
統一された世界規模の
アプローチにより
顧客体験を向上

世界的メーカーによる顧客への営業
およびサービスプロセスの
再デザインをアバナードがサポート

ビジネスの背景
今日の市場で高い競争力を維持するに
は、顧客が何を必要とし、いつ必要とし
ているかを把握することが最も重要で
す。しかし、顧客体験とは個別の購入
プロセスの一部であり、1対1の対応が
必要です。一貫した顧客体験を世界中
の多様な顧客に提供するにはどうした
らよいのでしょうか。

世界的な自動二輪車メーカーから、顧
客が自動二輪車を選んだり購入したり
する方法から修理やカスタマイズされ
た付属品の取り付けができるように
ディーラーやその他の事業関係者が連
帯する方法までといった自社の営業プ
ロセス全体の再評価におけるサポート

ワーク・リデザイン
新しい機会をつかむための戦略。

www.avanade.com/workredesigned

From Accenture and Microsoft
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についての依頼がアバナードにありま
した。このメーカーは、包括的な顧客
関係管理（CRM）ソリューションの必
要性を感じていましたが、約100か国
において1,000社以上のディーラーを
抱える同社が、目標を達成できるよう
な単一のプラットフォームを選択する
のは至難の業でした。

このメーカーの構想を実現するため、
アバナードは、ユーザーエクスペリエン
スや技術の専門家によるチームを編成
しました。チームは、ディーラーやメー
カーの意思決定者を訪問し、どのよう
なCRMプラットフォームがメーカーの
目標に最適かを判断しました。また、
ディーラーのスタッフによる顧客対応
方法を分析し、メーカーが必要とする
ワークフローや直感的なユーザーデザ
インの種類について読み解きました。

グローバル製造業
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成果物：北京からアトランタに至るま
での顧客をサポートする包括的なプ
ラットフォーム
アバナードは、プロセス全体を通して
メーカーと密接に連帯し、このメーカー
に固有のニーズを満たすプラットフォー
ムをデザインしました。まず、Micro-
soft Dynamics CRMを活用しました。
次に、ユーザーエクスペリエンスが現場
におけるチームの実際の業務に沿うよ
うにしました。

アバナードはデザイン段階で膨大な調
査を行いましたが、その中にはディー
ラーの現場訪問がありました。ここで、
どのように顧客対応が行われているか
を直接観察しました。ソリューションを
ディーラーにとって使いやすいものにす
るために、アバナードは、ユーザーイン
ターフェースの簡素化と、タブレットや
スマートフォンなどの携帯端末で簡単に
使用できるようなモバイル向けに最適
化された表示方法を提案しました。次
に、熟練したユーザーエクスペリエンス 
チームを編成し、ワークフローの作成
や、営業などのチームがデスクやパソコ
ンに縛られずにすむように携帯端末で
機能するユーザーインターフェースのデ
ザインを行いました。

メーカーのニーズに合ったCRMプラット
フォームをこのようにデザインした後
で、試験プログラムとして複数の地域の
ディーラー10社に展開しました。試験期
間中、アバナードは、このクラウドベース
のCRMソリューションの維持や運営を
自社のデータセンターで行いました。
 
試験段階では、アバナードのチームは、
ソリューションや主なワークフローをさ
らに改良するため、現場に戻って確認す
ることもありました。試験段階の完了
や、ソリューションを世界中のユーザー
10,000人に本格的に展開していく中
で、メーカーは次のような成果を感じて
います。

分析全体から、主な課題が3つ明らか
になりました。

顧客データに直感的にアクセスでき
ないため、顧客に個別の体験を提供
できていない。
顧客データを一元化すれば、よりよ
い顧客体験を提供し、売り上げを伸
ばせるとメーカーは感じていました。
この各顧客情報の単一ビューを「集
約する」ことで顧客動向や購入傾向
の集約ビューを作成できるようにし、
スタッフがより正確にパターンを把握
して効果的な販売やマーケティング
のキャンペーンを推進できるようにし
ます。その結果、メーカーが地域や
国、製品ラインごとの販売傾向につい
てのより確かなデータを得ることが
できるようになり、業務全体を効率
化できます。

携帯端末やデータへのアクセスが顧
客体験には必要不可欠。
自動二輪車の購入プロセスや販売後
の関係の性質上、初回購入からサー
ビスやサポートまでの顧客関係全体
において、ディーラーのスタッフの顧
客対応 方法にしっかり合 致したソ

・

・

・
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リューションが必要でした。スタッフ
が簡単および直感的に使用できるこ
とが必要不可欠でした。同様に、販売
所や電話、メール、サービス部門など
の場所や手段にかかわらず、顧客対
応の最中に情報にアクセスしたり情
報を入力したりできるようなソリュー
ションも重要でした。アバナードは、
ソリューションが強力で堅牢である
のはもちろん、ビジネスにおける具体
的なニーズを反映した営業やサービ
スのシナリオを組み込む必要もある
と結論付けました。

