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BIOWORLDがCENTRIC PLMTMで膨大な 
データを管理し、圧倒的な進化を体感



「当社は年間約15,000の新商品を市場に送り出しており、種類
は約100種類、仕様が700種類もあります」

Bioworld Merchandisingの成長部門バイスプレジデントNathan 
Grant氏は、生産する商品が多種多様に渡ることで、ビジネスが複
雑になっていると話します。Bioworldでは、卸売・B2B・直販など、
様々なチャネルで商品を販売しています。Centric PLMを導入して
1年半が経ち、商品開発プロセスでは多くの変化がありました。す
ぐに使えるCentricの機能に合わせて商品販売戦略のビジネスプ
ロセスを構築し、ビジネスに影響を与えることなく、仮説を検証す
ることができるようになりました。従来の古いPLMシステムを入れ
替えた目的は、適切な商品を作り、スピーディにリリースすること
でした。Centric PLMを導入したことで、Bioworldではどのような
変化があったのでしょうか？

ファンのお気に入り
ライセンス商品で世界をリードするBioworld Merchandising
は、1999年に創業しました。テキサス州アーヴィングに本社を構
え、世界10ヶ所にオフィスを展開しています。スターウォーズ・ディ
ズニー・マーベルなど、様々なブランドのファン向けに、帽子・シャ
ツ・靴下・タオル・マグカップなど、「頭からつま先まで」そして「クロ
ーゼットからキッチンまで」あらゆるアイテムを販売しています。

CENTRICとの出会い
ITプログラムディレクターのPatrick Flanagan氏は、膨大なデー
タを扱うBioworld独自の要件に対応できる最適なPLMソリュー
ションと、自社のニーズをきちんと理解してくれるベンダーを探す
ために、徹底的に調査を行ったことを振り返ります。そんな折に、
従来のシステムに問題が発生したことで、早急な対応を迫られま
した。事前に行っていた情報収集と検証の結果から、Bioworldは
Centric PLMが最適であると判断しました。パンデミックの真った
だ中であったものの、Centricへの切り替え作業は2週間以内で、
しかも全てリモートで行われました。Flanagan氏は「前代未聞の
出来事でした。最初のロックダウンの時に、当時使っていたPLMシ
ステムで問題が発生し使えなくなってしまいました。そこでCentric
を導入することになりましたが、PLMの導入はすべてリモートで行
い、当社のニーズにすべて対応してくれました。Centricのチームが
素晴らしかったので、とても感動しました」と話します。

課題

+ 年間数万種類の商品を開発・生産
し、企画から小売までを管理

+ 複数の国で行う複雑な業務 

+ B2B、DTC、Amazonなど、様々な 
チャネルで膨大な量の商品を販売  

+ 業界の知識や経験が豊富なITパー
トナーが必要

最初のロックダウンの時に、当時
使っていたPLMシステムで問題が
発生し、使えなくなってしまいまし
た。そこでCENTRICを導入するこ
とになりましたが、PLMの導入は
すべてリモートで実施し、当社のニ
ーズにすべて対応してくれました

」
」
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膨大なデータ 
「約1年半の間に、101,000も

のデザインをCentricに登録し
てきました。Centricのおかげ
で、需要に対応することができ
たのです。当社はこれからも継
続的に規模を拡大していく予
定です。巨大なタオルに柄をプ
リントする場合は、実際のサイ
ズのファイルを登録する必要が
ありますが、その場合はデザイ
ナーを呼び出して『5GBのファ
イルが必要なの？』と確認して
います」とFlanagan氏は語り
ます。データを効率的に扱える
Centric PLMだからこそ、このタ
スクをこなすことができました。

