さあ、
オムニチャネルの
オ
オムニチ
時代へ。
へ。
。
顧客満足（CS）の先にある
「顧客感動」
Customer Delight（CD）
を！

今や多くの企業が、製品購入につなが
る
「購買前体験」
を高めるためのソリュ
ーションに力を入れています。
しかし、
購買過程で最も重要となる
「お客様」
についてはどうでしょうか？ 競争力の
維持、顧客ロイヤルティの構築、
そして
収益確保。
これらの目標を実現するた
めには、お客様一人ひとりのニーズに
合ったオムニチャネルのコミュニケー
ションを通じて、期待をはるかに超えた
「カスタマーエクスペリエンス
（顧客
体験）」
を提供することが不可欠です。
しかし、
カスタマーエクスペリエンス向
上と一口に言っても、組織のサイロ化、
旧式システムとの互換性、市場規制の
度重なる変化など、企業が直面する問
題は多々あります。
Quadient® Inspireは、既存のコミュニ
ケーションの設計・実施を担うシステ
ムやプロセスを、すべてのチャネルに

豊富な実績
豊富
世界中で
界中で
世界中で6,000社以上
とお 引
とお取引

おいて一元管理できる統合製品（プロ
ダクトスイート）
です。使いやすいイン
ターフェースで、
コミュニケーションの
設計からアウトプットまでのプロセスを
迅速に創り上げることが可能です。ま
た、部門同士のコラボレーション促進、
カスタマージャーニーの可視化、CX向
上に向けた迅速なアクションなど、
カス
タマーエクスペリエンスをキーワード
に社内全体の活性化とチームワーク
強化も期待できます。

い”Low-Code”で実装したいという
場合は、ぜひQuadientのツールを
お試しください。新規チャネルを追
加するだけがデジタル変革ではあり
ません。今日の市場スピードに応じ
て、
ビジネス全体をより良い方向へ
と変えていくことが真のイノベーショ
ンへの第一歩となります。

社内でオムニチャネル化を検討してい
る、
またLOB向けにオフラインチャネ
ル対応の新しいデジタルサービスを、
手作業のコーディングを必要としな

優れた
優れた評価
ガート
ガートナー＆フォレスターに
「リー
て
「リーダー企業」
に選出

ー
進化を続けるテクノロジー
ス・
業界屈指のリリース
サイクル

確
成果
確かな成果
顧客満足
顧客満足度95%

コミュニケーション

コンテンツ

コミュニケーション

コミュニケーション

オムニチャネル

「Quadient Inspireが持つ最先端のテクノロジーのおかげで、
自信を持って
顧客データを活用し、お客様にコンテンツを提供できるようになりました。
これ
までは大量の資料を紙で配布していましたが、
そのまま印刷することが可能な
電子データに切り替えたことで、印刷用のプログラミングの手間も省け、
コスト
も大幅に削減できました。」
̶パシフィックライフ カスタマーコミュニケーションマネージャー、
ランディ・ゴードン

機敏性アップ＆コンプライアンスのリスク低減
市場規制が刻一刻と変化する中、企業もそれにすばやく対応する力が求められています。
Inspireはコンテンツの作成・レビュー・承認プロセスに各分野のエキスパートを直接関与させるこ
とでコンプライアンス面でのリスクを回避。
カスタマーコミュニケーション全体の流れを可視化し、
しっかりと管理できる基盤を提供します。

既存インフラとの連携 、
又はシングル・
プラットフォームに移行

既存インフラとの
連携 、又はシングル・
プラットフォームに
移行
Quadient Inspireは長期的なニーズ
にお応えする高品質のCCMソリューシ
ョンです。現行システムからのアウト
プットをInspireに統合する、
または既
存環境をInspireに移行するなど、ニー
ズに応じた利用形態をお選びいただ
けます。数百を超えるカスタマープロ
ジェクトで開発・実践されてきたベス
トプラクティスで、CCM全体の効率ア
ップが期待できます。またアップグレ
ードのサイクルが見えやすいため、
アップグレードテスト時のエラー発生
率も抑えられます。

