
教えたくないカスタマー 
エクスペリエンスの秘密

秘訣は連絡先データの管理にあり



激しい競争、低価格化のプレッ
シャー、無限の選択肢 ― コモディ
ティ化した現在の市場において、企
業が競合他社との差別化を図るた
めの方法は 1つしかありません。



カスタマーエクスペリエンス



実際、2020 年までに

カスタマーエクスペリエンス

が価格や商品を上回る 
差別化要因になると 
予測されています ¹。

¹  Walker社「Customers 2020: The Future of 
B-to-B Customer Experience」

https://www.walkerinfo.com/Customers2020
https://www.walkerinfo.com/Customers2020


カスタマー 
エクスペリエンス

これが、企業が絶え間なく 
集中して取り組んでいる理由です。



企業は、カスタマー 
ジャーニーを改善しています。



オンラインとオフラインの
サービスやサポートの一貫
性を確保し ...



教育に投資し、 
会社全体からの 
賛同を得て ...



人、プロセス、テクノ
ロジーの足並みを揃え
ようとしています。



ただし、1つ抜けている
ものがあります。



それは、カスタマーエクスペリエン
スがもたらす機会です。どうすれば
良いのかが分からないため、誰も
このことに触れようしません。



しかし、これはすべての企業が 
取り上げるべき課題です。



低品質な
データ



不正確で関連性のない顧客連絡
先データは、企業全体の活動の
質を低下させます。



電子メールは届かず、郵便物は返され、
特別なオファーを用意しても対象者の心
に響かず、コンバージョンに結びつきま
せん。そして、コミュニケーションの重複、
一貫性のないサービス、パーソナライゼー
ションの欠如につながります。



これは、顧客の失望、怒り、
不満を意味します。



²  NewVoiceMedia社「The Multibillion Dollar Cost 
of Poor Customer Service」2014年1月8日

これは大きな問題です。なぜな
ら、カスタマーエクスペリエンス
に不満を感じた顧客の 91％は二
度とその企業と取引をしないから
です ²。

https://www.newvoicemedia.com/blog/the-multibillion-dollar-cost-of-poor-customer-service-infographic
https://www.newvoicemedia.com/blog/the-multibillion-dollar-cost-of-poor-customer-service-infographic


³ Customer Experience Board

事実、質の低いカス
タマーエクスペリエ
ンスが米国の企業に
もたらす損失は年間
830 億ドルに上りま
す ³。

https://www.customerexperienceboard.org/resources/factshttps://www.customerexperienceboard.org/resources/facts


質の高いカスタマーエクスペリエンスを提供す
ることは、すべての企業にとって大きな課題
です。しかし、必ず取り組まなければなりま
せん。さもなければ、大きな機会を逃すこと
になります。



これは、際限のない選択肢を提示さ
れてロイヤリティが揺れ動く、賢い顧
客があふれる市場において、競合他
社との差別化を図る機会となります。



セグメント化とパーソナライゼーショ
ンの力を利用し、的を絞ったキャン
ペーンを提供して、コミュニケーショ
ンとサービスをカスタマイズする機
会です。



セグメント化とパーソナライゼーショ
ンの力を利用し、的を絞ったキャン
ペーンを提供して、コミュニケーショ
ンとサービスをカスタマイズする機
会です。

信頼できる連絡先データが、これ
らすべてを可能にします。



「良い」カスタマーエクスペリ
エンスを「素晴らしい」に変
えることができます。

そして、これが大きな勝利に
つながります。



4  Forrester Report「The Business Impact 
of Customer Experience」2014年

平均以下のカスタマーエクスペリエンスを
平均以上に変えた企業は、繰り返し何度
でも購入してくれる顧客を獲得することに
なります。

そのため、カスタマーエクスペリエンスは
企業にとって非常に重要なのです 4。

http://resources.moxiesoft.com/rs/moxiesoft/images/Business_Impact_Of_CX_2014.pdf
http://resources.moxiesoft.com/rs/moxiesoft/images/Business_Impact_Of_CX_2014.pdf


すなわち、顧客ロイヤリティ獲得のた
めにロイヤリティ向上の特別な取り組
みをする必要はありません ―― 企業
は、よりスマートに動き、成果を上げ
るだけです。

すべては、信頼できる、統制された、
関連性の高いデータから始まります。



1. 顧客のセグメント化 2.  カスタマージャーニー
のパーソナライゼー
ション

3. 顧客の行動分析 4.  すべてのチャネルを通
じた顧客の認識

インテリジェントなデータは、優れたカスタマー
エクスペリエンスを意味します。なぜなら、イン
テリジェントなデータによって4 つの重要なマー
ケティング活動が可能になるからです。 



インテリジェントなデータから価
値ある顧客インサイトを引き出
すことで、データ主導のマーケ
ティングを変革できます。



顧客との単なる「取引」から、顧客と
の「やり取り」へと移行できます。既
存の顧客と質が高い関係を醸成すると
ともに、見込み客と新たな関係を築き
ましょう。



顧客との単なる「取引」から、顧客と
の「やり取り」へと移行できます。既
存の顧客と質が高い関係を醸成すると
ともに、見込み客と新たな関係を築き
ましょう。

これで、両方からの収益を最大化する
ことが可能になります。



質の低いデータの影響を
受けないカスタマーエクス
ペリエンスは、まず存在
しません。



参考文献

さらに詳細な説明が必要な場合
は、誰もが実行できるシンプルな
ビジネスケースを紹介する、こちら
の電子ブックをお役立てください。 

ダウンロードはこちら

https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare
https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare


