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成功する企業は、優れた製品や 
サービスを提供するだけではロイヤル
ティの高い顧客を維持できないことを 
理解しています。顧客が期待する優れた 
エクスペリエンスを提供して管理するには、

CX リーダーが顧客の購買動機に耳を傾けて
理解し、適切なタイミングで行動する 
必要があります。エクスペリエンス管理
の新たな時代が到来したのです。
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でした。この大きなずれを SAP では「エクスペリエ
ンスギャップ」と呼びます。このギャップを適切に解消
するには、顧客の声に耳を傾ける必要があります。
顧客の声を理解することが、行動につながります。カ
スタマーエクスペリエンスを向上するには、顧客の声
を理解した上で行動する必要があるのです。これが
エクスペリエンス管理であり、エクスペリエンスギャッ
プ解消の鍵となります。

優れたエクスペリエンス管理を実現するには、新たな
手法が必要です。数十年にわたり、企業は意思決定
の基準としてオペレーションデータ（O データ）を利
用してきました。これは業務上の指標や活動に関する
データであり、企業で何が起こっているかを知ること
ができます。例えば、損益、成約率、カート放棄率な
どです。デジタル革命により、企業は業務のサイロ化
を解消し、オムニチャネルエンゲージメントに移行し
ようとしています。

SAP は、卓越したカスタマーエクスペリエンスの提供
を目指す企業をどのように支援できるでしょうか。
Qualtrics 社を買収した SAP は、モジュール型の
包括的なカスタマーエクスペリエンススイートである 
SAP C/4HANA® を通じて、企業がトップクラスのカ
スタマーエクスペリエンスを実現できるよう支援しま
す。このスイートは、業界をリードする 5 つのクラウド
ソリューション（セールス、サービス、コマース、マー
ケティング、顧客データ管理）で構成されています。

SAP C/4HANA カスタマーエクスペリエンススイート
は、顧客をファンに変えるエクスペリエンスを実現する
ために設計された次の 5 つの柱を基盤としています。

パーソナライゼーション
• その瞬間に求められるエクスペリエンスを顧客に
提供

• 顧客ごとに一貫性のあるカスタマージャーニー

信頼性
• すべてのタッチポイントで顧客のプリファレンスと
同意をリアルタイムで追跡

• 顧客に対しデータの透明性を提供

インテリジェンス
• ビジネス全体にアナリティクスを組み込み、実用
的なインサイトを提供

• 人工知能 (AI)、機械学習、チャットボット、音声
対応のプロセスによる高度な分析

統合
• クローズドループ型の業種別ビジネスプロセスに
より一貫性のあるカスタマージャーニーを提供

• 顧客、製品、受注管理などのクロススイート機能

拡張可能なプラットフォーム
• 柔軟な拡張フレームワークを備えたアジャイルで
オープンなプラットフォーム

• スイート全体の管理とオーケストレーション

新しいエクスペリエンスエコノミー時代におい
て、企業は「顧客適応型」に変わらなければな
りません。オペレーションデータ（O データ）を
センチメントやフィードバックなどのエクスペリエ
ンスデータ（X データ）と組み合わせることで、
顧客行動の「what（何が）」と「why（なぜ）」
を理解し、優れたカスタマーエクスペリエンスを
生み出すことができます。未来は、この変化を
受け入れる企業に訪れます。

エクスペリエンスエコノミーで企業が成功を収
めるには、卓越したカスタマーエクスペリエ
ンスを提供する必要があります。顧客の期待

の変化によって競争が変化しており、業界のリーダー
はカスタマーエクスペリエンスによる差別化を図ってい
ます。しかし、企業は一貫性のあるエクスペリエンス
を提供するのに苦労しています。カスタマーエクスペリ
エンス戦略のパフォーマンスを完全かつ正確に把握す
る手段がないためです。

実際に、Bain & Company（ベイン・アンド・カンパ
ニー）社1による最近の調査では、CEO の 80% が優
れたエクスペリエンスを顧客に提供していると回答し
たのに対し、それに同意した顧客は 8% にすぎません

新しいエクスペリエンスの 
時代をリードする

あらゆる 
瞬間を 
お客様の 
ために

「SAP C/4HANA と  
Qualtrics のソリューション 
により、最新のビジネスに 

対応できます。 
顧客との距離を縮め、 

カスタマーエクスペリエンスを 
改善できます」

Kennametal 社バイスプレジデント兼 
CIO、トーマス・F・マッキー・ジュニア 

(Thomas F. McKee Jr.) 氏
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信頼できるデータによりパーソナライズ 
されたエクスペリエンスを推進 – データ 
サイロを解消し、全社的に利用できる 
同意に基づくデータにより、豊富な情報を
含む統合された顧客プロファイルを構築

匿名のサイト訪問者を特定し、 
ロイヤルティの高い顧客に転換 –  
顧客主導で段階的に関係を構築

顧客との信頼関係を構築 – 透明性の 
向上と顧客自身によるデータ管理により、 
顧客に主導権を付与

SAP® Customer Data Cloud 
透明性と同意を通じて信頼を構築

SAP® Customer Data Cloud ソリューションは、企業が信頼に
基づく長期的な顧客関係を構築できるよう支援します。これを実
現するのが、同意に基づくファーストパーティーデータによって
パーソナライズされたデジタルエンゲージメントの促進です。SAP 
のクラウドネイティブポートフォリオを利用すれば、企業は多数の
消費者と関係を構築し、データ保護と消費者プライバシーに関す
るコンプライアンスに対応できるほか、豊富な情報を含む統合さ
れた顧客プロファイルを段階的に構築していくことでマーケティン
グ、販売、サービス戦略を強化できます。

