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ごあいさつ
1996年に設立されたジャパンSAPユーザーグループ（通称：JSUGジェイサグ）は、会員企業69
社からスタートしました。
以降、会員企業自らが運営するユーザーコミュニティという趣旨に広くご賛同をいただき、現在で
は560社を超える会員企業、約8,100名の登録者を擁する、世界でも有数のSAPユーザー会に
成長しました。
今、我々は歴史の転換点に立っています。デジタルが日々の環境となり、人々の働き方も社会の常
識も変わりつつあります。昨日までの当たり前が当たり前でなくなる今日、我々に今求められてい
ることは、この変化を傍観するのではなく、自らの意思と力で動き、変化を愉しみながら自分で「未
来を創る」ことだと考えます。 2021年、JSUGも自ら変わることに取り組みます。ユーザー企業、
パートナー企業、SAP 社との三位一体の活動の下、新しい環境を踏まえた施策の導入を進め、様々
な場を提供して多様な会員を結ぶ力となることで、自らの未来を創ることに挑戦する皆様を力強く
応援し、共に新たな景色を創り出して行きたいと思います。

エデュケーション
SAP製品に関する
最新情報の入手と共有

ネットワーク
会員相互の
親睦・交流•研鑽

インフルエンス
SAP戦略や
製品への影響

 2回 3,750名

●産業領域 22回 437名
●機能領域 43回 1,372名
●テクニカル領域 6回 115名

●地域フォーラム 4回 101名
●戦略プログラム 24回 1,557名
●その他 16回 238名

●Conference／Focus

合計117回

合計7,570名

●回数

●人数

About JSUG

ジャパンSAPユーザーグループ
会　長

トラスコ中山株式会社　取締役
経営管理本部 　本部長
兼 デジタル戦略本部 本部長

数見 篤

設立

1996年

会員

566社 （法人458社／賛助108社）

登録者

約8,100名

サポーター

49社

部会／WG

36

JSUGの基本理念

数字で見るJSUG  2021年4月1日現在

2020年度活動実績　※参加人数はのべ人数

（2021年5月26日現在）



JSUG では、会員企業の皆様がすぐに使える豊富なプログラムをご用意しております。
ぜひ、ご入会いただき、SAP 導入や移行の検討、社外人脈づくりなど、貴社のビジネス拡大にお役立てください。

JSUGの入会メリットは盛りだくさん
すぐにお役立ていただけます。

JSUGの活動スケジュールや、JSUGサポーターからの最新事
例、ソリューションなどを入手できます。

JSUGメールニュース（無料）

会員企業の事例・経験を蓄積した「事例
データベース」で、検索して有益な事例
を探せます。

JSUG 宝の山-FactDB

イベント情報や最新ニュース、SAP
の新製品、新しい取り組みなどを発
信しています。

JSUG Official Facebook

多様なコンテンツやタイムリーな情報を提供し、
SAP導入/移行やビジネスの拡大をサポート

JSUGからの情報提供

メリット
merit1

すぐに役立つ各種コンテンツをお届け
最新のユーザー事例や限定資料がいっぱい

サポーターからの情報提供

メリット
merit2

詳細はこちら www.facebook.com/JSUGNET/

注目のITトレンドや最新の導入事例などをご紹介

JSUG Express（年3回配信）

自社に最適なソリューションを選定する際にオススメ

ユーザー事例

ユーザー企業に提供している最新ソリューションをご紹介

ソリューション

JSUG、サポーター企業各社の
ビジネス戦略と展望をご紹介

活動紹介

ビジネスノウハウなど価値ある情報が満載のコンテンツ

限定資料



JSUG Conference（東京）
キーノートセッション、事例の講演な
どが実施される年間最大イベント

SAP TechED
SAPが主催する技術者向け年次イベント

SAPPHIRE　NOW（米国）
世界最大かつ最高クオリティのイベント

JSUG 国際派遣プログラム
2019年アメリカシアトルを訪問

JSUGの会合は、部会、フォーラム、分科会を入れて36。ユーザー会ならではの本音の話をユーザー同士ですることができ、身近に相談できる社外
の人脈を形成することが可能です。

