキュービング、計量、寸法記入システムの統合
宅配便配送

アパレルおよびフットウェア
アパレルの最小在庫管理単位の特徴
– スタイル、色、サイズ、による追跡
– 品質とバージョンのサポート
– 発売日サポート
大量のSKU カウントサポート
– スケーラビリティ
– アイテム配置/ スロッティング
寸法と重量の柔軟なサポート
– 高度なカートン化アルゴリズム
– CubiScanキュービング、計量、寸法記入システムの統合
マテハン機器（MHE）の統合
高度なアウトバウンド配分、集品、
宅配便配送
ライフサイエンス
トレーサビリティ
– ロット管理
– シリアル番号の追跡
– 柔軟な2次元バーコード対応
– イベント追跡
– 日付ローテーション
– FEFO、FIFO、LIFOなどの製品の劣化管理

食品流通および食料品小売業
トレーサビリティ
– ロット管理
– 重量計測
– 在庫リコール
– イベント追跡
– 日付ローテーション
– 傷みやすい商品の迅速なフロー
– FEFO（残存期限が短いものから順に先出し）、FIFO（先入れ先

出し）、LIFO
（後入れ先出し）などの製品劣化管理
- QuestionとAnswerのフレームワーク
– 複数のパレットに跨るオーダ対応および/またはタスク割り当

て作成
– ラベル、RF、ボイスを使用したピッキング
– ストップ/ ルートごとの荷役順序
温度帯対応物流
– ゾーン（温度）分け在庫管理、割り当て、集品ルール（ドライ、冷

蔵、冷凍）
– ゾーンごとのタスク優先順位付け
ワークオーダー処理（作業指示処理）
在庫コントロール
– 製品ステータス、製品劣化状況、製品バッチへのリアルタイム

の可視性
– 高度な循環棚卸機能

小売
クロスドッキング
フロースルー
トランスローディング
ベンダーコンプライアンス
統合入荷監査
プット・トゥ・ストア
ロット管理
倉庫対応プロセス
ガーメント・オン・ハンガー（GOH）
積荷の構築
配送ルート（荷卸順）を考慮した作業
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ライフサイエンスの集品と荷役機能
– 複数のパレットに跨るオーダ対応およびタスク割り当て
– ラベル、RF、ボイスを使用して集品
– ストップ/ルートごとの荷役順序
温度帯対応物流
– ゾーン（温度）分け在庫管理、割当、集品ルール（ケージ、冷蔵、

ドライなど）
– ゾーンごとのタスク優先順位付け
在庫コントロール
– 製品ステータス、製品劣化状況、ロットへのリアルタイムの可

視性
– 高度な循環棚卸機能

ハイテク電子機器
高度なロット管理
最小在庫管理単位の属性管理
– 数値の補正
– 原産国
– シリアル番号の追跡
高度なカートナイゼーション
ワークオーダー処理（作業指示処理）
設定可能なMHE/音声機器の統合
高度な出荷割当/ピック/補充 戦略
ベンダー所有の在庫
宅配便配送

サード・パーティー・ロジスティクス（3PL）
アーキテクチャーサポート
– 単一のアプリケーションとデータベースインスタンスで、複数

の倉庫を管理
– 1カ所の倉庫で複数の顧客
作業の柔軟性
– 顧客レベルでビジネスフローを設定
– 1つの倉庫で複数のフローをサポート
– スペースを最適化するために、1 カ所のロケーション、ゾーン

などの中で、顧客特有あるいは社内全体の在庫の混在を許可
する保管場所を設定

倉庫全体の労働力を最適化
– 1 カ所の施設内で、異なる業務ルールに基づき、作業者に負荷

をかけずに複数の顧客を担当
請求書管理
料金と請求の要件
注文と在庫用の倉庫と顧客全体の 可視性
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労務管理
労働力不足、デジタルネイティブやギグエコノミーの台頭、世界
的なパンデミックの劇的な影響など、いずれも新世代の労働者に
合わせて労務管理のアプローチを進化させることが極めて重要
であることを示しています。