消費者からの信頼が過去最低の水準にまで落ち込み、EU 一般
データ保護規則 (GDPR) などの新たなデータ保護規則が制定さ
れる中で、顧客同意のあらゆる要素を効果的に管理することがこ
れまで以上に重要になっています。SAP Customer Data Cloud 
は、共有されている情報やその用途を消費者に対して透明化し、
消費者が自らの個人データをセルフサービスによって有効に管理
できるようにするエンタープライズプリファレンス機能を備えてい
ます。

より高い信頼に基づくパーソナライズされたデジタルエクスペリエ
ンスを実現することで、企業はコンプライアンスをビジネスリスク
から市場での強みに転換できます。これは、当事者全員にとって
のメリットになります。

対象を増やし、透明性と 
統制を基盤として、 
信頼に基づくパーソナライズ
された顧客関係を構築

01 | SAP C/4HANA スイート

SAP C/4HANA
SAP のカスタマーエクスペリエンス 

スイートは、セールス、マーケティング、
コマース、カスタマーサービス、 

サプライチェーンを含むビジネス全体で
インテリジェンスの提供と顧客データ 
管理を実現するオープンでアジャイルな
プラットフォームを基盤としています。

詳細を見てみましょう。
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SAP Marketing Cloud
適切な管理により収益を向上

デジタルエコノミーの世界では、顧客が豊富な情報と選択肢を
持っています。ブランドエクスペリエンスに対する期待は高く、そ
れに応えられなければ顧客は簡単に離れていきます。企業の成長
に欠かせない顧客を特定し、維持することがこれほど難しかった
時代はありません。SAP Marketing Cloud ソリューションは、マー
ケティングで必要とされるデータと分析の機能を提供し、マーケ
ターの収益管理を複雑さなしに支援します。

多くの場合、マーケターが顧客の理解に苦労する原因は、組織全
体でデータがサイロ化されていることにあります。SAP Marketing 
Cloud は、企業全体のエクスペリエンスデータとオペレーション
データを統合することで顧客の一元管理を実現し、マーケティン
グ戦略の基盤となる強力なインサイトを提供します。これにより、
顧客のニーズの変化に迅速に対応できるようになります。自動化
されたインテリジェンスを活用して、極めて正確にパーソナライズ
されたエンゲージメントを実現することが、顧客プリファレンスの
尊重、顧客満足度の向上、信頼の構築につながります。また、マー
ケターはこのソリューションが提供するクローズドループ型のマー
ケティング測定と使いやすいビジネスインテリジェンスによって、
今何が起きているか、何をする必要があるかを把握できるように
なり、迅速で確かな意思決定によりマーケティングパフォーマンス
と ROI を最適化することができます。

強力なインサイトを 
生み出す、顧客の 
統一された評価により 
マーケティング戦略を構築

質の高いデータを活用して顧客を 
理解し、より的確にターゲットを 
絞ったマーケティングを実現

インテリジェンスを利用して迅速に
エンゲージメントを高め、 
顧客と緊密な関係を構築

マーケティングパフォーマンスの 
最適化によって収益を増やし、 
マーケティング部門のポジションを
強化

01 | SAP C/4HANA スイート

SAP Commerce Cloud
コマースの再創造

SAP は、長年にわたってコマースプラットフォーム市場をリードし
てきました。最新のクラウドネイティブ製品も、その高い柔軟性に
よって、コマースを再創造しようとしています。世界中の中小企業
から巨大企業に至るまで、わずか数日のスピード導入からあらゆ
るビジネスモデル（B2C、B2B、B2B2C）、業種、市場に最適化
した導入まで柔軟に対応します。クラウドネイティブアーキテク
チャーを基盤とする SAP Commerce Cloud ソリューションは、
オープン性と接続性を備えた API ファーストのソリューションであ
り、アジャイルなマイクロサービスアーキテクチャーにより迅速に
拡張できます。

SAP Commerce Cloud と新しい SAP Upscale Commerce ソ
リューションの強みは、パーソナライゼーションだけではありませ
ん。質の高い統合されたエクスペリエンスを提供し、シームレス
にチャネルを横断し、フロントオフィスとバックオフィスを統合し、
デマンドチェーンとサプライチェーンを連携させます。また、組み
込みの人工知能 (AI) を活用したマーチャンダイジングによって顧
客に応じた貴重なエクスペリエンスを提供することで売上を伸ば
し、収益を増やすことができます。

SAP Commerce Cloud と SAP (Qualtrics) のエクスペリエンス管
理ソリューションを組み合わせることで、企業は顧客の声を聞き、
アプローチを最適化することができるので、顧客は常にブランドの
質が約束されたカスタマーエクスペリエンスを享受することができ
ます。

数日での導入も、 
ビジネスに応じた最適化も 

可能なワンストップ 
プラットフォーム

総所有コスト (TCO) の削減 –  
短期間で導入でき、保守が容易で、
カスタマイズは不要

チャネルとデバイス、フロント 
オフィスとバックオフィスを横断する
質の高いコマースエクスペリエンス
を提供

組み込みの AI と自己最適化機能を
活用した店舗により売上と収益を 
向上
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SAP Sales Cloud
販売エクスペリエンスを変革

販売の迅速化により、営業担当者はより短期間でより大きな売上を
達成でき、それが会社の戦略的目標の達成と利益につながります。
また、販売の迅速化はカスタマーエクスペリエンスの向上とも密接
に関連します。