「Do More With
Less」シャドーITを
なくし、
ビジネスサイ
ドの負担を軽減
新しくリリースされたQuadient
Digital Advantage Suiteでは、デザ
インチームが新しく学習したり、お
金をかけてアウトソースしたりする
ことなく、既存のコミュニケーショ
ン・テンプレートを新たなチャネル
に展開し、効率的にオムニチャネル
のプロジェクトを実行することが可
能です。

「Do More With Less」
シャドーITをなくし、
ビジネスサイドの
負担を軽減

デジタル・アナログ双方で、
個々のニーズにマッチした
「オムニチャネル体験」
をお届け

デジタル・アナログ双
方で、個々のニーズに
マッチした「オムニチャ
ネル体験」
をお届け
デジタル変革プロジェクトの90%は、期
待していた効果を達成できずに終わっ
てしまうといわれています。ひどい場合
は実装すらままならないことも。
これは、
ビジネスの至るところでまだ紙媒体が
勢力を保っているにも関わらず、
「印刷
プロセスを改革する」
という点がきちん
と考慮されていないためです。Inspire
R12は最も手間がかかり、ビジネスへの
影響が大きい「ドキュメントの印刷とア
ーカイブ」
というチャネルを高速化する
ことで、全チャネルにおける業務効率を
劇的に改善します。デジタル・アナログ
を問わず、すべてのカスタマーコミュニ
ケーション要素をひとつのプラットフォ
ームで確認できるため非常に便利です。
また、基幹システムにある既存テンプレ
ートとデータを活用して、すべてのチャ
ネルで個々のユーザーのニーズを捉え
た効果的なコミュニケーションを簡単に
作成することができます。

ITスキルのギャップを
埋める

ITスキルのギャップ
を埋める
Inspire R12には、利用するユーザが
必要とする情報が豊富に用意されて
います。
アーキテクチャ、パフォーマン
ス、
テスト及び実装方法などに関する
さまざまな技術文書、更には包括的
な情報を提供するナレッジ・ポータル
が、
あらゆる面からチームをサポートし
ます。これまで数か月要していたオム
ニチャネルコミュニケーションの設計
が、Inspireならわずか数日で完了。
すべてのチャネルにおけるデザインの
変更やテストは、一体化した追跡・
承認プロセス機能を介して、すばやく
確実に実施することができます。

フロントラインスタッフ
に力を与える

各分野のエキスパート
が対応。
コンプライア
ンス重視のコミュニケ
ーション

各分野のエキスパートが対応。
コンプライアンス重視のコミュニ
ケーション
コミュニケーション・テンプレートでコンテンツエリアを定義
し、各分野に精通したエキスパートにチェックおよび更新を
依頼できます。Quadient InspireはシンプルなWebインタ
ーフェースで操作も簡単。各プロセスにコンプライアンス担
当者とマーケターをアサインし、規約の文言チェック、
コミュ
ニケーションの変更点の確認・監査、
ブランドコンプライアン
スの維持、顧客グループごとのクロスセル／アップセル
キャンペーンの定義などさまざまなタスクを行うことができ
ます。
コンテンツの変更履歴は監査機能で確認できます。
また、IT
チームで全チャネルのコンテンツを一元管理できるのも統
合型プラットフォームの利点です。
コンプライアンス遵守の
コンテンツを作成した後、
デザインや配信のタイミングなど
はお客様側で自由に設定していただけます。

フロントラインスタッフに力を与える
ビジネスの最前線でお客様と接するフロントライン。承認されたカスタマー
コミュニケーション・テンプレートをスタッフに配布することで平均処理時間
を短縮します。
メッセージを送るときにも、基幹システムからのデータが自動
入力されるテンプレートからすばやく実行できます。
また、毎回のコミュニケ
ーションではシステムガイダンスで会話をリード。
データ入力画面ではスタッ
フの入力・編集が必要な箇所のみが表示されるため、入力ミスも回避できま
す。Quadient Inspireには、
ビジネスの最前線をこれまでに無い程強固に
サポートする機能が多数揃っています。
•
•
•

すべてのチャネルで、承認済みのコミュニケーションを状況に合わせて
素早くカスタマイズし、送信。
ブランド基準と政府規制に即したコミュニケーション・テンプレートに
より、違反のリスクを回避。
ユーザーが作成したビジネスコミュニケーションをワンクリックで確認＆
承認

