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現在の小売業界では、 迅速かつ 
インテリジェントで相互に協調した 
対応が求められています。
同期したサプライチェーンのご紹介
市場が極端に不安定になったことで、 従来のリニ
ア （直線的） なサプライチェーンの弱点が明らか
になりました。 かつて、 仕入先から小売店まで商
品がシンプルかつ最短のルートで配送されると単純
に理解していましたが、 スエズ運河の閉鎖や労働
力不足などの出来事によって、 サプライチェーンが
想像以上に巨大かつ複雑で、 変化が激しいもの
であることが証明されました。

小売業が、 複数の販売チャネル、 労働力と物資
の不足、 競争の激化、 消費者パワーの増大といっ
た問題に直面する中、 商品を棚に陳列するという
シンプルな作業にリスクと複雑さが伴うようになりまし
た。 消費者需要が最も多く、 潜在的な利益率
が最も高い販売チャネルや店舗はどれでしょう︖在
庫や輸送に関して、 どのようなコストがかかるので
しょうか︖自社の他の店舗、 商品、 販売チャネル
と競合し、 売上を減らしてないでしょうか︖いつで
も商品を配送できる配達員を確保できていま
すか︖

幸いなことに、 小売業者は高度な AI （人工知
能） の機能を活用することで、 サプライチェーンの
不安定さや複雑さの程度によらず、 戦略目標を
立て、 迅速かつ自律的に目標を達成することが可
能になります。 AIは人間のプランナーの認知能力
を超えているため、 何千ものリスク、 機会、 コスト
を比較して、 スピード、 戦略、 確実性を持って
処理します。 また、 AI エンジンを微調整して、
顧客サービスの向上や利益率の最適化といった特
定の目標に対応でき、 状況の変化に応じて実際
に顧客需要を形成するよう流動的な調整を行うこ
とができます。

厄介な問題は、 小売業のチームは、 各意思決
定がサプライチェーン全体に及ぼす影響を適切に把
握した上で、 全員が共通の目標に向かって業務
を遂行するような、 同期された流動的なプロセスに
貢献するのではなく、 狭い範囲の部門目標に対し
て部門間の壁がある中で並行して作業を行うよう
訓練されてきました。

従来の小売チームは、 サプライチェーン計画の傘の
下で 「統合」 「統一」 されているかもしれませんが、
実際にはさまざまな予測やテクノロジーソリューション
に支えられながら、 互いに行き違う形で業務を行っ
ていることがよくあります。 従来の小売業の計画組
織は、 AI の機能をフル活用して、 補充、 割り当
て、 カテゴリ管理、 価格設定、 実行といったさま
ざまな業務をリアルタイムかつ完全に可視化しなが
ら同期するようにはなっていません。

逆転か互角か 
本書では、 従来の 「統合的」 「統一的」 な手
法で貴社の現在の業務モデルが改善されるかもし
れないものの、 迅速性、 回復性、 俊敏性が持
続的には実現されないであろう理由についてご説
明します。 むしろ、 次のような代案を提起します。
つまり、 小売のサプライチェーン全体で変化を感
知して迅速に方向転換し、 成果を最適化できる
よう、 AI を活用したプロセスで構築された、 同
期されたサプライチェーンです。

Unify : 
(動詞 ) 統合する、統一する、
同一にする、 ひとまとめにする
こと、 またはそうなること

Synchronize : 
(動詞 ) 同期する、 同時に 
または同じ速度で発生または
動作させること
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現在、 非常に多くの小売チームが、 市場の混乱や
変動、 商品や労働力の不足、 その他の複雑な課
題への対処に苦労しています。 これは小売チームが
組織 ・ 機能的にサイロ化されているためです。 小売
チームは業務目標を達成するために適切な手段を講
じますが、 自分たちの意思決定がサイロの外側に及
ぼす影響を考慮せずに単独で行動します。

たとえば、 カテゴリ管理者は自身の組織目標を達成
するために、 商品の陳列に集中するかもしれません。
しかしその結果、 在庫管理コストや人件費が高騰し
たり、 値下げと廃棄のリスクが高くなります。 逆に在
庫管理担当者は、 流通ネットワークの全体的な在
庫を考慮せずに、 店舗ごとのサービスレベルを満たす
ことを重視する可能性があります。 各グループは、
店舗毎の業績を最大化することに重点を置きます
が、 変化の激しい買い物客のニーズに取り組む時間
が少なくなります。