ではどうすればよいのでしょうか。答えはシンプルです。営業担当
者のエクスペリエンスを改善することが、カスタマーエクスペリエン
スの向上につながります。営業担当者がツールを利用して、顧客に
関連情報や見積を迅速に提供し、契約を短時間で処理できるように
し、適切な製品の迅速な販売に対するインセンティブを与えれば、
営業担当者だけでなく、顧客の満足度も向上します。

SAP Sales Cloud ポートフォリオにより、見積から回収までのサイク
ルが自動化されます。見積と提案のプロセスでは、営業担当者は何
日もかかっていた複雑な見積を数分で作成できます。契約ライフサ
イクル管理では、契約締結までのプロセスが円滑になります。ビジ
ネス目標の達成につながるオファーの収益化機能と併せて販売実
績管理を利用すると、販売テリトリーとノルマを調整することができ、
売上目標を設定して営業担当者の意欲を高めることができます。
セールスオートメーションはこれまでになく直感的かつ包括的にな
り、営業チームは販売予測やパイプライン管理を利用して将来の計
画を立て、取引を進めることができます。

販売計画の迅速化

円滑な購買 
エクスペリエンスの創出

CRM 導入の促進

顧客へ情報、見積、契約、 
製品を迅速かつ正確に 
提供するために必要な 
ツールとインセンティブを 
営業担当者に提供

SAP Service Cloud
完璧なサービスモーメントを実現

カスタマーエクスペリエンスの中核となるのが、カスタマーサー
ビスです。すべてのサービスモーメントで企業の真価が問われま
す。いかに迅速に対応できるか、いかに顧客の便宜を図れるか、
問題を解決して顧客に満足してもらうまでどのくらいの時間がか
かるかが問われます。

SAP Service Cloud ソリューションは、企業が重要な瞬間を捉え
て優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できるよう支援しま
す。使いやすいセルフサービス、オムニチャネルのカスタマーエ
ンゲージメントのサポート、オンデマンドのフィールドサービスの
提供、現場とオペレーションシステムの間のギャップの解消などを
実現します。

組み込みの人工知能 (AI) を活用して、サービスプロセスを自動化
および迅速化できます。チャットボットに日常的なタスクや反復的
なタスクを任せることができるので、営業担当者は複雑な問い合
わせへの対応に集中できます。IoT と予防保全により、故障する
前に部品を交換できるため、ダウンタイムが最小限に抑えられま
す。また、AI ベースのクラウド（群衆）型サービスにより、サー
ビス技術者の空きを待つことがなくなります。

顧客の声に耳を傾けることでクローズドループを実現できます。エ
クスペリエンスに関するフィードバックを即時に入手し、機会を逸
する前に迅速に対処する必要があります。SAP Qualtrics Service 
CX ソリューションは、サービスソリューションが有効に機能してい
る根拠を示し、問題があればそれを解決するための正確なアク
ションを提示します。

顧客にとって重要な瞬間を捉え、 
より高速かつ便利で、信頼性の高い
サービスを提供することでエンゲージ
メントを高め、顧客をファンに転換

従業員に適切なツール、インサイト、
インテリジェンス、トレーニングを 
提供することで、従業員を意欲の 
高いエキスパートや信頼される 
アドバイザーに育成

初回のコンタクトから問題解決までの
一貫したオペレーションの優位性を 
確立し、常にブランドの信頼を 
維持しながら業務コストを削減

エクスペリエンスに関する 
フィードバックを即時に入手し、
機会を逸する前に迅速に対処

ゴールドガイド | SAP Customer Experience01 | SAP C/4HANA スイート
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 顧客との距離を 
縮める

課題
多くの製品がサードパーティーを介して販売される中、顧
客と直接つながるにはどうすればよいでしょうか。例えば、
BOSCH、JOHN DEERE、BURTON などの各メーカーは、
誰が商品を購入したかまではおそらく把握していないでしょ
う。しかし、知ろうとすれば可能なのです。

プロトタイプ
SAP Customer Experience Labs においては、まさにこう
いった課題に挑戦しています。SAP Customer Experience 
Labs では、「間接」顧客の個人データ、行動データ、購
買データを取得する手段として、マーケティングデータ、
販売データ、コマースデータ、顧客データの機能を統合し、
カスタマージャーニーの全体像を示すソリューションの開
発に取り組んできました。

このようなソリューションにより、企業は自身の顧客をより
包括的に把握して自社製品を積極的に推奨し、ブランドロ
イヤルティを高めることができます。カスタマージャーニー
をより深く理解することで、企業はカスタマーエクスペリエ
ンスを総合的に改善し、パーソナライズされたコミュニケー
ションによって顧客をブランドアンバサダーに変えることが
できます。

成功する 
イノベーションの 
条件とは

イノベーションを成功させる  
3 つのステップ

方向性を確認する
主な課題を特定しその解決法について意見
を出し合います。常に内外の顧客を中心に
考えます。

アイデアを行動に移す
支援者を見つけ出し、経営陣の賛同を得ま
す。内部での調整が重要です。

プロトタイプを作成する
リスクを取り、早い段階で失敗して、結果
を分析します。詳細を調べ、それに応じた
調整を行います。

3

1

2

SAP Customer Experience Lab で
のイノベーションは、実際のビジネ
スに応用できる新しいテクノロジー
への純粋な興味から生まれています。
SAP Customer Experience Lab は、
お客様やパートナー様の協力の下で、
未来のプロトタイプや革新的なショー
ケースを実現し、SAP Customer 
Experience ポートフォリオの可能性
を紹介しています。 的確な製品を推奨して 

ブランドロイヤルティを向上
»