成功を測るためには、生産性を評価する一般的な基準を超えて、
いかにして従業員のモチベーションを高め、人間的なレベルで従
事させるかを考えなければなりません。マンハッタン・アソシエイ
ツでは、個人の欲求や願望、行動を駆り立てるものが何かを理解
すれば、より個性的でやりがいのある仕事をするためのテクニッ
クや直感的なツールを開発することができると考えています。私
たちは、データに基づいたゲーミフィケーション、リアルタイムの
デジタルコミュニケーション、自動認識と報酬プログラムなどを
用いて、労務管理を超えた真の従業員エンゲージメントを実現し
ています。作業員のエンパワーメントを成功させることで、雇用主
と従業員のWin-Winのシナリオが生まれます。

従業員エンゲージメント
自己決定理論では、人間は「自律性」「支配性」「つながり」という
3つの基本的な欲求に突き動かされていると仮定しています。私
たちは皆、自分の運命を自分で決め、成功への道を歩む自由を
求めています。私たちは、自分の運命を決定し、成功への道を決
める自由を求めています。そして、それを他の人と一緒にやりた
いと思う。このようなことが、私たちに仕事の生きがいを与えてく
れるのです。

Manhattan Active®労務管理の従業員エンゲージメント・テクノ
ロジーは、認識、フィードバック、幸福感、個人的な成長、満足感、
ウェルネス、アンバサダーシップ、マネージャーとの関係、同僚と
の関係、会社との連携などの指標に優先順位をつけ、最適化し
ます。これらの属性を育成するには、単に生の業績データを確認
して遅れている人を見つけるだけでは不十分です。それには、今
まで知っていると思っていたことを学び直し、古い問題に対する
新しいアプローチを活性化することが必要です。

優れた従業員は、モチベーションが高く、生産性が高く、満足度
が高いのです。そこでマンハッタンは、従来のコーチングやトレ
ーニングの枠を超えて、社員の日々の仕事をダイナミックな業績
評価、チャレンジ、フィードバック、報酬に統一しました。このアプ
リは、これまで以上に高いレベルのモチベーションと満足感を
もたらします。

統合された体験
すべての労務管理機能は、最新のモバイルタッチ体験に統合さ
れています。この体験は、ピッキング、パッキング、スロッティング
などの日々のタスクワークフローをシームレスに統合し、従業員
が一日を通して新たな自己記録を達成できるようなゲーミフィケ
ーション・テクノロジーが組み込まれています。パフォーマンス、
スループット、遅刻、稼働率などの課題は、マイルストーン達成の
ためのバッジや、デジタルマーケットでの賞品や地域の知名度に
応じて交換できるポイントと組み合わせることができます。この
ような統合された体験は、ビジネス的に利用可能な初の流通労
働力エンゲージメントアプリケーションです。

Manhattan Active労務管理は、流通チームのリーダーが、よりタ
イムリーかつ自動化された方法で従業員に貴重なフィードバック
を提供するのに役立ちます。フィットネスアプリで経験するリア
ルタイムのパフォーマンスデータと同様に、この従業員エンゲー
ジメント・テクノロジーは、大規模で複雑なオペレーション環境
において、従業員が即時かつ継続的なフィードバックを必要とす
るという重要な空白を埋めるものです。私たちの能力は、モチベ
ーション、満足度、定着率、生産性の真の向上を推進するための
第一歩となります。

魅力的でやりがいのある仕事
Manhattan Active労務管理は、達成感と権限を与えることで、従
業員が自らの意思でパフォーマンスを向上させることを可能にし
ます。上司が成績の悪い社員の指導に時間を割かなくて済むだ
けでなく、倉庫の文化を向上させ、より強い労働力を生み出すこ
とができます。パフォーマンスが向上すれば、従業員の満足度と
定着率も向上します。

Manhattan Active労務管理は、パフォーマンスを測定するだけで
なく、直感的で消費者指向のモバイル体験を提供しています。行
動理論とゲーミフィケーションの手法を用いて、従業員を励まし、
導き、やる気を起こさせ、個人やチームの生産性、効率、満足度を
大幅に向上させるように設計されています。

さらに、Manhattan Active労務管理とManhattan Active倉庫
管理は、一元化されたサプライチェーンアプリケーション内の
機能となりました。機械学習を用いて労働基準法の専門知識を
補強し、インテリジェントなタスクタイムのスケジューリングと見
積もりを行うことで、配送センター内で変化する優先順位や注
文の多様性をシステムが継続的に再最適化することができま
す。Manhattan Active労務管理は、現代のあらゆるDCのミッショ
ンクリティカルなコンポーネントとなっています。