こうした組織グループは、 ばらばらの目標に従い行動
しているだけでなく、 多くの場合、 分断されたテクノロ
ジープラットフォームを使用しています。 データソースを
共有しても、 シームレスなユーザエクスペリエンスと顧
客に対する共通認識がなければ、 コラボレーション、
エンドツーエンドの可視性、 組織間の透明性を実現
する真の基盤は得られません。 自分たちの行動が他
のチームの指標や会社のより大きな成果にネガティブ
な影響を与えたとしても、 気付くことはほとんどありま
せん。 そして混乱が不可避になると、 サプライチェー
ン全体に対応した戦略的軸足を考慮しないで、 自
分たちの組織の指標を軌道に乗せることで混乱に対
処しようとするのです。

従来の 「統合的」 手法の問題
誰もがグループの中で働いていますが、 
1つのチームとして協力して働いているでしょうか︖

カテゴリマネージャ

マーチャンダイザー

販売計画を 
達成する 
必要があります

利益率を 
維持する 
必要があります

商品を 
陳列する 
必要があります

サービス 
レベルを 
満たす必要が 
あります

仕入管理計画担当者

在庫管理ライフサイクル全体にわたる価格設定

店舗

仕分け管理

スペースマネージャ



3

狭小な部門中心のアプローチは時代遅れの概念であ
り、 現在のオムニチャネル市場で小売業者が直面す
る困難な課題には対応できません。 現在の複雑な
小売環境を収益性を保ちながら管理する唯一の方
法は、 共通のテクノロジープラットフォームを使用して、
高度な AI とアナリティクス、 および大量の社内外の
共有データを包含させて、 共通のワークフロー主導の
ユーザ体験を実現することです。 エンドツーエンドの小
売サプライチェーン全体にわたる各部門の管理者は、
このプラットフォームを使用し、 単一の動的な需要予
測を指標として、 共通の目標に取り組むことができま
す。 状況が変化すると同時に、 組織横断型のチー
ム全体が同期して方向転換し、 スマートな自動化
機能でサプライチェーン全体を軌道修正することがで
きます。

狭い範囲の組織チームを計画担当者が統率する場
合と違って、 Blue Yonder の AI 活用型最適化エ
ンジンは、 小売サプライチェーンを繋がったエンティティ
と捉えることができます。 財務上のリスクと目標を本
質的に理解し、 在庫、 スペース、 処理能力、
労働力などの制約を詳細に確認した上で、 各
領域で最適な意思決定を自律的に行うこと
ができます。 また需要を満たすために最適
な方法を判断するだけでなく、 需要の形
成もサポートできます。  

Blue Yonder の AI では、 補充、 割
り当て、 カテゴリ管理、 価格設定、
および実行を、 サイロ化された逐次プ
ロセスではなく、同期されたワークフロー

として扱います。 データが取り込まれて外部データで
補完されると、 消費者行動を促進する要因と、 消
費者行動がどのように変化し続けるかを把握できま
す。 小売サプライチェーン全体で洞察と推奨事項を
共有し、 あらゆる組織的な意思決定を戦略的に伝
達します。

また、 顧客需要に関する共通認識をサプライチェーン
全体の中心に据え、 計画と実行のプロセスをシーム
レスに自動化されたワークフローに組み入れることで、
統合的な手法単体よりも、 高くて持続可能な利益
をもたらします。

同期したアプローチの力
高度に連携 ・調整された組織横断型のチームを支えるのは、 
単一の予測と共通プラットフォームです。

仕入管理 
計画担当者

カテゴリ 
マネージャ

マーチャン 
ダイザー

スペース 
マネージャ
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協力しましょう
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従来の小売サプライチェーンでは、 チームの指針となる独自
の予測を複数の部門が作成します。これらの予測は、短期、
中期、 長期にわたるものです。 この多層アプローチの問題
点は、 需要に関する共通の視点に基づいて、 異なるすべ
ての予測を調整し、 より大規模なサプライチェーンを同期で
きないことです。 そして、 通常、 過去のデータに基づく静的
な予測では、 現在の不安定な小売環境を特徴付ける絶え
間ない変化に対応できません。