Grant氏は「当社は世界中のあ
らゆる大手エンターテイメント
企業と取引をしており、100人
以上のデザイナーが、デザイン
や設計を行っています。また、取
引先の企業からデータを提供
してもらうこともあり、実に様
々な種類の商品を取り扱って
います。膨大な量のデザインは、巨大なファイルとして、すべてシス
テムに取り込みます。取引先から500GBの新しいデザインデータ
を受け取ることもあり、それらを何百もの商品に展開し、データを
すべてシステムに取り込むのです。さらに、小売店で販売されてい
る700のブランドと、その2倍の商品のデザインと開発を行っていま
す。当社に匹敵する企業は、世界中探してもそう多くはないと思い
ます」と語ります。

承認をスピードアップし、生産性を向上 
Bioworldでは多くのプロセスで、Centric PLMを活用していま
す。「Centricは承認フローでも活躍しており、社内のやりとりは
Centric上で行っています。デザイナーが、コミュニケーションを管
理している社内のライセンスチームにデータを渡す際も、広告やデ
ザインをお客様に承認してもらう場合も、Centricを使ってシステ
ム上で行っています」とGrant氏は語ります。

またGrant氏は、Centricを導入したことで、生産性と効率を大幅
に向上できたと話します。「生産性の面では、コレクションやライン
を管理している同業他社では“このコレクションは全て開発中で、
全てリリース予定です”と言うかもしれませんが、当社のビジネス
では、全てが絶対ではありません。ライセンサーがいるので、デザ
インが承認されない可能性もあり、何度も修正が必要になるかも
しれないため、プロジェクトを続けるか、保留するかを決断する必
要があります」

Bioworldでは、1週間に約1000のデザインを制作していま
す。Grant氏は「取り扱う商品の種類や特性、顧客が多種多様な
ため、全てが別々のスケジュールで進行します。このような様々な
条件をすべて把握できるのが、Centric PLMのすばらしいところで
す。何が停滞しているのか、それを解消するために注意やサポート
が必要なものはどれか、どこで決断を下すべきか？を確認できま

す。生産性の観点から、このよ
うな状況を打破できるのは、素
晴らしいことです。効率の面で
は、Centricのダイナミックビュ
ー機能のおかげで、商品のヒッ
ト率を大幅に向上できました。
また、サンプル作成に進めるべ
きでないデザインは、時間をか
ける前に早めに切り捨ててい
ます。Centricが提供してくれる
情報は、とても有用です」と話
し、発売にこぎつけた商品も、5
〜10%ほど改善できたと見積
もっています。

プロセスを最適化して、
業務を効率化
Bioworldでは、商品のリリース
にかかるスピードも改善できま
した。Flanagan氏は「これまで
は、メールを送って返事を待つ
だけでしたが、Centric PLMを
使って、社外のライセンシング
企業も、専用のポータルサイト
なしでログインして承認できる
ように設定しました。まだ試行

段階なので正確な数字はわかりませんが、この方法でライセンシ
ング部門の承認プロセスをスピードアップできました」と語ります。

Grant氏はさらに詳細を語ります。「従来のプロセスでは、デザイ
ン部門が社内のライセンシング部門に商品データを引き継ぎ、ラ
イセンシング部門がそれを読み解いて、システムに入力するか、メ
ールで送信していました。そのやり取りがブラックホール化するこ
ともあり、どれぐらい待っているのか、誰のところで止まっているの
か、誰も実際に確認することができない状態でした。私の部門はシ
ステムで確認できましたが、デザイン部門はそれができませんでし
た。でもアップデートを行うのはデザイン部門なので、アップデート
の内容を確認し、コメントを追加して、私たちの部門に転送しなけ
ればなりませんでした。Centric PLMでは、すべてがリアルタイム
に反映されます。以前はこのやりとりに5日以上かかっていました。
それが一瞬で終わるようになり、誰もが確認できるようになったの
です」

