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蔦屋書店カンパニー様の事例から学ぶ
DX実現とTCO最適化のためのファーストステップ
～クラウド移行編～

出堀 琢麻 /   Takuma Debori

富士ソフト株式会社

P A R - 0 5

※2021年4月1日より株式会社蔦屋書店様はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社蔦屋書店カンパニーに社名変更致しました。
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今回のセッションで伝えたいこと
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▸富士ソフトとして考えるDXにおける
クラウド活用の重要な観点

▸株式会社蔦屋書店様と取り組んだ
DX基盤整備プロジェクトの事例と
その学び
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設立 1970年（昭和45年）5月15日

上場 東証一部上場（1998年9月1日）

資本金 262億28万円

売上高

単体：1,640億94百万円

連結：2,409億53百万円

（2020年12月期）

従業員数
単体： 8,163名
連結：14,422名

（2020年12月末現在）

2020年に

50周年を迎えた独立系SIer



登壇者プロフィール
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出堀 琢麻

D e b o r i Ta k u m a

富士ソフト株式会社
ソリューション事業本部インフラ事業部クラウドソリューション部
リーダー

～主な業務内容～
インフラエンジニアとして多数のお客様のAWS活用をサポート。
AWSの新規導入、既存システムのAWS移行を主に実施。
お客様のAWSの導入検討～AWSの導入から運用までの支援を実施。
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お客様のビジネス変革を最新技術でご支援しています。

富士ソフトのAIS-CRM (アイスクリーム)



AWSの最新トピックス
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富士ソフトはAWSプレミアコンサルティングパートナーとして
お客様の移行とDXの加速を目指しています。

移行

Oracle

IoT
次世代
運用

高品質
稼働



富士ソフトのAWSソリューションマップ
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設計、導入から運用・保守、DXの推進までワンストップでご支援
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攻めのITへ シフトする上での課題

⚫ 結果が見えないものに対しての投資リスク
⚫ 新しい技術に対応できる人材（スキル）がいない
⚫ 人手不足や既存業務が多忙による
人材（量）が足りない

◆ 少ない投資ですぐに使えるIT（道具）を準備
◆ クラウドに特化した常駐・支援要員を準備
◆ 課題の洗い出しからテーマを決めた

トライアル開発などを支援

サービスの特長

サービス提供体制

富士ソフトのエンジニアがお客様先に常駐・半常駐し、
DX推進を支援するサービスも提供しております

DX推進支援サービス



•コスト明確

化

•安全な移行

•無理のない

計画

計画

立案

•安心安全な

移行

•運用最適化

•システム標

準化

移行

実施

•クラウドシフト

•グローバル化

•IoT活用

継続

改善

IT基盤の整備がDXの第一歩
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クラウド活用プロセス概要

DXへのを実現するには皆様の要望を実現するための
IT基盤が必要不可欠です。
富士ソフトでは最適なIT基盤を導入するための支援を
実施しています。

・あるべき姿（DX）



導入事例
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蔦屋書店様に関するプレスリリース
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蔦屋書店様のお声をWebで公開中

蔦屋書店様のDXを支えるインフラをAWSで実現



上質なライフスタイルを提供





蔦屋書店様の当時の課題と方針
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クラウド上にリアーキテクトし、
各サービスを標準化することでシステム全体を最適化

複雑なシステム

守りのIT投資

多数のサービスが複雑に絡み合い、オンプレミスシステムの運用保守の負担
が大きくなっていた。
各サービスがそれぞれの仕様で固められ、外部連携がとりづらい状態だった。

複雑なシステムを維持するためのコスト投資が多く、システム開発への投資
が困難であった



背景
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2017年からクラウドファーストを基本にDXの検討を推進

事業変化

店舗レンタルと動画配信サービスを融合させたサービス『TSUTAYAプレミアム』の
スタートといったリアル店舗、会員、ネット含めた顧客接点から新たな業態へのシフト

Step 1: 新事業を支える新IT基盤の構築

提案方針
Step 2: 新たな価値を創出するシステム構築



富士ソフトが考えた提案方針
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Step 1: 新事業を支える新IT基盤の構築