2020年と 2021年が何かを示しているとすれば、 それは、
将来の計画を立てる上で過去の実績はほとんど役に立たな
いということです。 このような理由から、 Blue Yonder の予
測エンジンは何も仮定しません。 過去に縛られることもなく、
平均的な需要の全体像を適用することもなく、 売上損失を
無視しません。 業界唯一の真に動的な予測ソリューションで
あり、 現在の小売サプライチェーンにおける極度のスピードと
不安定さに対応しています。

Blue Yonder の AI を活用した予測ソリューションでは、 静
的で古いデータを利用するのではなく、 顧客需要に影響の
ある何百ものリアルタイムのデータポイントを収集します。

たとえば次のようなものがあります。
• 詳細なレベルの現地の天候 (気温や湿度など ) 
• PredictHQ が提供するインテリジェントなイベント
フィード

• 価格変更とプロモーション
• 販売チャネルまたは店舗の特性
• 商品の特性
• 日付と時刻
• 商品の季節性

高度な専門の機械学習では、 過去のデータを調べて、 相
互に関係する需要影響要因がどのように顧客行動を促した
かを把握し、 現象の発生内容から現象の発生原因へと焦
点を移します。 Blue Yonder は予測がすべてのサプライ
チェーン活動の基盤であることを理解しており、 その意思決
定エンジンは社内外を問わずできる限り多くのデータを収集
し、 それをすべての関係者間で共有して、 即応性を最大
限に高めることができます。

需要予測︓ 
同期の基盤
Blue Yonderは、 市場環境の変化に適応する共通の動的需要予測を作成し、
迅速かつ組織的な対応を促進します。

休日

場所

天気

平日

価格

需要

イベント

場所 
パラメータ

範囲

季節性

プロモーション

カニバリゼーション
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ほとんどの需要予測モデルでは、 まず販売履歴に基
づいて基準値を設定し、 最終的に単一の数値を算
出しますが、 実際に発生している事象は反映されま
せん。 しかし Blue Yonder の確率的モデルでは、
実際の状況に基づいて、 影響する要因間の観察さ
れた関係をマッピングします。 そして需要の変動が早
いことから、 需要を予測する際に独自の不確実性の
範囲も考慮します。確率的予測により、サプライチェー
ンは統計的に確率が高いものから低いものまで、 さま
ざまな予測値に対して事前に準備され、 乖離の兆
候が出た時点で容易に自動的に方向転換できるよう
になります。

Blue Yonder の予測アルゴリズムは、 小売業者が
日々直面するあらゆるリスクと機会を考慮することで、
現実世界の不確実性に対応できるよう設計されてい
ます。 Blue Yonder は、 5月のある水曜日の需
要数量を 1 つ予測するのではなく、 さまざまな需要レ
ベルでの確率を算出します。 予想外に気温が上昇

した場合、 アイスクリームの販売量が急増する可能
性があります。 そしてこの急増は、 ビーチや地元の野
外フェスティバルの近くにある店舗では顕著になり、 大
規模小売店や通常の販売チャネルではあまり顕著に
ならない場合があります。

人手で行う計画立案では、 このようなイベント、 天
気、 場所に左右される要因の組み合わせを考慮で
きません。 さらに、 それをリアルタイムで行うのは到底
不可能です。

Blue Yonder の独自の強力な予測エンジンでは、
一方の過剰なアイスクリーム在庫と他方の売上損失
との間のトレードオフ ( コスト、 サービスレベル、 その
他の優先事項など ) を考慮し、 小売業者がすべて
の商品と販売場所に関する最適な意思決定を行え
るようサポートします。 機械学習の機能により、 さま
ざまな発生事象の確率と結果が時間の経過とともに
明確になります。

不確実な世界のための確率的予測
Blue Yonderは、 日々直面する実際のリスクと機会を定量化することで、 
小売業者が不確実性を克服できるよう支援します。

廃棄

確
率

平均需要 製品供給能力

在庫リスク
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Blue Yonder の高度な AI、 アナリティクス、 確
率予測モデルにより、 新しい需要変動を検知する
だけでなく、 Blue Yonder プラットフォームを介し
てエンドツーエンドのサプライチェーンに対する影響を
予測することも容易になります。 複雑な予測はバッ
クグラウンドで自動的に管理され、 高品質な洞察
は Glassbox ユーザインタフェースを介して部門マ
ネージャに伝達されます。 Blue Yonder の堅牢
なモデルとアナリティクスの機能は、 人間が理解で
きる実用的な方法で提示されます。 たとえば天気
に関するすべての影響要因はまとめてグループ化さ
れます。  