デジタル変革を加速

デジタル変革を加速
InspireはどのITシステムにもシームレス
に統合できます。
レガシーアプリケーショ
ンとの統合はもちろん、既存のテンプレ
ートやデータのカスタマイズも簡単です。
すべてのチャネルにおいて、個々のユー
ザーのニーズを捉えた効果的なコミュニ
ケーションを簡単に作成することができ
ます。

コンプライアンス
セキュリティとコンプライアンスは、
ビジネスおよびIT面での最重要事項に
なりつつあります。Inspire R12にはコンプライアンス遵守をサポートする
様々な機能が搭載されています。
•
•
•

•
•

EU一般データ保護規則（GDPR）に準拠したユーザーイベントのログ
記録＆追跡
自動処理における暗号化セキュリティレベル向上
Content Managerを利用し、
アクセスデータをContent
Management Interoperability Services (CMIS) 標準対応のサーバ
ーに保存
暗号化PDFファイルのネイティブサポート
（Inspire Designer）
アプリ内テンプレートのセキュリティを強化する、最新式の指紋認証
に対応。

機能拡張
お客様のニーズやコミュニケーションの要件は
日に日に変化していきます。
その変化にすばや
く適応できるかどうかが、
エンゲージメントを高
めるための鍵となります。Inspire R12は豊富な
機能でお客様のCX向上をサポートします。
•

•
•
•

•

•

Quadient Data Serviceと連携して
住所、電話番号、名前などのデータを検
証。Designer上でダイレクトに入力データ
の質を高めることができます。
テンプレートでのHTML閲覧機能の向上
デジタル証明書やDocuSignで利用する
署名を事前に準備
Messengerの通知に画像、長文テキスト、
アクションを追加。
より完成度の高いカスタ
マーコミュニケーションを実現
Synamic Communicationsにカスタムサ
イズのデバイスを作成。
モバイル＆タブレ
ット端末双方に対応
Customer Journey Mapping上の新しい
役割についてのコラボレーションを促進。
マップにより細かい編集・共有・所有権を
付与することで、組織全体としてカスタマー
コミュニケーションの全体像を可視化

システム連携

ユーザビリティ向上

Inspire R12をQuadientのその他システムと連携させることで、
ひとつのプラ
ットフォーム上で様々な機能をご利用いただけます。使いやすいインターフェ
ースで、
カスタマーコミュニケーションを通じたエンゲージメントの向上が期
待できます。
•
Quadient Digital Advantage Suiteとシームレスに連携
•
Content Manager経由でコンテンツを再利用。
メールやSNSの
コミュニケーションを簡単作成
•
既存のDynamic Communicationsを新しいモバイル＆Webアプ
リに活用
•
スクリプトの中央管理で、Dynamic Communicationsやウィジェッ
トのアクセス向上
•
代表的なビジネスソリューション
（Salesforce やDocuSign）
との
統合可能
•
Inspireのワークフローすべてで、Scalerスクリプト・ライブラリのスクリプ
トを再利用
•
Designerのワークフローを通じて、Quadient Cloud Data Serviceの
データ品質チェック機能を連携。
データの修正、検証、情報付加、
エンリッ
チ化が可能
•
Designerの代わりにInteractiveを使い、
さまざまなプロパティの管理、
スタイル定義、
インライン変数の定義などが可能
•
ソーシャルコメント機能 - デザイン＆承認プロセスにおいて、Customer
Journey Mappingを使ってアイデアや意見交換が可能
•
Customer Journey Mappingにコミュニケーションのスイムレーンを追

Quadientでは常にユーザーの声を収集し、優れた
コミュニケーションの設計とアウトプットにつなが
る機能を模索しています。Inspire R12にも、
ユーザ
ーが使いやすい機能が多数搭載されています。

加。
タッチポイントとドキュメント詳細に直接アクセス

•
•
•
•
•
•

オムニチャネル連携を活用したクロスチャネ
ルのコミュニケーション構想
デジタル署名、特殊文字、記号、
カスタムフィ
ールド＆機能を簡単挿入
Interactiveのエディタでのダイアログ構造＆
ナビゲーション管理
Scalerでのインフラ運用状態監視
メール、印刷物、
オムニチャネル、
リッチ通知
向け、最先端の校正機能
新しくなったインストーラーもメリット満載。
アップグレード前にインストールディレクトリ
をバックアップ＆復元可能

