
株式会社レストラン・エクスプレス（以下REX）様は、宅配寿

司「銀のさら」（323店舗／市場シェア48％）や宅配御膳「釜

寅」（144店舗／市場シェア77％超）をはじめ、多彩な宅配

料理店を展開する業界トップクラスのデリバリー専門企業

です。今回のシステムリニューアルでは、「銀のさら」および

「釜寅」で導入している売上管理や顧客管理、受発注管理な

ど主要な基幹データベースシステムの刷新を目指しました。

REX様では、直営店とフランチャイズ店とで共有できるシ

ステムを構築して、そこから様々な角度のマーケティング

データを抽出し、分析・活用できる仕組みづくりを実現して

います。「お客様が初回の注文からどのような履歴を経て、

どの商品を注文されているのかを詳細に“見える化”したい

というのが、システム刷新の大きなテーマでした。売上管理

に付帯するマーケティングの膨大なデータは非常に重要で

あり、これが明日の営業戦略へと直結する経営基盤だと考

えています」とREX様の業態サポート部 部長の竹山覚氏

は、今回のリニューアルの目的を語ります。

宅配事業は、外食のレストランや料理店とは異なり、売上

データや顧客データの動向が次の販促施策を大きく左右

します。明日の事業戦略へ活かすための最重要なデータ基

盤は、決して失われないよう確実に保存・管理し、いつでも

必要な時に必要なだけ自在に活用できなければ意味があり

ません。REX様が選択したのは、ユニバーサルソリューショ

ンシステムズ株式会社（以下USS）様に開発を委託した、

ストアマネージメントシステム「RTS－Web」であり、株式

会社IDCフロンティア様が提供するIaaS型パブリックク

ラウド（以下、クラウド型）のNOAHプラットフォームサー

ビスでした。コストと業務効率の両面から、非常にメリット

があるシステムだと判断したからです。

REX様では、業務効率を高め商品コストの低減を図るため

に、たとえば「銀のさら」と「釜寅」を同一の店舗で運営する

“ユニット”と呼ばれる複合型の宅配店を展開しており、多く

の店舗にて同一店舗内に複数の業態が存在しています。こ

のような複雑に入り組んだ個々の業務システムを、将来的

に最大99業態まで増やせる新基幹システムの構築を目指

したのが今回のシステムリニューアルです。そして、これから

も成長し続ける事業を支えているのが、クラウド上でもお

客様の大切な業務を障害から守るクラスタリングソフト

「CLUSTERPRO」です。

従来のシステムでは、新しい業態がひとつ増えても、手軽に

システムを追加・拡張することができませんでしたが、クラ

ウドを利用することで、高い柔軟性と自在な拡張性を持つ

事業の成長に合わせたスケーラブルなシステムを構築でき

るのではないかと、REX様では考えました。

既存のシステムは、データセンタへサーバを預託しOracle

データベースを中心とするASPシステムで構築されていま

したが、データ量やオペーレータ数が増えるにつれ、システ

ムコストが問題となってきていました。今回のリニューアル

では、従来よりも高コストなシステムになるのを避けるため

に、オープンソースのLinux（CentOS）＋MySQLという組

み合わせを採用しました。

そして、24時間365日止まらないシステムを実現するために

導入するクラスタリングソフトは、豊富な導入実績を持つこ

と、MySQLでの稼働実績も豊富であること、運用管理面で

しっかりしたサポートが受けられることを条件にUSS様が製

品選定を行い、最終的にCLUSTERPROを選択されました。

CLUSTERPROは、市場No.1（※2）のクラスタリングソフトで

あり、構築事例が非常に豊富なばかりでなく、OSS環境との親

和性の高さとクラウド環境での検証実績の豊富な点が選定評

価につながりました。「海外の製品もいくつか検討しましたが、

ほとんどが英語のマニュアルで緊急の障害時には使いにくい

のと、国産ソフトとは異なり導入後のサポート体制に対する

不安がありました。CLUSTERPROは日本でもっとも実績の

ある製品で、サポートも24時間体制で受けられることが導入

の決め手となりました」とUSS様のシステム事業本部システ

ム管理部 部長補佐の牧島明氏は、導入の経緯を語ります。

全国に展開するREX様の店舗へ、注文が集中する年末年始

などの繁忙期には、システムを絶対に止めるわけにはいきま

せん。そのためには、いちばん実績が豊富で安心して導入で

きる製品であることと、もっとも重要な運用フェーズにおい

て24時間365日の手厚いサポートが受けられること、この2

つの条件がCLUSTERPRO選定の大きな理由でした。

また、現状の累計顧客数である約840万件のデータに加え、

今後3年、5年と急速に増えつづけていく膨大なデータ量も

大きな課題でした。これらのデータを適切かつ確実に保管

しつづけるためには、システムの堅牢さと同時に、いつでも

スムーズに資源が増やせるフレキシビリティとスケーラビリ

ティが不可欠となります。プラットフォームにIDCフロンティ

ア様のクラウド型NOAHプラットフォームサービスを選択

した理由は、メンテナンスのために止められないという要件

に加え、将来のデータ増加や業態追加に備えたシステムの