Blue Yonder プラットフォームを利用すると、 すべ
てのユーザは予測データを共有し、 部門間でシー
ムレスに連携できます。 サプライチェーン全体の需
要に対する 1 つの見方を共有することで、 ユーザ

は自身の計画を調整して他の部門にどのように影
響するかを視覚化できます。 過剰在庫や売上損
失などの固有のリスクは、 すべての利害関係者に
通知されます。 目標値を微調整してエンドツーエ
ンドの結果を最適化するために、 小売チームが同
期しながら作業すれば、 サービスレベルへの影響も
簡単に把握できます。

同期された Blue Yonder のサプライチェーンは単
に、 小売業者が手動で行っていた既存の予測、
計画、 および実行のプロセスを自動化したもので
はなく、 再構築された動的プロセスであり、 AI と
機械学習を利用し、 業績を継続的に向上させま
す。 サプライチェーンでは自己調整と自己学習が
行われます。 そして、 単一の動的予測は簡単に
伝達されて状況の変化に応じて自動調整されると
いう考えにより、 すべてが機能します。

極度の複雑さをシンプルで実用的に
Blue Yonder の予測エンジンがバックグラウンドで複雑さを 
きめ細かく管理するため、 小売業者は戦略に集中することができます。
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Blue Yonder では、 この動的な予測に基づき、
任意の時点における各小売業者独自の目標に合
わせた柔軟な方法で、 同じように補充 ・ 割り当て
を行います。 補充マネージャには、 適切な在庫レ
ベル、 廃棄の最少化、 食品の鮮度、 不足する
労働資源の最適化に基づいて、 結果を微調整す
る機能があります。

人間は横断的思考を行っても、 何十もの相互関
連要因を同時に考慮する能力に限りがあるため、
通常は慎重過ぎるぐらい慎重になり、 安全在庫を
確保するために過剰な発注を行います。 しかし、
現在の予測不可能な環境では、 需要が突然変
化すると、 多くの場合、 過剰な在庫や廃棄が発
生します (以下の図を参照 )。

Blue Yonder のソリューションは混乱を早期に検
知できるだけでなく、 事前に定義された戦略的ルー
ルに基づいて、 補充オーダーのバランスを自動的に
取ることができます。 Blue Yonder のソリューショ
ンを利用するユーザは、 市場状況が変化すると、

戦略的な優先順位に従って、 「商品の供給能力」
の指標、 「廃棄の最少化」 の指標、 その他のコ
ストベースの指標を調整できます。 そして機械学
習機能により、 こうした微調整を行うことで、 予
測可能な結果を継続的に改善でき、 常に適切な
在庫を確保しながら、 全体の在庫レベルが低減さ
れます。

需要予測と同様に、 補充と割り当てのオーダーは
動的であり、 不確実性が内在するという概念に基
づいています。 Blue Yonder の意思決定エンジ
ンは、 どんな時点であれ、 現在の需要予測に基
づいて、 最適化された注文を自律的に作成しま
す。売上損失リスクと廃棄リスクとのバランスを取り、
小売業者ごとにカスタマイズされたその他の要因を
考慮します。 この最適化された注文プロセスは、
人間の直感や最善の推測を示すのではなく、 情
報に基づいてリスクを最小限に抑え、 戦略的目標
に対応します。

補充と割り当て
Blue Yonder では、 廃棄、 欠品、 利益損失などの実際のリスクを 
定量化することで、 在庫配置という技術を習得します。

戦略

需要予測 最適なバランスの注文

混合

廃棄

需
要

時間 コスト

合計コスト
売上損失コスト
廃棄コスト

単
位

製品供給能力
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スマートなカテゴリ管理
商品の陳列が目的ではありません。 Blue Yonder のソリューションが
需要の形成と売上の最大化をサポートします。

Blue Yonder のソリューションにより、 カテゴリ管
理プロセスが変更しやすく動的に実施できるので、
実際の需要動向を反映したスペース変更の規模と
実施頻度が削減され、 大規模な改装で発生する
店舗内混乱が最小限になります。

小売業者は、 膨大な投資をして棚や店舗を完全
に改装するのではなく、 Blue Yonder で生成す
るきめ細かい需要情報に基づいて、 スペースとフロ
アの計画を店舗レベルで継続的に調整できます。
消費者の好みが変化すると、 過去の売上情報に
基づいた計画が困難になります。 Blue Yonder 
のカテゴリ管理ソリューションを活用することで計画を
更新できるため、 店舗の従業員は、 手動の分析
や意思決定に時間を費やさなくてもよくなります。