02
 常に最適な製品を
即時に提案

課題
洋服のショッピングは、楽しいことばかりとは限りませ
ん。実際、多くの人が非常に面倒だと感じています。
店舗まで車を運転し、駐車場に車を停め、服が陳列
された棚を見て、試着すべきかどうか考えます。自分
にぴったりの服を見つけてくれるパーソナライズされ
たショッピングツールが店舗にあれば、ショッピング
体験は苦痛から夢のような体験に変わるのではないで
しょうか。

プロトタイプ
小売店は、顧客を店舗内のスタイリストとつなぐモバ
イルアプリを提供できます。顧客は試着室から直接別
のスタイルやサイズの商品をリクエストでき、近くにい
る従業員を呼び止める必要はありません。スタイリス
トはそれぞれの顧客に合わせた商品を勧めることがで
き、顧客とやり取りしながらクロスセルやアップセルの
機会を見極めることができます。さらに、顧客はレジ
の行列に並ぶことなくスタイリストとその場で会計を済
ませることができます。

この画期的なパーソナルショッピングエクスペリエンス
を提供することで、小売店はショッピング全体と試着
室のエクスペリエンスを改善し、店舗内でのカスタマー
エンゲージメントを促進することができます。また、好
みのスタイル、サイズ、購入履歴などの顧客データを
取得し、それを生かして将来的にも引き続きパーソナ
ルなカスタマーエクスペリエンスを提供することができ
ます。

 現場の営業担当者
をサポート

課題
製品への要求の高まりに、営業チームは対応できてい
るでしょうか。常に競争相手に少し後れをとっていな
いでしょうか。営業担当者が最適なカスタマーエクス
ペリエンスを提供できるよう支援するには、何が必要
でしょうか。

プロトタイプ
モバイルとボットを融合したモバイルチャットボットソ
リューションにより、現場の営業担当者を支援します。
営業担当者は現場で在庫の確認や受注の準備ができ
るため、彼らがオフィスに戻るまで処理を待つ必要が
ありません。

この新たなエクスペリエンスによって受注プロセスが
迅速化され、受注ミスが最小限に抑えられます。顧客
は登録中の注文をレビューでき、営業担当者は顧客に
リアルタイムの在庫レポートを提供できます。デジタル
プラットフォームによって販売現場のエクスペリエンス
が最適化され、総合的な顧客満足度が向上します。

ショッピングエクスペリエンス
全体を改善し、店舗内の 
カスタマーエンゲージメントを
促進

»

フィールドセールスの 
エクスペリエンスを最適化し、
総合的な顧客満足度を改善

»

ゴールドガイド | SAP Customer Experience
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人工知能 (AI) と 
仮想現実による 
ファッション小売業界の変革
イノベーションは孤立した状況
で生まれるものではありません。
エコシステム全体で生み出され
るものであり、SAP では最も 
革新的なスタートアップ企業と
連携し、最新のテクノロジーを
駆使して SAP C/4HANA  
スイートを強化しています。

画期的なバーチャル 
フィッティングルーム
バーチャルフィッティングルームのテクノロ
ジーは、カリフォルニア州サンマテオを拠点
とする 3DLOOK 社などのスタートアップの
力により、コンセプトから現実化へと進んで
います。

従来、オンラインのアパレルショップ業者は
返品の問題に苦しんできました。返品の多
くは商品のサイズが合わないことが原因で
した。返品にはコストがかかり、さらに顧
客にとってはネガティブな体験になります。
サイズが合わない服を欲しがる人はいない
でしょう。

例えば、非常に競争の激しい小売業界では、スター
トアップ数社が、仮想現実の中で衣料品を試着し、売
れ筋のスタイリッシュなコーディネートを試すことがで
きるアプリケーションを開発しています。この新しい
仮想体験には、店舗でのショッピングよりも優れてい
る点がいくつもあります。最終的には、顧客満足度
が向上し、返品が減少します。

そういったテクノロジーがどのように機能し
ているか、その様子をご紹介しましょう。

1
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 画期的なテクノロジーを  
 利用して返品の問題を  
 一度で恒久的に解決 

2

3DLOOK 社は、自分のサイズのアバターを作成する
画期的なテクノロジーによってこの問題の解決を支
援します。顧客はこのアバターに服を「試着」させ
て体に合うかどうかを確認できます。

顧客側の操作は非常に簡単です。スマートフォンを
使って、服を着たまま自分の写真を 2 枚撮影します。
このテクノロジーでは、コンピュータービジョン、
ニューラルネットワーク、複雑な 3D 統計モデリング
を使用してリアルなアバターを作成し、サイズを測定
します。3DLOOK 社のソフトウェアはこの生体測定
データを計算および分析し、パーソナライズされたイ
ンサイトを構築します。

測定は非常に正確で、店舗でのメジャーを使った計
測の精度を上回ります。しかも、メリットはこれだけ
ではありません。アバターを使って、小売店が推奨
するブランドのスタイルに合う服を試着できます。ま
た、拡張現実を利用することで、洋服がさまざまな
シーンでどう見えるのかも確認できます。

しかし、最大のメリットは小売店が入手できるデー
タかもしれません。顧客の正確なサイズ、最終的に
好みに合って購入された商品、購入されなかった商
品に関するすべての情報が、新製品開発だけでなく、
それぞれの顧客または顧客グループに合わせてパー
ソナライズされたフォローアップマーケティングにも
役立てられます。

仮想現実への没入
オンラインショッピングにおける長年の課題は、ジー
ンズなどの商品を手に取り、あらゆる角度からじっ
くり見定めることができないことでした。シカゴを
拠点とするスタートアップの Threekit 社は、この課
題を解決し、店舗よりも優れたエクスペリエンスを
提供できるソリューションを開発しました。