柔軟性と拡張性の高さにありました。

REX様のシステムリニューアル計画は2010年4月に始動

し、2011年1月にはクラウドプラットフォームをIDCフロン

ティア様に決定。同年5月から本格的なシステムの構築

フェーズに入り、10月末にはカットオーバーを迎え、新シス

テムへの移行とともに11月から本格的な運用管理がス

タートしました。

開発・構築フェーズでは、データ処理のレスポンスなど様々な

テーマでテストが繰り返されましたが、システム稼働後も特

に大きな問題は発生していません。Oracleのクラスタリング

機能を用いず、MySQLとCLUSTERPROの組合せは操作

が複雑になってしまうのではないかと危惧していた開発者の

方々にも、シングルのマシンを使っているのとほとんど変わ

らない操作性に近いという

評価をいただいており、シ

ステム構築が進むにつれ、

「まるで空気のような存在」

という牧島氏の感想が、シ

ステムを背後から的確に

支えるCLUSTERPROの

役割を象徴的に物語って

います。

「現状では、ひとつの店舗

に最大4つの業態が共存

しており、しかもこれから

新たな業態がますます増

えていくと同時に、システ

ムも急速に拡張していく

のではないかと想定しています。急成長を続ける事業分

野の仕組みづくりとして、今回のリニューアルは最適な

仕様であると思っています」と、REX様の業態サポート部

システムグループ企画チーム マネージャーの星野幸太郎

氏は、システムリニューアルについてこう総括します。

「やはり、コスト面での効果がもっとも大きいでしょうか。

従来のOracleシステムで同機能のクラスタリングの仕組

みを構築する場合はストレージにかかる費用が大きいで

すし、それに比べ、CLUSTERPROでは約10分の1のコス

トで済んでいます。システムの移行も迅速でたいへんス

ムーズでした」と、USS様の牧島氏は開発を振り返ります。

データセンタへ機器を預託する従来のASPシステムでは、

サーバやストレージの物理的な冗長化のほかに、ネット

ワーク機器の二重化なども不可避的な課題でした。しか

し、仮想化の導入とプラットフォームをクラウドに変更した

ことで、ハードウェアにかかる初期コストを劇的に削減で

きたのと同時に、運用開始後の固定設備の管理負担の低

減を推進できたことが最大のメリットだったといえます。ク

ラウド型NOAHプラットフォームサービス上の仮想マシン

のスケールアップ/スケールアウトは柔軟に対応可能です。

その際にもCLUSTERPROは、全てのサーバを一度で設定

変更および反映することができて作業が簡易ですし、設定

ファイルのインポート・エキスポート機能により異なる複数

の設定状態を保存しておき、任意のタイミングで切替できま

す。これにより、システム管理者は本来の運用管理業務に集

中することができ、クラウドとCLUSTERPROの導入効果

はコスト面からも管理業務面からも大きなものでした。

「NECと協同でシステムを開発するのは初めてのことです

が、REX様のシステム構築や拡張を通じて、今後ますます

協同作業が増えるのではないかと予想しています。また、運

用管理を通じ様々なテーマで、NECのサポートチームとの

連携が深まるものと期待しています」とUSS牧島氏。

また、クラウド型NOAHプラットフォームサービスを提供し

ているIDCフロンティア様は、今回のリニューアルを振り

返ってこう総括します。「お客様の見えないところで、システ

ム全体の機能向上を図るのが私たちの使命ですが、より柔

軟性および機能性の高いクラウド環境づくり、たとえば

IaaSやPaaS、SaaSなどの構築を通じてNECとは今後と

も協力していきたいと考えています」。

今回のシステムリニューアルにより、REX様では蓄積された

データを色々な角度から切り出して参照したいというニー

ズとともに、BI的な視点からデータを自在に分析・加工し、

それによって得られたBI帳票を明日の経営戦略に活かした

いというテーマも実現しつつあります。「将来的には、売上

管理から顧客管理、受発注管理、宅配管理、Web上のECサ

イト管理、ポイント管理、さらにBIツール活用などを密接に

連携させた、大きな仕組みづくりを目指したいと思っていま

す。今回のシステムリニューアルは、その統合化され集約・連

携されたシステムへの第1歩と位置づけています」と、REX

様の竹山氏は将来の展望について締めくくりました。

来たるべきREX様の、大規模で高度な基幹システムの

高可用性を力強く支えるクラスタリングソフトとして、

CLUSTERPROが果たす役割りはこれからもますます

大きく、かつ重要さを増していきます。

株式会社レストラン・エクスプレス 様

http://www.nec.co.jp/clusterpro/

CLUSTERPRO 導入事例

クラウド上にOSSを用いて基幹システムを構築。
事業成長や業態の追加へ柔軟に対応できる
高可用でスケーラブルな仕組みを実現。

事業の成長や業態増加に合わせ、
柔軟に対応できる基幹システムを構築したい

導入実績の豊富さと、24時間365日の
手厚いサポートが導入の決め手に

全国に店舗を展開し業績を拡大している宅配寿司マーケットシェアNo.1（※1）のレストラン・エクスプレス様は、クラウド上にLinux＋