棚割りに変更が加えられると、 これらの更新は自
動的に注文チェーン全体に反映されます。 棚の陳
列数を多くすると、 それだけ多くの商品が店舗に配
送され、 棚の陳列数を少なくすると、 在庫数量を
減らします。 Blue Yonder のソリューションでは、
パッケージのサイズや利用可能なスペースなどの制
約が詳細に把握されるため、 どの店舗でも利用可
能なスペースを最大限活用できるように計画が策
定されます。

Blue Yonder は、 店舗の陳列と品揃えを動的
な買い物需要に合わせることで、 後手になる前に
実際に需要を形成し購買を促進できるようにカテゴ
リ管理チームの対応力を向上できます。 Blue 
Yonder は、 現在の現地の市場状況を反映する
適切な品揃えと棚割りを行うことで、 強力な競争
力を生み出します。

需要予測 パッケージサイズ

時間

需
要
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商品の値下げはすべての小売業者にとって悪夢の
ようですが、 在庫処分は製品ライフサイクルのごく
一部にすぎません。 売上と販売利益の最大化は、
商品の陳列時から始まっています。 Blue Yonder 
では、 価格設定を商品選別と同様に需要調整メ
カニズムと認識しています。 値下げによる販売利
益の減少を最少化しながら、 新商品の継続的な
投入ができるからです。

ライフサイクル全体にわたる価格設定とは、 財務
実績を最大化することと、 消費者のニーズや動機
を満たすことの間で微妙なバランスを取ることです。
つまり、 複数の店舗や販売チャネルで何千、 何
百もの消費者購入動向 (調査対象は変動しま
す ) について価格許容度を把握してインテリジェン
トに対応することです。

価格弾力性は、 よりスマートな価格設定戦略を
構成する要素の 1 つにすぎません。 顧客が価格
変更にどのように対応するかを理解することよりも、
季節、 気候、 競争、 休日、 イベントに関連

した価格変更に顧客がどのように対応するかを理
解するほうが重要です。 需要がなければ、 価格
弾力性は大局を見失い、 価格が低下します。

この信じがたいほどの複雑さに自然に調和するのが
AI です。 Blue Yonder の価格最適化エンジン
は、 市場全体から膨大な量のデータを動的に収
集し、 適切な価格設定を自動的に開始すること
で、 需要を形成し、 買い物かごを満たし、 消費
者をレジまで導きます。  

Blue Yonder の価格設定アルゴリズムには、 競
合他社の価格、 ニュース、 天気などの外部データ
を内部データと組み合わせて、 非常に局所的な
価格設定戦略を大規模に策定できるという優れた
能力があります。 需要予測の詳細なデータと機械
学習ベースの価格弾力性を Blue Yonder だけで
組み合わせて、 効果的に需要を調整し、 商品
販売からシーズン終了までの利幅を最大化し
ます。

ライフサイクル全体にわたる価格設定
Blue Yonder は、 値下げを重視するのではなく、 
製品ライフサイクル全体の戦略的な手段として価格設定を活用します。

戦略

需要予測 価格弾力性

混合

時間 価格

需
要

販
売
高

利幅 売上
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Blue Yonder の AI 活用ソリューションにより、 日
常的な意思決定、 タスクの実行、 混乱への対処
を自動化し連携させることで、 小売サプライチェー
ン全体の運用の迅速化と効率化を実現します。  

流通網と店舗の両方で、 流通在庫量が削減され
て対象が絞られるため、 保管、 輸配送、 補充、
処理、 労働の要件が低くなります。 注文、 在庫
管理、 商品の輸配送、 価格変更のような日常
業務は自動化されます。 これにより、店舗、物流、
補充の業務に携わる従業員は、 手作業の多い
現場対応業務から、 より高度で戦略的な業務に
移行できます。 自動化により、 小売業者では現
状のスタッフが最大限に活用されます。 これは、
人手不足に直面している今日において非常に重
要です。