Flanagan氏はこう話します。「Centricで、自分のニーズにあわせ
てカスタマイズしたビューをすぐに確認することができ、個々の作
業を効率化することができました。以前はExcelや口頭、会議など
で確認していましたが、営業担当者はCentricを使って、自分にと
って重要なデータを表示することができるようになりました。今で
は、各自のニーズに合わせて、データを参照するビューを作成する
ことができます」
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システム連携とすぐに使える多様な機能 
Centric Softwareをパートナーに迎えるメリットについて、Grant
氏は次のように語ります。「様々な業界の企業のパートナーとして
協業してきたCentricは、ニッチな分野にも対応できます。プラット
フォームが、当社のビジネスの特殊な部分にも対応可能で、必要
なツールを構築できます。でも、効率の観点で本当にすばらしいの
は、これらのツールがCentricが培ってきたベストプラクティスに基
づいて設計されているところです。PLMには、既にすばらしい機能
が12もありますが、当社はデータを充実させてツールを活用する
ところにまだ至っていません。これだけの機能が用意されている
ということは、それを活用する必要があるということですよね？ こ
れは大きな財産になると考えています」

BioworldはCentric PLMと、Adobe Illustrator・ERP・BIレポートソ
フトを連携し、その他にも、様々なチャネルのサイトにデータを連
携しています。Flanagan氏は「営業担当者は、システム内で何でも
販売することができます。Centricからデータを取り出して、レポー
トを統合したり、商品情報や保留中の商品、売れ筋、トレンドなど
を確認することができます」と話します。

導入結果

+ リモートでスピーディに導入

+ すぐに使えるCentric PLMの機能に合わ
せてビジネスプロセスを簡単に調整

+ リードタイムを短縮

+ ニーズに合わせて対応できるシステムで、
情報を一元管理

+ 膨大なデータを適切に管理
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簡単に習得し、簡単に使える
Grant氏は「Centric PLMはとても使いやすく、操作方法や検索方
法を説明する必要がほとんどありません。また、ビューも簡単に設
定できます。Centricの管理者機能はとても優秀で、デフォルトのビ
ューや条件付きビューを設定することができます。Centricはユー
ザへの説明も簡単で、ユーザは使ったその日に操作方法を理解で
き、多くのユーザが『自分一人で使えるようになった』と話します。
管理職が手助けしなくても、社員は自分で学んで使いこなし、スキ
ルを増やしています。Centric PLMはとてもスマートで、チャートの
一部をクリックすると『ほら、これが動くよ！』と教えてくれるのです。
動的なデータを表示できるチャートには、みんな驚きましたよ」



CENTRIC PLMを最大限に活用 
Bioworldでは、ユーザが安心してプラットフォームを活用でき
るように、いくつかのステップを用意しています。 Flanagan氏は

「Centricの使い方でわからないことがあれば、質問を書き込め
るチャンネルを用意し、その回答を社内全員が参照できるように
しました。グループ学習ですね。また週に一度、何でも質問できる
1時間のQ&Aセッションを開催しています。誰も参加せず、Nateと
私だけがお互いをにらめっこしていることもありますが....」と話
します。Grant氏は「このセッションのすばらしいところは、毎週何
か新しいトピックが生まれていることです。常に部門内で共有で
きることがあります。先ほども話しましたが、みんなすぐに理解し
てくれます。毎週新しいことを学び、共有することで、ミーティング
がすばらしい交流の場となっています。そして、より多くのことを共
有できるようになりました。本当に本当に、すばらしいことです」と 
加えます。

業務の目標は、より高度になっています。Grant氏は「意思決定
において、より多くのデータを活用するように働きかけていま
す。Centricは、営業やデザイン、ライセンス部門だけでなく、調達な
ど社内のすべての人に役立つシステムです。社員がどれくらいの
頻度でログインしているのかをトラッキングしていますが、みんな
頻繁に使っていてとても驚かされます。前回確認した際は、90％が
毎日ログインしていました。」

CENTRIC PLMの次期リリースに貢献
Centric PLMを使い始めて1年という節目に、Bioworldは足りな
い機能はないか社内でアンケートを実施しました。その結果ユー
ザから出たのは、複数のデザイン番号を簡単に検索できる機能で
した。Flanagan氏は「複数のデザインを検索する機能が必要な理
由を、Centric Softwareの要望書に書いたら、次のバージョンで搭
載されることになりました！ユーザに知らせると、実際に拍手喝采
でした。当社ではみんな喜んでおり、他のユーザ企業も喜んでくれ
ると思います。次のバージョンでその機能を実現するきっかけを作
れたことは、とても喜ばしいことです」と語ります。

