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東洋ビジネスエンジニアリングの SAP ERP フロントエンドソリューション

「B-Triplex」(ビー・トリプレックス)に 

「Duet  for Microsoft Office and SAP」を採用 
 

 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：千田峰雄／以下

B-EN-G）と、SAP ジャパン株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：八剱洋一郎／以下 

SAP)、そして、マイクロソフト株式会社(本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：ダレン ヒューストン／以下 

マイクロソフト)の 3 社は、このたび、SAP とマイクロソフトが共同開発したフロントエンドソリューション「Duet  

for Microsoft Office and SAP」(デュエット フォー マイクロソフトオフィス アンド エスエイピー、以下 

Duet) で協業を行うことを合意しました。 

 

 Duet は、企業ユーザが操作性に優れた Microsoft Office を使い、SAP ERP(*1)などのアプリケーション

へのアクセスをより簡単かつ柔軟にするためのフロントエンドソリューションで、SAP とマイクロソフトが共同

で設計・開発し、販売・サポートを行うものです。 

*1)  ERP (Enterprise Resource Planning) ： 受注・販売管理、在庫管理、生産管理、会計といった企業内における基幹業務を 

サポートする統合業務パッケージ 

 

 今回の合意にもとづき、B-EN-G は、SAP ERP 用フロントエンドソリューションである「B-Triplex」（ビー・ト

リプレックス）の構築メニューに新たに Duet を追加し、B-Triplex のさらなる拡販を推進します。

「B-Triplex」は、SAP をバックエンドとした基幹系業務システムのフロントエンドとして Microsoft Office 

Excel  2007 や Microsoft Office SharePoint  Server 2007 といった the 2007 Microsoft  Office system を

活用する新しい形のソリューションパッケージで、B-EN-G が開発、販売、サポートを行っています。 

 また、B-EN-G は、昨年開設したエンタープライズ SOA コンピテンスセンターに Duet の体験環境を設置

し、より幅広いシナリオでの Office を使用した業務システム連携ソリューションを提案、推進いたします。 

 

SAP とマイクロソフトは、今回の協業に関する専任の担当者を置くとともに、Duet に関する技術やリソース

を B-EN-G に提供することで、Duet の新バージョンの検証作業や B-EN-G の Duet 活用ソリューションの

開発をサポートし、技術面およびマーケティング面双方におけるSAP ユーザを中心とした企業への拡販を

支援します。 

 

SAP とマイクロソフトは、Duet が実現するエンタープライズ環境とデストップ環境とのさらなる融合を推進し、

顧客のさらなる利便性の向上や、新しいビジネス機会の創出ができる環境を提供していきます。 
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 そして 3 社は、さまざまな検証と、SAP の ERＰなどのアプリケーションならびに Microsoft Office を利用し

ている顧客を中心とした販促活動を積極的に進めていきます。 

 

■ B-EN-G、SAP、マイクロソフトの合意内容 

１．B-Triplex での Duet 対応メニューの追加 

現在の B-Triplex でのソリューション開発メニューに Duet を活用したレポート、分析及び予算管理、

需要計画などのシナリオを追加します。Duet にないシナリオやカスタムでの開発、BI 環境構築等に

関しては従来通りの B-Triplex で柔軟に対応いたします。 

 

２．エンタープライズ SOA コンピテンスセンターに Duet の評価環境を設置 

B-EN-G 社内のエンタープライズ SOA コンピテンスセンターに Duet 1.0 の評価環境を設置いたしま

した。また、今後リリースされるバージョンについても、お客様に具体的に Duet のシナリオを体験でき

る環境を提供いたします。 

 

■ Duet に関する SAP のホームページ 

   http://www30.sap.com/japan/solutions/duet/index.epx 

 

■ B-Triplex に関する B-EN-G のホームページ 

   http://www.to-be.co.jp/sap/b-triplex.html 

 

■ 所有商標に関する表示 

 ・ SAP、R/3、mySAP、mySAP.com、xApps、SAP NetWeaver、SAPロゴ、記載されているすべての SAP製品お

よびサービス名は、SAP AG のドイツおよびその他世界各国における登録商標または商標です。 

 ・ Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

 ・ その他文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。 
 
■ お客様からのお問い合わせ先 

東洋ビジネスエンジニアリング（株） エンタープライズ SOA コンピテンスセンター 

ＴＥＬ ：03-3510-1622 ／ FAX：03-3510-1626   

E-mail：esoa@to-be.co.jp 

 

SAP ジャパン株式会社 

ＴＥＬ ： ０３－３２７３－３５００  

http://www.sap.com/japan/contactsap 
 

マイクロソフト株式会社 ビジネスパートナー営業統括本部 【担当：関】 

〒１５１－８５８３ 東京都渋谷区代々木２丁目２番１号 小田急サザンタワー 

ＴＥＬ ： ０３－４５２３－３４２０ （部門代表） 

E-mail: kotarose@microsoft.com 
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■ 報道機関からのお問い合せ 
東洋ビジネスエンジニアリング（株） 業務管理本部 広報  【担当：猪野】 

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町一丁目８番１号 KDDI 大手町ビル 

電話：03-3510-1615／FAX：03-3510-1624 

E-mail：www@to-be.co.jp 

 

SAP ジャパン株式会社 パートナー＆マーケティング統括本部 広報 【担当：鈴木】 

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町一丁目７番２号 

ＴＥＬ ： ０３－３２７３－３８８０ 

E-Mail : kaori.suzuki@sap.com 

 

マイクロソフト株式会社 広報部 【担当：石井】 

〒１５１－８５８３ 東京都渋谷区代々木２丁目２番１号 小田急サザンタワー 

ＴＥＬ ： ０３－４５２３－３２１０ （部門代表） 

E-Mail：mskkpr@microsoft.com 

 

 

                                        以上 