次世代リーダーの育成、
女性だけのコミュニティなど、
戦略プログラムもご用意

産業
領域

医薬品部会 自動車部会総合商社部会 素材産業部会

運輸部会食品部会電力部会

地域
フォーラム

西日本フォーラム 中部フォーラム 北陸フォーラム

テクニカル
領域

テクニカル部会

S/4HANA WG

部会運営分科会

Fieldglass分科会（仮）

機能拡張要求分科会

サプライヤイネイブルメント分科会

SAP BTP WG

関西分科会

機能
領域

データ
活用部会

EHS部会 S/4HANA
クラウド部会

Concur部会SAP 
Business One
ユーザー部会

Grobal 
Implementaiton

部会

Next Leaders Exchange
次世代のリーダー育成のため、
会員企業から希望者を募り、
「イノベーション実現するIT」を
目指すプログラムです。

ダイバーシティの観点から、女
性だけのコミュニティとして、
2017年に新設され大好評を博
しています。

戦略プログラム

今後のデジタル変革に欠かせない、
社外情報を得る人脈ができる

部会での情報共有

メリット
merit3

お勧めのイベントを多数開催
ITトレンドの把握やパートナーづくりの場に

国内外のイベントへの参加

メリット
merit4

人事部会 設備保全部会 経営管理部会 Ariba部会

タレント
マネジメント
分科会

人事機能
要求分科会

ウーマンズTalkNext Leaders
Exchange

 JSUアンバサダー
プログラム

S/4への移行を
考える会

JSUG 
Conference
実行委員会

JSUG INFO
企画編集
委員会



ユーザーの生の声を届け、影響を与える
SAPへの提言チャンスを創出

JSUGも積極的に参加している
各国のユーザーグループとの意見交換が可能

協働開発プログラムへの参加

メリット
merit5
SAPの幹部や開発責任者と話し合う機会を積極的につくり、ユーザーの声をSAPに届
ける活動を行っています。また、SAPに対して働きかけた結果、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ました。

SUGEN同士の交流

メリット
merit6
SUGEN （SAP User Group Executive Network）
は、インフルエンス活動のひとつで、各国のユーザー
会の代表が話し合い、ユーザーとしての声をSAP社
へ届けるプログラムです。

会員同士のネットワークをつくりたい

SAPの戦略や製品改善への働きかけをしたい

最新情報を入手したい

JSUGの入会はこんな方にオススメ!

仕事が忙しく、情報収集にかける時間がない。

さまざまなコンテンツを集めて多角度から検討したい。

SAP に関する最新情報をいちはやく入手したい。

一緒に研鑽する仲間を見つけたい。

悩みをユーザー同士で共有し、アドバイスを受けたい。

イベントなどに参加して、自社に最適なソリューションを見つけたい。

根本的な問題解決を図りたい。

インフルエンス活動について学びたい。

他国のユーザー会についても知りたい。

エデュケーション

ネットワーク

インフルエンス



会員資格・年会費

※ 2021年4月1日～2022年3月31日までの1年間が初年度となります。

ご入会はJSUGのWebサイト「JSUGNET」からお申し込みいただけます。入会方法
www. jsug.org/admission/

法人会員
SAPのユーザー企業またはSAPを導入
検討中の企業（60,000円/年）
より多くの方に活動内容を体験いただくために、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。

賛助会員
本会の理念に賛同するパートナー企業
（110,000円/年）
ただし本会の目的に沿わない場合は、常任理事会の判断によ
り、入会を認めない場合があります。

スチューデント会員
本会の理念に賛同した学生で、在学期間
に限る（1,000円/年）

ジャパンSAPユーザーグループ
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-11-13　恵比寿ヴェルソービル６F（アベニール・ジャパン株式会社内）
Mail: info@jsug.org

お問い合わせ

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）

2021年5月26日現在

2020年度 ベストサポーター賞
2020年度 プラチナサポーター継続賞