最後に、Grant氏は感謝の気持ちをこう話します。「Centricが私た
ちにコンタクトして意見に耳を傾け、当社の経験をシェアしてくれ
ることにとても感謝しています。Centricのサポートチームと毎週
月曜日に30分間のミーティングを持ち、サポートチケットの状況を
確認していますが、このようなことをしてくれる会社は他にありま
せん」
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www.centricsoftware.com

CentricはCentric Software社の登録商標です。 
またすべてのブランド名や商品名は各ブランドの商標登録である場合があります。

BIOWORLD (www.bioworldmerch.com)     
Bioworld Merchandisingは、ポップカルチャー商品のパイオニアです。ライセンス契約したアパレルやグッズを生産するメーカーとして、20年間に渡
って世界的をリードしてきました。これを可能にしたのは、ファンの視点からこの業界を捉えてきたことです。

様々な価格帯・デザイン・トレンドでファンがつながれるように、20のカテゴリで包括的な小売販売を行っており、150名を超えるデザインのエキスパ
ートが、すべての商品カテゴリを対応しています。あらゆる小売でカスタマイズした品ぞろえを用意することが可能で、取引先のブランドは最大限に
アピールしインパクトを与えることができます。また世界的な販売力を誇り、マーケティングから契約まですべてを手がけており、ブランド独自のニー
ズに合わせて、完全にカスタマイズした対応を行っています。

テキサス州に本社を置き、世界各地にオフィスを構え、世界で500名の従業員が業務に従事しています。生産から流通、そしてその間のステップもす
べて含むサプライチェーンを所有しており、お客様には、当社はソリューションの選択肢の一つではなく、当社こそがソリューションであることをご理
解いただいています。

CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)    
シリコンバレーに本社を置くCentric Software®は、ファッション、小売り、フットウェア、ラグジュアリーブランド、アウトドア、化粧品、パーソナルケア
用品、食品等のコンシューマグッズ業界向けに、デジタルトランスフォーメーション(DX)をサポートするソリューションをご提供しています。代表的な
製品ライフサイクル管理 (PLM) ソリューションCentric PLMTMは、変化の激しい時代に対応するための販売計画、商品開発、調達、品質管理、商品
ポートフォリオ最適化の機能を搭載しています。新興ブランド向けには、主要機能と業界のベストプラクティスを搭載したCentric SMBをご提供して
おります。また、タッチ操作で使え、協業や意思決定をサポートするデジタルボードCentric Visual Innovation Platform (Centric VIP) もご利用い
ただけます。Centric Softwareは、モバイルのパイオニアとして、業界初のPLM用モバイルアプリの他、ERP、DAM、PIM、eコマース、プランニングな
ど各種システムとの連携機能や、Adobe® Illustratorや3D CADとの連携機能をご用意しております。常に市場のニーズに対応した機能を開発し、業
界最高の利用率を誇るCentricは、業界最速で価値をお届けしており、リードタイムを短縮して、コストを削減し、イノベーションを強化するためのソ
リューションをご提供しています。

Centric Softwareは、3Dデザインソフトや3Dデジタルモックアップ、PLMソリューションで世界をリードするDassault Systèmes (ユーロネクスト・パ
リ: #13065, DSY.PA)の子会社です。

またCentric Softwareは、米Red Herring社が世界で最も革新的なテクノロジーベンチャー企業に贈るRed Herring Top100 Globalを2013
年、2015年、2016年の3度に渡って受賞したのを始め、2012年、2016年、2018年、2021年度に受賞したFrost & Sullivanの各種アワードの他、数々
のアワードを受賞しています。
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http://www.centricsoftware.com