MySQLの組み合わせで新たな基幹システムを構築。24時間365日の無停止環境を前提に、事業の急成長や新たな業態の追加にも

柔軟に対応できるスケーラブルな仕組みを、CLUSTERPROの導入とともに実現しています。
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株式会社レストラン・エクスプレス
本社：東京都港区三田3-5-27
住友不動産三田ツインビル西館17階
2001年
宅配寿司「銀のさら」をはじめ、宅配御膳「釜寅」、宅配本
格中華「上海スクエア」、宅配とんかつ「あげ膳」、宅配欧
風カレー「カレーキャリー」、高齢者向け宅配弁当「キッチ
ンベル」、レストランデリバリー「ファインダイン」など、多
彩な宅配料理の直営店あるいはフランチャイズチェーン
店を、全国に330店舗以上も展開する宅配寿司&宅配釜
飯業界シェアNo.1の宅配専門企業。戦略的なシステム構
築には早期から取り組み、売上データや顧客データの精
密分析には全社を上げて注力してきた。TVなどへの出演
機会も多い、江見朗社長の「怒らない経営」は有名。
http://www.restaurantexpress.co.jp
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※1：株式会社富士経済  外食産業マーケティング便覧2011（上巻）より。
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データを色々な角度から切り出して参照したいというニー

ズとともに、BI的な視点からデータを自在に分析・加工し、

それによって得られたBI帳票を明日の経営戦略に活かした

いというテーマも実現しつつあります。「将来的には、売上

管理から顧客管理、受発注管理、宅配管理、Web上のECサ

イト管理、ポイント管理、さらにBIツール活用などを密接に

連携させた、大きな仕組みづくりを目指したいと思っていま

す。今回のシステムリニューアルは、その統合化され集約・連

携されたシステムへの第1歩と位置づけています」と、REX

様の竹山氏は将来の展望について締めくくりました。

来たるべきREX様の、大規模で高度な基幹システムの

高可用性を力強く支えるクラスタリングソフトとして、

CLUSTERPROが果たす役割りはこれからもますます

大きく、かつ重要さを増していきます。

今後も増え続ける業態を踏まえ、
余裕で包括できるシステム仕様を目指す

従来のシステムを拡張するのに比べ、
10分の1のコストで同機能を実現

今回のリニューアルは、将来の大規模な
システム基盤を見すえた第1歩
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システム図

データ分析・活用（営業戦略立案） 

お客様お客様お客様お客様

全国の店舗全国の店舗全国の店舗全国の店舗

チェーン本部＋店舗チェーン本部＋店舗チェーン本部＋店舗チェーン本部＋店舗チェーン本部＋店舗

銀のさら銀のさら銀のさら銀のさら銀のさら 釜 寅釜 寅釜 寅釜 寅釜 寅
（323店舗） （144店舗）

インターネット

注文

受注

＋ …

注文

ネット店舗ネット店舗ネット店舗ネット店舗ネット店舗

IaaS型パブリッククラウド（NOAHプラットフォーム）IaaS型パブリッククラウド（NOAHプラットフォーム）IaaS型パブリッククラウド（NOAHプラットフォーム）IaaS型パブリッククラウド（NOAHプラットフォーム）

クラウド（仮想マシン）クラウド（仮想マシン）クラウド（仮想マシン）クラウド（仮想マシン）

データベースシステム 
（Linux＋MySQL） ……

同期
アクティブアクティブアクティブアクティブ スタンバイスタンバイスタンバイスタンバイ

データベースシステム 
（Linux＋MySQL） ……

●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
●このカタログの内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承下さい。
●本製品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、
　日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。
　詳しくは、マニュアルまたは各製品に添付しております注意書きをご参照下さい。

お問い合わせは、下記へ

日本電気株式会社　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

NEC プラットフォーム販売本部
（ソフトウェアお問い合わせ）
〒108-8424　東京都港区芝五丁目33番8号（第一田町ビル）
TEL：03（3798）7177
【受付時間】9：00～12：00　13：00～17：00　月曜日～金曜日（祝日・NEC所定の休日を除く）

E-mail：contact@soft.jp.nec.com

※2：IDC Japanによる2011年6月 「国内システムソフトウェア市場 2010年の分析と2011年～2015年の予測：東日本大震災による影響を考慮」（J11310103）より。