Inspire R12、
そのメリットとは？
Inspire R12の導入シーンとお客様の声

印刷サービスプロバイダ
顧客対応マネージャー様
「既存コンテンツからすぐに新しいコミュニケーションを
作成できるため、新規チャネルの採用時にも一からコン
テンツを作る必要がありません。
また、
デジタルに特化し
たエージェントに依存せずにマルチチャネルとオムニチ
ャネルのプロジェクトを並行して効率的に進められる点
も便利です。
」R12なら郵便物の仕分け、住所・電話番
号・メールの検証、
メールやSMSの送信、郵便物の追跡、
生産工程の監視といった様々なコミュニケーションプロ
セスを一箇所でまとめて管理。複数のシステムを管理す
る必要がないため、各工程をよりスムーズに進めること
ができます。またシステムのアップグレードもシンプルで
計画的。集中トレーニングや分かりやすい資料が揃って
いるため、移り変わる顧客ニーズに逐一対応しながら事
業拡大を目指せます。

他社プラットフォームを
使用中のエンタープライズ
CCMマネージャー様
CCMマーケットでベンダーの統合が相次ぐ中、既存ベン
ダーからのサポートを継続するために不本意なアップグ
レードを余儀なくされたり、
メンテナンスコストの増加に伴
ってコミュニケーション毎のコストも上がってしまったり
今後様々な問題が発生することが考えられます。また、
ソ
ーシャルメディア、
モバイル、CX、Webなどその他のコミュ
ニケーションプロジェクトに予算の大半が充てられてしま
うという場合もあるでしょう。
Inspire R12は、企業のコミュニケーションに関する長期的
なニーズをサポートするよう設計された、
シンプルかつ高
品質なCCMソリューションです。現行システムからのアウ
トプットをInspireに統合する、
または既存環境をInspire
に移行するなど、ニーズに応じた利用形態をお選びいた
だけます。
どちらの形態でも、Quadientのオムニチャネルプラットフ
ォームの機能を使って高品質なコミュニケーションの設
計、
プレビュー、
デリバリーを行うことができます。また
アップグレードのサイクルが確実なため、
アップグレード
テスト時の問題発生率も抑えられます。設計・プレビュー・
デプロイ・デリバリーといった各プロセスが、組織の中で
孤立していませんか？Inspireはこのサイロ化状態を改善
し、予算とリソースをより効率的に配置することによって組
織にポジティブな風を吹き込み、
カスタマーエクスペリエ
ンス向上に向けたチームワーク強化をサポートします。

カスタマーエクスペリエ
ンス推進リーダー様
ソーシャルメディア、
モバイル、Web、
アプリ 増え続けるすべ
てのチャネルで優れたカスタマーエクスペリエンスを実現す
るにはどうすれば？日々時間と闘いながら、運用やIT部門から
の意見も取り込むのは至難の業ではないでしょうか。また、新
しい製品やサービスをリリースするにしても、マーケットにイ
ンパクトを与えるにはそれ相応のスピードが必要です。
Inspire R12は最も手間がかかり、
ビジネスへの影響が大きい
「ドキュメントの印刷とアーカイブ」
というチャネルを高速化
することで、全チャネルにおける業務効率を劇的に改善しま
す。
デジタル・アナログを問わず、すべてのカスタマーコミュニ
ケーション要素をひとつのプラットフォームで確認できるため
非常に便利です。Customer Journey Mappingでは、複数の
システム内の情報を分析し、
コミュニケーションプロジェクト全
体を効率的に可視化します。リーダーが、
カスタマーコミュニ
ケーションに関わる要素をすべて自分で進める必要はありま
せん。全体像を可視化し、
より大きなチームでCX機能の管理
を行うことで大きな目標の実現が望めます。