また、Manhattan Active輸送管理をオンにすると、ETAデータを
利用して貨物の到着と出発の可視性を得ることができ、作業が行
われる場所に人をより適切に配置することができます。
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特徴 + 機能

– 技術的な労働基準に照らし合わせた従業員のパフォーマ
ンス

–  ゲーム化されたチャレンジ、アチーブメント、ポイント、リワ
ード

– デジタルツインによる従業員のタスクと位置のリアルタイ
ムマップの表示

– モバイル、エンタープライズ、コマンド＆コントロールによ
り、スーパーバイザーが物流センターのフロアに常駐

– 給与計算システムに統合されたインセンティブの支払い
– 部署別、職能別のリアルタイムな業績データとその影響に

関するアラート

「既存の経済圏では、労働力は限られた
資産となっており、企業は従業員を見つ
け、入社させ、報い、維持することに苦労
しています。その結果、ベンダーが従業員
エンゲージメントにどのように取り組んで
いるかを見ることが、より重要視されるよ
うになっています。」
Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management 
Systems, May 2020
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スロッティングの最
適化
倉庫では、不動産と同じように、場所がすべてを左右します。生
産性、作業者の安全性、オーダーの正確性に直接影響します。動
きの速い商品は最もアクセスしやすい場所に、重い商品はダメー
ジを最小限に抑えるように配置し、全体の保管容量を最適化す
る必要があります。

少量の注文、SKUの増加、需要の変動、注文サイクルタイムの短
縮などの課題に対応するためには、倉庫スペースを絶え間なく
最適化する必要があります。デジタルコマースによる要求に物流
オペレーションが適応するにつれ、最適化されたスロッティング
は、コストをコントロールし、顧客の期待に応えるために、より
重要になります。

最適化のための最適なアプローチ
Manhattan Active® スロッティング最適化は、在庫を配置する最
適な場所を自動的に決定し、作業効率の向上、注文処理サイク
ルの短縮、スループットの最大化を実現します。また、フルフィル
メントのために商品を戦略的にグループ化し、トレンドや新製品
の需要に基づいて推奨配置を更新することで、顧客サービスを
向上させます。

マンハッタンのスロッティング最適化ソリューションでは、直感
的で活用しやすいビルトイン学習インテリジェンスが最適なス
ロッティングを継続的に計算します。マンハッタンのテクノロジー
は、好まれるアイテムの順序や属性グループを維持しながら、季
節もの、販売傾向、製品のバリエーションを考慮します。また、最
も複雑な倉庫環境にも対応できるように設計されています。

Manhattan Active スロッティング最適化は、スロッティングの動
きとピッキングをシームレスに統合し、全体的なDC管理の一部
として設計された、最初で唯一のアプリケーションです。倉庫管
理や労務管理とネイティブに統合された単一のアプリケーショ
ンとして、私たちのテクノロジーは、最もタイムリーでコスト効率
の高い方法で決定を実行するために、統合や変更を必要としま
せん。これは、設定を合理化し、これまでにない柔軟性を提供す
るプレシード、スロッティング・ラン戦略を意味します。これは、
必要に応じて手動で実行される場合も、事前に簡単にスケジュ
ールされ、ユーザーの介入なしに実行される場合もあります。

このソリューションはManhattan Active倉庫管理と同じアプリ
ケーションの一部であるため、企業全体で統合された直感的で
モバイルなユーザーエクスペリエンスを使用します。

特徴＋機能
– 製品の需要、消費者の期待の変化、オペレーション上の制約に

基づいて、ピックロケーションを設定、再設定することができま
す。

– 迅速なフルフィルメントのために商品をグループ化し、販売傾
向や商品のバリエーションに応じて配置を更新

– 製品の特性と速度を利用して、各配置候補の相対的な価値を
算出

– 製品間の価値を集約し、ユーザーが設定したルールに対して
何百万もの動作の組み合わせを比較

– 複数の実行戦略を設定し、倉庫内のリアルタイムのピッキング
パターンに基づいて最適な構成を確保

正しい在庫、正しい場所、正しい時間
Manhattan Activeスロッティング最適化は、大規模で複雑な施
設であっても、スロッティングワークフローを新たなレベルの効
率性に引き上げます。配送センター内のすべての商品のスロット
位置移動をダイナミックに最適化して実行することで、補充の削
減とスループット量の増加を実現します。
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