Threekit 社のビジュアルコンフィギュレーターは、
商品をリアルに 3D 化できます。顧客はブラウザー
上でオンライン店舗の商品ページにアクセスし、そ
こで商品を回転、反転、拡大したり、あらゆる角度
から表示したりできます。

しかも、このように表示できるのは在庫がある商品
だけではありません。Threekit 社は、存在しない
商品さえもリアルに 3D 化できます。商品は購入さ
れるまでは実在する必要がなく、購入された時点で
製造業者にその仕様が伝わります。

複雑な商品の場合は、一つの製品をさまざまなコ
ンポーネントに細分化し、それらすべてを自由に組
み合わせることができます。このアプローチにより、
ほぼ無限の組み合わせが可能になります。
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完璧なコーディネートで、 
たちまちおしゃれに
FINDMINE 社は、ブランドや小売店の独自の感覚で
コーディネートを提案するマーチャンダイザーの仕事を
自動化します。また、在庫がある商品や、それらがい
つの時点までに売る必要があるのかなど、現実的な
要素も考慮されます。すなわちマーチャンダイザーは、
他の顧客が購入した商品のコホート分析（ユーザーを
グループごとに分類し、その行動や定着率を分析）か
ら近いものを提案するのではなく、顧客が購入した商
品ををどう着こなすか、エキスパートの視点で提案す
ることができます。

このシステムには、過去に提案したコーディネートの
パフォーマンスに基づいて相性の良い組み合わせを特
定する予測インテリジェンスを提供する人工知能 (AI) 
が組み込まれています。また、顧客の好みやサイズを
インポートして、より精度の高い提案を行うこともでき
ます。AI により、大規模な展開も可能になります。
FINDMINE は年間 20 億件のコーディネートを提案す

アパレルなどの商品を、ユーザーが即時にカスタマイズでき
ます。例えば、色を変えたり、オプション（セーターの V ネッ
クとボートネックなど）を切り替えて見た目を確認したりでき
ます。また、拡張現実や仮想現実を利用して、商品がリビン
グや中庭でどう見えるかを確認することもできます。

これは、小売店にとって大きなメリットがあります。Threekit 
社によると、同社のビジュアルコンフィギュレータ―によってコ
ンバージョンが最大 40% 増加し、返品は 80% 減少します。
また、商品のカスタマイズを希望する顧客は進んで追加料金
を支払います。

るため、小売店はカタログに掲載されている商品を最
大限に活用できます。また、実店舗、オンライン店舗、
マーケティングで、チャネルを問わず一貫性を持った
コーディネートを提案できます。

FINDMINE 社によると、これまでの結果は上々で、
adidas 社、John Varvatos 社、Perry Ellis 社などで
総売上が 4%～ 9% 上昇しました。

FINDMINE 社の共同創立者であり、CEO を務めるミッ
シェル・バカラック (Michelle Bacharach) 氏によると、
小売店では AI によって驚くべき販売手法が生み出され
ています。例えば、コーディネートの提案に下着を含
めることは従来ではあまり考えられていませんでした。
しかし現実には、多くの買い物客にとって、スカート
やスラックスを選ぶ上で下着も重要な要素になる場合
があります。実際に、それを証明するデータも存在し
ます。「優れた直感力を持つ小売店に当社の仮説のテ
スト・検証をお願いしています」とバカラック氏は述
べています。

3

 マーチャンダイザーは他の顧客が  
 購入した商品に近いものではなく、  
 エキスパートの視点で選んだ商品を  

 顧客に提案するようコントロール 

レジの行列に並ぶ必要のない店舗内購入
ミュンヘンを拠点とするスタートアップの rapitag 社は、
画期的なテクノロジーにより、デジタルコマースの強み
を実店舗でも実現することを目指しています。これまで
実店舗で買い物する際のデメリットは、レジの行列に並
ばなければならないことでした。

そこで rapitag 社は、レジ係が会計時に商品から取り外
す必要がある盗難防止セキュリティデバイスに代わるス
マートデバイスを開発しました。これにより、レジ係で
はなく顧客自身が、モバイルアプリから商品を購入する
ことでデバイスのロックを解除し、デバイスを取り外せる
ようになります。

ユーザーは、近距離無線通信に Bluetooth を使用し、
タグが付いた商品にスマートフォンをかざして、その商
品の価格などの情報を即時に取得できます。このアプリ
では一般的なオンライン決済オプションを利用でき、顧
客が支払を行うと、rapitag デバイスのロックを解除する
一意のトークンが生成されます。顧客は商品を持って店
舗から出ることも、そのままショッピングを続けることも
できます。rapitag デバイスは店舗に残され、別の商品
に再利用されます。

このデバイスは、現行のモバイルチェックアウトテクノロジー
や旧型のセキュリティデバイスと比べ、セキュリティ面で優れ
ています。個別の商品にマッピングされているため、万引
き犯や従業員が不正操作するのが難しいためです。

大きなメリットは、顧客にとっての利便性だけではありませ
ん。行列に並ぶ精神的負担がなく、すぐに支払いできれば、
購入してもらえる可能性が高まります。また、ショッピング
を続けてさらに別の商品を購入してもらえる可能性もありま
す。このように、オンラインショッピングのメリットが実店舗
にもたらされるのです。