エンタープライズ
ITチームの皆様
ITプロフェッショナルの方々は、
日々
「do more with less」
（労力をできるだけ抑えて、大きな成果を目指そう）
を求め
られる役回り。
しかし、既存アーキテクチャへの新規ソフトウ
ェア導入には様々な課題が付きまといます。
「スピード、処
理能力、
セキュリティなど、
システムにかかる負荷をきちん
と予測せずにプロジェクトが進んでしまった」、
「データ保護
とセキュリティ施策の徹底を考えた時に、単にクラウドに移
行するだけでは不安」など、
インフラ整備に悩まされたご経
験はありませんか？
ITインフラに固執せず、LOBを活用してプロジェクトをより
効率的に管理するには？ 複数チャネルの活用、
プロジェク
トの統合管理、新規リクエストへの迅速な対応、
チームの
作業負荷軽減…これらの悩みを解決するには？
Inspire R12には、
ユーザが必要とする情報が豊富に用意
されています。
アーキテクチャ、パフォーマンス、
テスト及び
実装方法などに関するさまざまな技術文書、更には包括的
な情報を提供するナレッジ・ポータルによって、速やかに製
品を理解することが可能です。これまで数か月要していた
オムニチャネルコミュニケーションの設計が、Inspireなら
わずか数日で完了。
デザインの変更やテストがすばやく実
施できるほか、
コンテンツの追跡・承認プロセスも搭載され
ています。

LOB管理者様
マーケットは常に混乱のリスクに直面しています。このような
状況の中で、企業にとっては、市場で競争を図るよりもお客様
に自社製品・サービスを理解してもらうこと、多様なチャネル
を通じて顧客エンゲージメントを高めることが重要となってき
ます。営業チームのパフォーマンスに常に気を配り、売上と利
益を確保しながらCX指標を達成していく必要があります。
また、組織によっては「紙の資料が多い」
という場合もあるで
しょう。それが原因で新しいコミュニケーションチャネルの採
用が遅れ、
カスタマーエクスペリエンスの質に影響していませ
んか？ もしそうなら、
まずCCMソリューションの価値を長期目
線で捉えてみてください。
ソリューションを導入することで、既
存および将来的なチャネルの管理がどこまで効率化できるか
をまず見ていただくと良いでしょう。Inspire R12のCustomer
Journey Mappingでは、
プロジェクトの顧客タッチポイントを
すべてマッピングしてお客様の目線と行動を把握することが
できます。
自分が管理していないプロジェクトのデータも閲覧
できるので便利です。チーム内でコンテンツの閲覧、
プレビュ
ー、変更点の承認などが可能となるため、他のチームにデザ
インを頼む手間も不要。社内で使用している既存システムを
活用して、
チームで密に連携しながらプロジェクトを進めるこ
とができます。

「Quadient Inspireを導入して数か月で、
書類の新規作成や既存文書の修正を行う
ための開発時間を95%も削減できました。」
̶マリ＝エリーズ・ネル Clientèle Life 製品開発事
業部 CCMアシスタントマネージャー

Inspire機能一覧
アウトプット管理

コンプライアンス
管理＆監査

印刷、電子データ送信、
メー
ル、SMS、Web、モバイル

プロセス全体の追跡

オンデマンド＆バッチコミュニケ
ーション

オムニチャネルの同期プレ
ビュー

ダイナミック＆インタラクティブ コ
ミュニケーション

顧客オンボーディング

モバイル＆Webで
の承認プロセス

デジタルフォーム＆プロセス
データの自動入力

ビジネスユーザーの権限付与

電子署名の統合

ビジネスユーザーのオーサリ
ング

CCM プラットフォーム統合
レガシーシステムとの統合
テンプレート移行＆統合

インタラクティブな見積書作成
ツール
Webベースのコラボレーション

データエコシステムの統合

www.quadient.com

Quadientはネオポストのデジタル・カンパニーとして、企業がお客様により良いコ
ミュニケーションを提供するための技術ソリューションを提供しています。
特に、すべてのチャネルにおいて個々のニーズを十分に汲み取り、文脈に基づいて
最適化された迅速かつ正確なコミュニケーションを実現することを目指していま
す。Quadientのソリューションは世界中で数千社以上のお客様およびパートナー
企業にて導入されており、優れたカスタマーエクスペリエンスの達成をサポートして
います。
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