真にグローバルなCRMソリューショ
ンが必要不可欠。
このようなグローバル企業でCRMソ
リューションを有効活用するには、多
言語および 多 通 貨に対応してユー
ザーやディーラー全体の普及率を高
める必要がありました。

グローバル製造業
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業務の再デザインによる変化

From Accenture and Microsoft

ディーラーのオーナーは、初回販売プ
ロセスからサポートや問い合わせ、
サービスまでの顧客データすべてを初
めて単一ビューで、顧客対応に沿った
モバイルツールで確認できるようにな
りました。 
CRM ソリューションがグローバル展
開されると、販売や顧客などについて

・

・

・

顧客体験全体のグローバル表示
CRM プラットフォームを世界規模で導
入したため、メーカーは、営業やマーケ
ティング、ディーラーのサポートの効
率化に役立つ様々な顧客関連データ
を初めて単一ビューで確認できるよう
になりました。このプラットフォーム
は、現在 3 つの言語に対応しており、
新しいディーラーの参入に応じて対応
言語を広げることもできます。

密着性があり個別の顧客経験を
提供する能力
このメーカーのディーラーは、各顧客
についての包括的な情報（保有車両、
連絡先情報、希望連絡手段、サービス
履歴、関連する見込み客、販売関連行
動など）に今ではアクセスできます。こ
れにより、ディーラーのスタッフは、顧
客に積極的にアプローチし、その顧客
に個別の体験を提供できます。その結
果、売り上げを伸ばすことを始め、顧客
満足度や顧客ロイヤリティを高めるこ
とを目指します。

従業員の業務や顧客の購入方法、
コミュニケーションの取り方に
合致したユーザーエクスペリエンス
現在では、ディーラーの営業チームと
サポートチームは、営業からサービス
までディーラー内を顧客と移動しなが
ら業務を行うことができます。スタッ
フは、タブレットやスマートフォンを
使って顧客データへのアクセスや情報
の更新、販売、顧客への更新情報の送
信を、販売所またはサービス部門で顧
客対応をしながら行えます。

・

・

・

の集約データにメーカーの意思決定
者がリアルタイムでアクセスでき、詳
細情報を踏まえた決断を適時に行え
ます。
ディーラーのスタッフが各顧客の要望
やニーズをより把握できることから、
顧客ごとに個別の質の高いサービスを
提供でき、顧客満足度が向上します。

グローバル製造業



内部情報：10,000人のユーザーへの
グローバル展開に向けた試験プログラ
ムの構築
アバナードの専門家6人によるチーム
は、メーカーの最高技術責任者（CIO）
やITチームと連帯し、CRMソリューショ
ン全体をデザインしました。この取り組
みから、Dynamics CRMの展開やアバ
ナードが考える展開成功への要件がう
かがえます。

アバナードは、Dynamicsに関する幅広
い知識やユーザーデザインの専門知
識、大規模な独自調査から得た知識
を、メーカーの営業プロセスに取り込ん
でソリューションを提供しました。

また、業務に不可欠なシステム（メール
や部品、車両、付属品の在庫など）がす
べてCRMに接続されていることを確認
し、顧客対応をシームレスに行えるよう
にしました。

この段階が完了すると、試験版を北米
やアジア太平洋地域のディーラー10社
に展開することに目を向けました。アバ
ナードは、ソリューションをクラウドで
提供し、試験版をサポートできるように
インフラストラクチャを管理しました。
試験版は、2014年春に完了します。
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将来の展望
初期試験プロジェクトは最終段階に入
り、メーカーの意思決定者は現在、こ
の革新的なCRMプラットフォームのグ
ローバル展開に目を向けています。段
階的なアプローチで、世界中の10,000
人のユーザーが最終的に利用できるよ
うにすることを目指しています。

詳細は、以下を参照ください。
www.avanade.com/workredesigned
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アバナードとは？ アバナードの業務

• 2000 年にシアトルにて設立された、米国アクセンチ
ュアとマイクロソフトの共同出資合弁会社

• アバナード株式会社は、アバナード・グローバルの
100%子会社として 2005 年にビジネスを開始

• マイクロソフトのエンタープライズ基盤を専門とす
る、唯一のグローバル IT ソリューションカンパニー

• IT 戦略立案からシステムの設計・構築、アプリケー
ション保守までの幅広い業務を遂行

• 製品を軸とせず、クライアントのビジネスやワーク
スタイルを軸としたソリューションを提供

• 高度な専門知識や経験による、テクノロジービジョ
ンの実現

Avanadeの名称及びロゴは、Avanade Inc.の登録商標です。
その他、記載されている会社名および製品名、サービス名、ロゴ等は、
各社の商標または登録商標です。

アバナード株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 1-8-7 アーク八木ヒルズ
http://www.avanade.com/jp  Phone 03- 6234- 0150
tokyo@avanade.com 
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