また、デジタルエクスペリエンスと同様に、顧客の行動は
すべてリアルタイムで記録されます。例えば、購入されたば
かりのコートと似合うスカーフを勧めて、店舗内のその売り
場まで顧客を誘導することも可能です。

rapitag は、オムニチャネルテクノロジーとしても非常に優
れています。現在、価格とプロモーションのデータを含む
商品データをカタログに保存するために SAP Commerce 
Cloud ソリューションが使用されています。このデータは共
有されており、小売店は顧客の好みに応じたオンラインプ
ロモーションやセールを提案することで顧客をフォローアッ
プできます。

4

 会計時にレジ係が取り外す  
 盗難防止セキュリティ  

 デバイスに代わる  
 スマートデバイスにより、  

 レジの行列を回避 
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03
お客様の 
成功事例

成功している企業が  
SAP ソリューションを 

活用してコネクティビティ、 
インテリジェンス、顧客 
第一主義をどのように 
実現しているのかを 

ご紹介します
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Yell 社：多国籍メディアサービスプロバイダー
は、どのようにして顧客のニーズをより正確に 
つかめるようになったのでしょう？

メディア

03 | お客様の成功事例

売上高

2 億 2,300 万ユーロ
会社
Yell Ltd.
バークシャー
（英国）

従業員数

1,500 人

SAP ソリューション
SAP Sales Cloud
SAP Service Cloud
SAP Commerce Cloud

パートナー
SAP Consulting

Yell 社は、マネージド・デジタルマーケティング・サービス分野でナンバー
ワンの企業として、英国のあらゆる分野の企業を顧客としていますが、社内
の顧客対応ソリューションでは顧客とのすべてのやりとりを明確に把握できま
せんでした。SAP® Service Cloud、SAP Sales Cloud、SAP Commerce 
Cloud により、初回の対応時からアフターサポートまで、Yell 社の顧客プロ
セスの透明性が高められました。 

リードの生成から何らかのアクションを起こして顧客へコンタクトし、クーリ
ングオフ期間を最小限にするなど、すぐに効果が現れました。顧客データの
サイロ化が解消され、データ品質とスタッフの即応性が向上しました。e コ
マースによる顧客向けセルフサービスにより、営業チームはより複雑なニー
ズを持つ顧客への対応に集中できるようになりました。

すべての SAP クラウドソリューションが、 
Yell 社のビジネスの成功に 
不可欠になっています。

Yell 社テクノロジーサービス責任者、マーク・イングランド (Mark England) 氏

Emmi Group：乳製品会社のカスタマー 
エクスペリエンスがテクノロジーによって 

どのように改善されたのでしょう？

食品・消費財

売上高

約 28 億 4,000 万ユーロ
会社
Emmi Group
ルツェルン（スイス）

従業員数

約 5,900 人

SAP ソリューション
SAP Marketing Cloud

パートナー
SAP Consulting

Emmi 社はスイス最大の牛乳加工業者であり、ヨーロッパで最も革新的な高
級乳製品販売業者でもあります。Emmi 社がデジタル変革を開始した当時、
最優先事項とされていたのがデジタルカスタマーエクスペリエンスでした。
同社には、ソーシャルチャネルや Web サイトなど、その時点ですでに多くの
デジタルタッチポイントがありました。その目的は消費者をより深く理解し、
従来型のマーケティングからパーソナライズされたデジタルマーケティングへ
と移行することでした。そして、この目的を達成するために必要とされたの
が SAP Marketing Cloud ソリューションのようなオムニチャネルのデジタル
マーケティングプラットフォームでした。

SAP Marketing Cloud ソリューションにより、 
マーケティングキャンペーンを自社で策定し、 

顧客プロファイルを拡充し、マーケティング予算を 
より効率的に利用できるようになりました。

Emmi Group デジタル変革責任者、マーセル・ハートレイン (Marcel Härtlein) 氏

3 倍
コンバージョン率の向上

66%
Facebook にあるような、 
オーディエンスによる 
「登録からクリック」率の増加 

リアル
タイム
マーケティング 
パフォーマンスのインサイト

31%
把握している消費者の 
増加
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従業員数

6,500 人

American Cancer Society：  
米国のがん協会はどのようにして 
登録プロセスを合理化し、会員のニーズを
明らかにしたのでしょう？

医療機関

売上高

8 億 6,100 万 米ドル

がんによる死亡者数が 1991 年から 20% 減少
American Cancer Society (ACS) は、がん研究を行う米国最大の民間非営利団体で
す。ACS は、1913 年より草の根活動によってがん研究に対する関心を高め、この病
気によって脅かされるすべての命を守るための闘いを支援してきました。ACS の 
Web サイトでは、数百万人のボランティア、ドナー、研究者、医師、患者に対し、あ
らゆる角度からがんと闘うためのリソースを提供しています。しかし、ユーザー認証
の管理と関連情報の提供が徐々に困難になっていました。ACS は、次世代型のサイ
ンオンプロセスと、コミュニティにおけるオンラインリソースの利用状況をより深く把
握するための手段を必要としていました。

SAP ソリューション
SAP Customer Data Cloud 

ACS は、SAP Customer Data Cloud を 
登録のための使いやすいフロントエンドとして利用する 
だけでなく、各個人のニーズに応じたコンテンツを 

提供するために必要なインサイトのソースとしても活用して
います。患者はすでにがんと闘っています。サポートを 

得るために再び闘う必要はないでしょう。

American Cancer Society Inc. カスタマーエクスペリエンスおよびインテグレーション担当シニアディレクター、 
ポーレット・カーター (Paulette Carter) 氏

社名
American Cancer Society Inc.
ジョージア州アトランタ（米国）

ACS ではストレスフリーな 
サインオンプロセスを通じて 
年間 350 万人の 
ユーザー登録情報を取得し、 
命を救うメッセージを 
より多くの人に届けられるよう 
範囲を拡大してきました。

