J S U G の 組 織・活 動

Japan SAP Usersʼ Group
（JSUG）
は、
会員企業自らが
運営するユーザーコミュニティです。1996年に設立され
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たJSUGは現在、520社を超える会員企業、約7,000名
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の登録者を擁する世界でも有数のユーザー会へと成長し
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ています。
日本のSAPユーザー企業、SAPパートナー企
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業、SAPが協力して課題に取り組みながら、企業価値向
上を目指して、以下の3つの理念のもとに日々活動を行っ
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JSUGサポーター
JSUGは、以下のサポーター企業にご支援いただいています。（五十音順）

SAPの戦略や製品への影響 ̶ Influence
ご入会いただくとJSUGが主催する各種部会、
イベント
などのコミュニティ活動に参加することができます。
また、

SAP Business One
ユーザー部会

部会7、
WG1

ています。

JSUGが運営するホームページJSUGNETやメールマガ
ジンなどを通じて、SAP関連の最新情報や1,400件を超
SAP関連の最新情報や1,500件を超
える各種事例などを入手することができます。

2016年度 ベストサポーター賞
2016年度 プラチナサポーター継続賞

尚、JSUGNETの利用には別途利用登録（無料）
が必要
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になります。

入 会 のご案 内

会員資格・年会費
・法人会員
SAPのユーザー企業又はSAPを導入検討中の企業（60,000円／年）

・賛助会員
SAPによって承認されたアライアンス・パートナーで、
本会の理念に賛同する企業（110,000円／年）

・スチューデント会員
本会の理念に賛同する学生で、在学期間に限る（1,000円／年）

法 人 会員の年 会 費は、初 年 度 無 料とさせていただ
いております。
この機会に、入会のご検討をお願い致
します。JSUGにご入会いただき、貴社のIT戦略の推
進、
および企業価値向上にご活用ください。

上記は 2016 年 12 月時点のものです

お申込・詳細は

http://www.jsug.org

お問い合わせ

ジャパンSAPユーザーグループ

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-11-6 エクレ新宿503 TEL:03-3355-2392 info@jsug.org

JSUGではさまざまなイベントや国際派遣などを通じて、会員企業の情報共有／
意見交換／ SAPへの各種要望活動を積極的に推進しています。

入会のメリット
SAPの最新情報の入手

SAPの製品・サービス・サポートに関する最新情報や、各種部会、
イベントの開催予定、
および賛助会員からの事例紹介などの有益な情報を、JSUGが運営するホームページ

JSUG Focus/JSUG Conference

全体イベントとして、
JSUG Conference、JSUG

JSUGNETや毎週発行するメールマガジンを通じてご案内しています。
また、
日本国内に

Focusを毎年開催し、
パートナー企業やSAPと

限らず海外からの最新情報も入手すべく、国際派遣も積極的に行っています。

JSUG会員同士の情報交換

共に、
各種事例の共有や意見交換を行っています。
また、
SAPとの共催イベントも開催し、
最新情報を

JSUGは、会員企業が主体となって活動するユーザーコミュニティです。産業領域・機能

提供しています。

領域ごとに活動する各種部会では、導入・運用・活用に関する課題を、SAPユーザー同士
で議論しています。
また、地域別のコミュニティとして、地域フォーラムを開催する他、
ASUG（Americas' SAP Users' Group）
など他国ユーザー会とも積極的に交流して
います。JSUGでは
「ここだけの話」
「本音の話」
を気軽に情報交換できるネットワークの
場を目指しています。

● Wieland Schreiner氏：2015 年度 JSUG Conference

国際派遣

SAPのグ ロ ーバ ルイベントであるSAPPHIRE
NOW、SAP TechEDなどへの国際派遣を積極的

SAPの製品・サービス・ SAPの幹部や開発責任者とも話し合う機会
サポート戦略への影響 を積極的につくり、ユーザーの声をSAPに届

に行っています。
イベントで得られる最新情報は、
JSUG Conferenceなどで広く会員に共有され

ける活動を行っています。
また、SAPに対して

Japan SAP Users’ Group

ています。

働きかけた結果、各種インフルエンス
（ユー
ザー参加型協働開発）
プログラムがグロー
バルレベルで提供されるようになり、個別に

SAP幹部との意見交換

機能改善要望を伝えることができます。

● JSUG 国際派遣メンバー：2016 年 SAPPHIRE NOW

SAPジャパンの社長やSAPドイツ本社の幹部、
SAPサポートセンターの現地責任者と定期的に

● テクニカル部会

会 議を行い、ユーザーからのさまざまな要 望・
意見を伝え、
またSAPの戦略についての最新情報

JSUGの主な活動

の入手に努めています。

JSUGでは、以下の領域で、定期的な部会を開催しています。
産業領域では、各産業固有の機能・課題を産業別の部会で共有し、解決策

産業領域

を議論しています。
また、会員企業の交流を深め、情報交換を推進するため
に会社見学会なども行っています。
SAPの機能ごと、特定のテーマごとにメンバーが集まり、活動しています。

2015年度活動実績（参加人数はのべ人数）
Conference /
Focus

2回

844名

産業領域

21回

324名

機能領域

38回

886名

テクニカル領域

11回

108名

地域フォーラム

17回

748名

戦略プログラム

9回

258名

合計

98回

3,168名

機能領域

テクニカル
領域

地域
フォーラム

マイナンバー制度など、旬なテーマについて、熱心な議論が行われています。
また、産業領域や地域フォーラムとの交流も活発に行っています。

● SAP CEO Bill McDermott 氏と JSUG 会長 鈴鹿靖史

他国のユーザー会との情報交換

SAPのユーザー会は世界各地域に設立されてい
ます。
日本を含む主要19地域のSAPユーザー会
では、SUGEN（SAP User Group Executive
Network）
を結成し、
ユーザー会同士の情報交
換を行うとともに、SAPドイツ本社にユーザーの
要望を伝えています。

SAP HANA に代表される最新技術の研究に加え、
デモ環境などで実際の

● 2015 年度 SUGEN：Walldolf

効果を検証しています。
また、現在のSAPを使いこなすために必要な技術情
報を収集し、技術面でJSUG会員企業を支援しています。

産業領域、機能領域を超えたコミュニティで、地域ごとに意見交換を定期的
に行っています。
「ここだけの話」
「本音の話」
を気軽に聞くことができます。

JSUGNETについて
JSUGNETは、JSUGが運営するホームページ
です。各部会・イベントの開催予定や、SAPから
の最 新 情 報を提 供しています。また、1,500件

戦略プログラム
ITを活用して企業変革を推進する方々を対象に、
Leaders Exchangeを開催
しています。
事例の研究や、
グループディスカッションを行い、
次世代リーダー
の育成を目指します。

を超える各種事例などにアクセスすることがで
きます。

http://www.jsug.org