食事の準備などの自動化できない日常作業は、
ベストプラクティスに基づいて行うと、 大幅に効率
化されます。 モバイルテクノロジーはすべての従業
員をリアルタイムに結び付け、 スピードと俊敏性を
最大限に高めると同時に、 デジタルネイティブの Z 
世代の従業員を小売業界にひきつけます。 ワンタッ
チタスク管理では、 労働力やスペースなどのキャパ
シティの制約が AI によって検討されてからアクション
が開始されます。 つまりその各アクションは、 戦略
的および財務的に理にかなっていることになります。

Blue Yonder のソリューションはオムニチャネル販
売の複雑さを管理するために、 必要に応じて在庫
引当をサポートし、 e コマースの需要を満たします。
供給停止、 商品不足、 販売チャネル間の競合
があった場合、 サービスレベルや利益率の最適化
といった事前に定義された目標値に応じて迅速に
解決するよう、 AI で処理します。

小売業者は、 在庫管理、 労務管理、 輸配送
管理全体を完全に把握し、 幅広いデータセットに
基づきインテリジェントに最適化することで、 オンラ
イン注文の増加、 リソースの変動、 サプライチェー
ンの混乱に対応できるようになり、 補充作業時間
が短縮し、 スループットが向上します。

最適化された実行プロセス
流通網と店舗における従業員の生産性と戦略的貢献が最大化されます。

10

顧客 エッジ /IoT

在庫計画

ライフサイクル全体に 
わたる価格設定

仕分け 
管理

倉庫 オンライン

輸送

店舗

需要予測

ワークフロー



Blue Yonder が選ばれる理由︓ 
現在の小売業者はこれまで以上に 
詳しい情報が必要だからです。

小売サプライチェーンが予測可能になることはありません。
しかし Blue Yonder は、 競合他社よりも迅速かつスマー
トに結束して方向転換できるようにすることで、 企業が不
確実性を市場の優位性に変換するよう支援します。

Blue Yonder により、 業界で類を見ない 
重要な収益創出要素が 4 つもたらされます。

非常にシンプルです。 今日の変化の激しいオムニチャネルである小売環境においては、 人手で行う計画立案で
は対応できません。 担当者の DNA に革新をもたらすパートナーが貴社に必要です。 Blue Yonder の業界先
進 AI エンジンは、何百ものリアルタイムのデータポイントを収集して、最先端のアルゴリズムと統計モデルを適用し、
自律的に最適な意思決定に導き、 サプライチェーン全体の発生事象を調和させるように、 設計されています。
Blue Yonder が詳細な管理を行い、 エンドツーエンドのアクションを事前設定の目標と同期させることで、 従業
員は戦略的に優先業務に専念できます。  

現在ではあらゆるソフトウェアプロ
バイダが AI を提供していると主
張していますが、 Blue Yonder 
の業界をリードする独自の AI は
実ビジネスで成果を出しているこ
とが証明されています。 Blue 
Yonder の最適化エンジンは、
何百もの変数を取り込み、 リス
クを意識した意思決定を行い、
例外を継続的に調べて、 エンド
ツーエンドのサプライチェーンをリ
セットすることで、 回復力を最
大限に引き出します。

AI、 インテリジェンス 
による回復力。

AI と事前に設定された目標によ
り、 自律性が単なる迅速化以上
のものになります。 Blue Yonder 
は、 従業員の労力を最小限に
抑えながら、 同期され調整され
た方法でサプライチェーンを成果
に導きます。 従業員は、 実行
するのではなく、 戦略的な業務
に集中的に取り組み、 AI を微
調整して、 必要な場合に限り
例外を管理することができるよう
になります。

手間のかからない 
自動化。  

人間のマネージャとは異なり、
AI には組織的な偏見がありませ
ん。 小売サプライチェーンを単一
の組織的成果に合わせて調整
し、 共通のプラットフォームとユー
ザインタフェースですべての業務
活動を同期させます。 組織は
1 つの目標に沿って、 迅速に市
場に参入できます。

境界線のない 
視点。  

Blue Yonder ほど小売業を理
解している企業はありません。
Blue Yonder の小売ソリュー
ションは、 上流工程や下流工
程のシステムとシームレスに連携
し、 比類のない拡張性と伸展
性を備えています。 小売業者
は、 Blue Yonder の実績のあ
るプラットフォームに独自の DNA 
を組み込むことができます。また、
Blue Yonder のプラットフォーム
は、完全なコマース機能を備え、
境界がなく自動化された計画と
実行を特徴としています。

オープンで柔軟な 
プラットフォーム。  
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