SAP Customer Data Cloud ソリューションは American 
Cancer Society (ACS) における以下の実現を支援しました。

• Constituent 360 プログラムを開発し、コミュニティの全
体像把握とそのメンバーの ID を把握

• 組織全体にわたり情報源を一元化し、業務の合理化と分
析の強化を推進

• RAAS (Registration-as-a-Service) とシングルサインオン
機能によりアクセスを簡素化

• 各ボランティア、ドナー、医療専門家、研究者、患者の
プロファイルに応じ、コンテンツを調整

• 強力なスコアリングモデルを策定し、関心データと行動
データの統合によりパワーユーザーを特定

• ソーシャルメディア経由での Web サイトアクセスを強化
し、若年ユーザー向けのサービスを拡大

• サードパーティーアカウントからの豊富なファーストパー
ティーデータを収集し、プライバシーコンプライアンス推
進を自動化

360° プログラム
コミュニティの全体像

ソーシャルメディア
若年ユーザー向けサービスの拡大

シングルサインオン
アクセスを簡素化する機能

03 | お客様の成功事例
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社名
Tetra Pak
ピュリー（スイス）

従業員数

2 万 5,488 人

Tetra Pak 社： 食品包装業界の大手企業は
どのようにして競争をリードし続け、 
顧客中心主義を貫いているのでしょう？

産業用機械

売上高

112 億ユーロ

食品包装および加工業界のイノベーションをリードする Tetra Pak 社
は、世界中に食品を届けることができるよう、高品質、高価値の製品
を消費者に提供しています。同社は、マーケティング、営業、サポート、
サプライチェーンのデータサイロを解消し、顧客に関するオペレーショ
ン (O) データを一元管理できるようにしました。また、製品に関する
フィードバックや配送に関する満足度などのエクスペリエンス (X) 
データを活用し、顧客のニーズをこれまで以上に詳細に把握できるよ
うにしました。顧客からのフィードバックをビジネスオペレーションに
反映させることで、顧客への回答時間が数週間から数日へと大幅に
短縮され、カスタマーエクスペリエンスが大幅に向上しました。

SAP ソリューション
SAP Marketing Cloud
SAP Service Cloud
SAP Qualtrics Core XM

プロモーターからの 
フィードバックを参考にする
ことによる年間売上の増加

210 万ユーロ

20%
現場の管理業務の削減

数千人のスタッフが、X データと O データを 
日常業務の中で利用しています。顧客の 

不満を聞き対処する現場スタッフも、NPS と収益を
分析する本社のスタッフも、会社全体でデータを 
活用してスマートに業務を行っています。

Tetra Pak 社販売サポートおよびオペレーショナルエクセレンス部門 CX 担当責任者、 
ローラ・モナリ (Laura Monari) 氏

導入前：課題と機会
• 15 年にわたって年次調査のトレンドに頼ってきたため、顧客
フィードバックへの対応が後手に回る

• トラブルシューティングに利用する履歴データが不完全なた
め、顧客の問題が深刻化

• リアルタイムの顧客調査を実施できないため、関連性の高い
タイムリーな顧客フィードバックを十分に収集できない

• 詳細なリアルタイムのフィードバックを取得できないため、顧
客とのクローズドループを構築し、改善を迅速に実施するこ
とができない

• 顧客にとって「最も重要な瞬間（モーメント）」を特定し、
付加価値を生み出せる可能性

• 2017 年に新たなカスタマーエクスペリエンス (CX) プログラ
ムである「One Company」を開始（顧客とのタッチポイント
でフィードバックを即時に収集し、迅速かつ適切に対応する
よう設計されている）

SAP と QUALTRICS 社が選ばれた理由
• オペレーション (O) データ (what) とエクスペリエンス (X) 
データ (why) をかけあわせ、分断されたタッチポイントを結
び付け、チームが顧客とより建設的な会話を行い、「最も重
要な瞬間」にフォーカスできる

• Qualtrics システムで収集された X データと SAP システムに
保存された O データを組み合わせて活用することで顧客
フィードバックへの理解を深め、業務パフォーマンスと結び付
けて実用的なインサイトを獲得できる

• SAP システムで収集・保存された O データを使用し、カスタ
マージャーニーの特定のポイントで調査を開始できる

導入後：価値主体の成果
• 顧客活動の分析に XM テクノロジーを組み込むことで 30 万
ユーロのコスト削減を実現

• 現場での管理業務を 20% 削減することで年間 20 万ユーロ
のコストを削減し、現場スタッフが顧客対応に充てられる時
間をより多く確保

• 「プロモーター（推奨者）」である顧客にとって重要な事項に
フォーカスすることで、年間売上が 210 万ユーロ増加

• 大量取引での不安定要素である「デトラクター（批判者）」
である顧客から年間 120 万ユーロの収益を確保

• 個別の顧客への応答時間を 15 日から 48 時間に短縮
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社名
New Era Cap Company Inc.
ニューヨーク州バッファロー 
（米国）

従業員数

およそ 1,200 人

New Era Cap 社： SAP Commerce 
Cloud をわずか 5 カ月で導入し、 
新たな時代の e コマースを開始

小売

売上高

約 5 億 4,100 万 米ドル

アジャイルなクラウドファーストのアプローチを採用する New Era Cap 
社は、SAP Commerce Cloud を導入し、質の高いパーソナライズさ
れた e コマースエクスペリエンスを顧客に提供しています。スポーツ
キャップとスポーツアクセサリーの大手製造会社である New Era 社の
顧客は世界中に広がっています。500 を超える公式ライセンス製品を
扱う同社は、膨大な在庫を保持しています。これを管理し、質の高い
サービスを顧客に提供することは非常に難しく、タスクを処理するた
めの効果的なプラットフォームが必要でした。そのため、New Era 社
は EPAM Systems 社および SAP Customer Experience と提携して
最先端の e コマースプラットフォームを構築し、競争をリードしていま
す。