提案方針

Step 2: 新たな価値を創出するサービス構築

• 新サービスを迅速かつ安全に提供するための
IT基盤の構築。

• 新サービスを生み出すサイクルを作るため、
TCO最適化によって予算を生み出す。

• 様々なサービスを融合するためのシステム
モダナイゼーション

• リアルとデジタルをつなぎ上質なライフスタイル
を更に高めていただけるための最新技術を
活用した基盤の構築



• DBのクラウド移行
• オンプレミスの縮小

Step 1: 新事業を支えるIT基盤の構築
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システム基盤ロードマップ

変化の激しいビジネス環境に対応できるようにシステム基盤のロードマップを作成
蔦屋書店の様々なサービスが協調して相乗効果を生む基盤の構築

オンプレミス 新IT基盤導入 全サービスインフラ
クラウド化

新IT基盤完成

・・・2017～ ～2020 ～2025～2022

• オンプレ&AWSの
ハイブリッド構成

• オンプレミスから
新基盤への移行

• 一部システムは独立
してクラウド上に構築

• IT基盤の標準化
• 運用自動化

• 優れたパブリッククラウド
基盤（SaaS)の活用

• APIをベースとしたシステ
ム連携

• プラットフォームに依存
しないIT基盤



新IT基盤導入のコンセプト
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守りのIT投資
の最適化

攻めのIT投資

プラットフォームに依存しない(ポータビリティの向上)
システム構成はシンプルに
運用は極力自動化
新IT基盤導入によるTCO最適化

システム継続性が高い基盤
変化に対し柔軟に対応することが可能
新しい技術を即時に採用することが可能
サーバを迅速に用意することが可能

守りのIT投資の最適化による攻めのIT投資へのシフト



なぜAWS？
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SaaS連携 事例・技術者の数 充実したサービス



新IT基盤概要図

24OSSの採用アセットの再利用

障害通知はオートコール IaCによる標準化

構成の標準化



新IT基盤導入時に苦労したこと
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苦労したこと 対策

オンプレミスとの連携
サーバ、DBが別ロケーションならないように
配置
連携が複雑なものはオンプレに残留

システムの標準化
管理単位はシステム単位、無理な標準化
は行わない
デプロイミスが起きないための環境整備

運用の自動化
運用体制の見直し
コミュニケーションツールの活用



蔦屋書店様の効果
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ビジネス変革に対応できる基盤構築を実現

ネット系サービスの基盤をクラウド化に成功。

今後の店舗系システムといったクラウド化構想のベースとなる基盤を実現

DX
推進

システム運用負荷、工数削減
AWSへの移行後1年経つも、インフラ起因の障害は0。

インフラ保守工数削減を実現→新システムの開発に投資

TCO
最適化

システムの改善を月 20~30回実施

クラウド化によってハードウェアの管理業務から、システム改修・改善活動に

力を注ぐことで、システム部門の本来の業務を実現

TCO
最適化

外部システムの容易な連携を実現
標準化することで外部システムとの容易な連携を実現。

例えば従来有人のシステム監視から自動監視システムを導入。

他のサービスを導入することでシステム開発期間を短縮。

DX
推進



蔦屋書店様の今後の計画

27

▸リアル店舗とITの融合

▸既存システムの改修による費用対
効果の高いシステムへの改修

▸システムモダナイゼーション

（コンテナ、サーバレス）への取組

蔦屋書店様のDXを全力で

サポートしていきます。
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蔦屋書店様のクラウド移行からの振返り
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富士ソフトはお客様のDXを十分にサポート可能

IT基盤の導入はDXの第一歩

DXの推進はお客様の明確な方針が重要
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蔦屋書店様を始め多数の事例掲載中
富士ソフトのスポンサーページにアクセスしてください！

Mail：cs-sales@fsi.co.jp

富士ソフト AWS営業グループ宛

お問い合わせ先

mailto:cs-sales@fsi.co.jp


Thank you!
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