顧客の連絡先データは業務全体の基
盤であり、あらゆるシステムの原動力
になるものです。

営業、マーケティング、サプライチェー
ン／ロジスティクス、財務、請求、セ
ルフサービス、サポートなど、幅広い
システムがこのデータを利用します。



顧客の連絡先データは、電子メールマー
ケティング、ダイレクトメール、イベントや
店舗における対面でのインタラクション、
ソーシャルメディアチャネル、コールセン
ター、モバイルチャネルなど、あらゆるコ
ミュニケーションとタッチポイントに影響
を与えます。



私たちはデータ主導の未来に向かってい
るのではありません ― すでに到達して
います。行動すべきとき、それは今です。
大きな問題がさらに巨大化する前に行動
しなければなりません。



5  IBM社調査「CMOs Fusing Internal and 
External Data to Drive Financial Success」

このような状況にも関わらず、
CMO の 82％は「データの爆発
的増加」に対処する準備がで
きていません 5。

https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43440.wss
https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43440.wss


6  Biznology社「B2B Data Decay and List 
Rental – Buyer Beware!」2015年2月13日

しかし、年間 70％を超える
B2B データが劣化していると
いう現実を踏まえ 6、問題はこ
れまでになく緊急度が増して
います。

https://biznology.com/2015/02/b2b-data-decay-list-rental-buyer-beware
https://biznology.com/2015/02/b2b-data-decay-list-rental-buyer-beware


では、何を
すべきなので
しょうか？



第 1のステップは、顧客の連絡先
データを戦略的資産と見なすこと
です。

信頼性、関連性、管理性に優れた
データでなければなりません。



それには、シンプルな 
2 ステップのアプローチを
とる必要があります。

1. 検証
2. エンリッチ化



電子メールアドレス 住所 電話番号

現在、1年間に電子メールアドレスの 30％ 7、
住所の 20％ 8、電話番号の 18％ 8が変更さ
れているため、1回限りの取り組みでは済み
ません。

7  Convince & Convert社「15 Email Statistics 
that are Shaping the Future」

8  Dun & Bradstreet社「Best Practices in 
Registration Data Management」2011年

http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf


電子メールアドレス 住所 電話番号

7  Convince & Convert社「15 Email Statistics 
that are Shaping the Future」

8  Dun & Bradstreet社「Best Practices in 
Registration Data Management」2011年

一貫した継続性のある取り組みと、高度
に構造化したアプローチが必要です。

現在、1年間に電子メールアドレスの 30％ 7、
住所の 20％ 8、電話番号の 18％ 8が変更さ
れているため、1回限りの取り組みでは済み
ません。

http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf


大規模な取り組みになりますが、
得るものも大きくなります。カスタ
マーエクスペリエンスの向上は、
最終的な収益の向上を意味し 
ます。



9  Economist Intelligence Unit
「The Rise of the Marketer」
2015 年

関連性の高いコンテンツ、的を絞ったキャン
ペーン、カスタマイズしたサービスは、質の高
いエンゲージメントを実現します。

マーケティング担当者の 63％が、エンゲージ
メントは顧客の更新、維持、リピート購入に
つながると考えています 9。

http://futureofmarketing.eiu.com/briefing


結論は単純です ― インテリジェントな
データは、卓越したカスタマーエクスペ
リエンスと同義であるということです。

そして、これが卓越した成果につながり
ます。



幸いなことに、企業は連絡先データの
課題に取り組み、顧客を喜ばせ、競争
に勝利するためのツールとテクノロジー
をすぐに手にすることができます。



お分かりのように、カスタ
マーエクスペリエンスの機会
に誰も注意を向けていない
わけではありません。 



詳細をお知りになりたいですか？

インフォマティカは信頼性、関連性、
管理性に優れた連絡先データの作成に
必要なすべてのことを1冊の電子ブック
にまとめました。

適正な顧客と見込み客をターゲットに、
その期待を超えるサービスを提供する
役割を担っている方にとって、手放せな
いお気に入りの 1冊になるでしょう。

ダウンロードはこちら

https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare
https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare


Informatica®について

IN18-1117-3204

© Copyright Informatica LLC 2017.Informatica、Informaticaロゴは、米国およびその他の国における

Informatica LLC の商標または登録商標です。

お問い合わせはこちら

〒105-6226 
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒ

ルズMORIタワー26階 
電話：03-6403-7600(代表)  
FAX：03-3433-1021 

informatica.com/jp
linkedin.com/company/informatica
twitter.com/informaticajpn

デジタルトランスフォーメーションによって我々の期待値

が変化しています。より良いサービスを、素早く、便利に、

低コストで利用したいという期待が高まっているのです。

企業も状況に応じて変化する必要があります。そしてそ

のヒントは「データ」にあります。

エンタープライズ向けクラウドデータ管理で世界をリード

するインフォマティカは、俊敏性を高め、新たな成長機

会を実現するだけでなく、新たなイノベーションを生み

出すことさえ可能にする将来への洞察力を提供します。
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