グローバルに事業を展開する同社は、SAP Customer Experience の
導入により、即応性と使いやすさを兼ね備えたオムニチャネルのエク
スペリエンスを B2B と B2C の両方の顧客に提供しています。このク
ラウドソリューションは、New Era 社のクラウドファーストのアプロー
チと、先進的でアジャイルな企業文化にぴったりマッチしました。実際、
5 カ月という厳しい期限が設定されていたため、同社にとってクラウ
ドソリューション以外の選択肢はありませんでした。システムの操作
性の高さ、導入のスピード、質の高いサポートサービスにより、同社
の業務水準が向上しました。今後、New Era 社はこの導入プロジェク
トを将来の成功に向けたベンチマークとする予定です。

SAP ソリューション
SAP Commerce Cloud

パートナー
EPAM Systems 社

SAP Commerce Cloud で 
顧客ニーズをより正確に把握

目的
• 既存の SAP システムと統合でき、国際市場に対応できる 

B2B および B2C 向けの e コマースプラットフォームを
導入

• コストのかかる社内 IT 部門を編成することなく、クラウド
ファーストのアプローチに従って厳しい期限内でプラット
フォームの本稼動を開始

• B2B 卸売業者に対しパーソナライズされた有意義なエク
スペリエンスを提供

• すべてのチャネルの顧客を一元管理

SAP と EPAM Systems 社が選ばれた理由
• SAP Commerce Cloud が提供する追加設定不要の豊富
な機能により、カスタマイズがほとんど不要で短期間での
導入が可能

• SAP の確かな実績
• 短期間での導入を可能にするプラットフォームの柔軟性
• 短期間での導入に関する EPAM Systems 社の優れた

実績
• 関与する 3 社すべてが文化的に適合

解決策
• およそ 5 カ月でソリューションを導入
• ゼロダウンタイムの要件を満たす唯一の手段であるクラウ
ドソリューションを使用して e コマースプラットフォームを
実現

• IT フットプリントを縮小し、IT インフラ管理に費やす時間
を短縮することでコアビジネスに集中する時間を確保

• 質の高いインサイトに基づく確かな意思決定
• 顧客の買物習慣に対する理解を向上
• PayPal や Worldpay などのサードパーティーサービスを
統合

5 カ月
本稼動開始までの期間

より多様な
カスタマーエクスペリエンス

より高い
パフォーマンスと拡張性
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Henkel 社：最高の B2B の 
営業チームを作り上げる 
要因とは？

食品・消費財

社名
Henkel AG & Co. KGaA
デュッセルドルフ、ホルトハウゼン
（ドイツ）

SAP ソリューション
SAP Commerce Cloud
SAP Marketing Cloud
SAP Sales Cloud

SAP Retail Execution  
モバイルアプリ

パートナー
maihiro 社

従業員数

5 万 1,350 人
売上高 (2017 年)

187 億 1,400 万ユーロ

Henkel 社の接着技術部門の意思決定者は、デジタル変革によって顧客志向
を最大限に実現する必要があることを理解しています。そのため、Henkel 
社は消費者の実際のニーズに基づいて新しいオンラインショップを立ち上げ
ました。また、現場の販売スタッフは、デジタルサポートにより顧客の関心
を高めることができるようになりました。

使いやすいオンラインショップ、詳細な顧客分析、営業チーム向けの先進的
なソリューション：Henkel 社の接着技術部門は、これまで以上に効果的なカ
スタマーサポートと、顧客の要求を満たす製品やサービスを提供しています。

販売のデジタル変革により、あらゆる業務での 
顧客中心主義と、より柔軟かつアジャイルで 
効果の高い販売が実現しています。

Henkel AG & Co. KGaA e コマース・CRM グローバル責任者、マイケル・スティチノート (Michael Stichnote) 氏

一元化
すべての顧客データを集約

スピード
新たな市場の要求を満たす短期間での 
ソリューション導入

モバイル
あらゆるエンドデバイスでアクセス可能

360°
すべての顧客を把握

SAP Customer Experience  
ソリューションを使用してより 
効果的なカスタマーサポートを 
提供
Henkel 社の接着技術部門は、画期的な 2 つの SAP Customer 
Experience ソリューションを SAP のパートナーである maihiro 
社とともに導入し、販売業務を刷新しました。オンラインショッ
プと現場の販売スタッフ向けアプリケーションにより、大手グロー
バル企業としての Henkel 社の地位はより確固たるものになりま
した。

導入前：課題と機会
• デジタルトランスフォーメーションの成功
• より効果的な販売による事業拡大
• カスタマーケアの強化
• 顧客データに対するエンドツーエンドのインサイトの獲得
• 顧客データの継続的な分析と分析結果の即時活用

SAP と maihiro 社が選ばれた理由
• 市場要件の変更に柔軟に対応可能なソリューション
• 統合機能により将来のイノベーションを促進
• 導入パートナーの maihiro 社による販売訪問計画を最適

化する maiTour ソリューション

導入後：価値主体の成果
• 製品情報とサービス情報を 1 つのシステムに統合
• 実際の顧客の要求を完全に満たす新しいオンラインショッ
プを立ち上げ

• 要求に基づくクロスセルとアップセルによって収益を拡大
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