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第一章 はじめに 

(１)背景 
ＣＲＭ（Customer Relationship Management）が出現した背景にはマス・マーケティン

グ時代の崩壊がある。商品を流通させれば売り上げが計算できた時代、ほぼ大多数が同じ

ヒット商品を望むという、まだ大多数が欲しいと思えるモノがあった時代である。その後、

モノがあふれるとともに消費者の要求やニーズが多様化し、さらに高度情報化時代になっ

た以降は、「顕在的な欲求（ニーズ）」自体がなくなってきた。特に欲しいモノがなくなり、

新しい「潜在的な欲求（ウォンツ）」が引き出されない限り、なかなか消費行動を刺激でき

なくなってきた。 
新規顧客の獲得は既存顧客を維持するよりコストがかかるようになり、一人ひとりに合

わせたものを提供するワン・トゥ・ワン・マーケティング時代への変化や、ＩＴ技術の進

歩によりＣＲＭシステムが注目されるようになった。 
 

(２)研究の狙い 
顧客に商品やサービスを提供するには、個々の消費者をよく知ること、表面的な現象だ

けでなく潜在的なウォンツ、本人が意識していない隠れた欲求などを探ることが重要にな

ってくる。 
企業競争の中で差別化し、どのようなＣＲＭ戦略がどのように顧客満足度向上につなが

るのかを研究する。 
 
第二章 CRM とは 

 ＣＲＭとは Customer Relationship Management の略である。 
ＣＲＭが目的とするものは、顧客ひとりひとりから得る収益（顧客生涯価値）の最大化

である。そのために個々の顧客情報を収集・分析し、最も効果的な顧客アプローチをおこ

なうことが必要になる。 
ＣＲＭ活用の第一歩は「顧客セグメント」である。顧客の購買履歴（何を、いつ、どこ

で、どれぐらい、どの頻度で、など）の情報を基本にセグメント（細分化）をはかる。あ

るいは 20％の顧客が 80％の利益を提供しているといった「パレートの法則」を論拠に、利
益貢献度の高い 20％の優良顧客の特性や購買商品特性などを見ていく「デシル分析」など
もおこなわれる。さらには、その他の顧客属性（年齢、地域、性別というような定量情報

から、好みや行動心理・スタイルといった定性情報まで）をあらゆる角度から分析するこ

とで、それまで発見できなかった顧客と商品の関係性などがわかるケースもある。 
ＣＲＭ活用においては情報チャネルをどのように活用し、顧客情報を一元化するか、と

いう点も大切になる。コールセンターやカスタマーセンターをもち、その顧客との会話情

報、セールス現場での営業と顧客の接点、ＰＯＳなど購買時点の情報、広告やＤＭ等の反

応情報といったさまざまな情報をデータベースに入れ、必要に応じてデータを引き出して
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一元的に分析している。 
またポイントカードやパソコンを活用して、情報を自動的にデジタル化できるシステム

が増加してきたことや、携帯電話を活用した情報収集やポイント制など、手軽に貴重なデ

ータが取得できる環境が整いつつある。 
顧客情報収集は大きく分けるとポイントカードなどの販売に関する情報、問い合わせや

修理などのサービス情報、アンケートやインタビューなどのマーケティング情報がある。 
またＣＲＭを成功させるためには、「目的・戦略」「組織づくり」とともに、ワン・トゥ・

ワン・マーケティングに基づいた“ヒト”の視点が不可欠となる。それらの活動を通じて

顧客との関係を維持し、信頼関係を強化し、求められる商品やサービスを提供することで、

顧客ひとり当たりの利益拡大が達成される。また、特定の顧客に信頼されているという状

況が、新しい顧客には魅力的な企業として映るため、新規顧客をより効率的に獲得するこ

とにもつながる。 
「顧客獲得→顧客育成→顧客維持→顧客からの価値最大化」のサイクルの全体で価値を

高めることにつながっていくわけだ。 
 
第三章 顧客との接点 

（１）コールセンター 
コールセンターとは、企業の中で顧客への電話対応を専門に行う部署であり、問い合わ

せ受付窓口となる大規模な電話応対センターのことである。従来は単純な注文の受付や苦

情の対応が主な業務であったが、ナンバーディスプレイの本格化やＣＴＩ技術によるコン

ピュータと電話の連動、顧客データベースの整備などによって、ＣＲＭの要として戦略的

な意義が高まっている。 
コールセンターの業務は、大きく分けて顧客からの電話を受ける「インバウンド」と、

企業からセールスなどの電話をかける「アウトバウンド」の二つに分かれる。 
ＰＢＸやＣＴＩサーバ機、オペレータ用端末などを持ち、ＦＡＸ処理や音声応答装置に

よる無人応答（ＩＶＲ）などの機能を持つことも多い。電話対応だけではなく、その結果

を元にしたデータベースの作成・メンテナンスなど、マーケティング戦略上からの関心も

高まっている。 
 
（２）ポイントカードについて 
企業がポイントシステムを導入することの最大のメリットは、顧客一人ひとりの購買実

績はもちろん、住所・性別・年齢・職業などの属性が入手・蓄積・分析できることである。 
当初は、「顧客の囲い込み」「他社との競争優位性の確保」といった狙いで導入する企業が

多かったが、導入企業が増えるにつれ、ポイントそのものによる差別化は困難を極め、次

第に単なるディスカウントツールと化してしまった。また、コスト高に苦しむ企業が増え

た。こうした状況から脱却するため、優良顧客の維持・拡大、さらには一般顧客を優良顧
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客へと引き上げるためのツールとして、これを戦略的に活用する企業が増えてきている。 
しかし、生活者のメインカードとして選ばれなければ、その効果は発揮できない。 
（株）博報堂が 2005年に実地した「ポイントサービスに関する生活者 3000名調査」によ
ると、各業種で複数枚持っていても、実際に所持して日常使用しているのは１業種１枚で

あることが判明した。持ち歩く上での阻害要因としては、利便性が低い点が挙げられる。 
しかし、IT の進展に伴い、ポイントシステムの問題点は徐々に解決しつつある。その一

つが「会員制ポイント交換サービス」（複数の企業のポイントサービスで獲得したポイント

をひとつにまとめ、そのうちの１社のポイントサービスのポイントや電子マネーなどに交

換できるというもの）である。特に e コマースでは、ほとんどの企業がポイント交換サー
ビスを導入している。TSUTAYA に代表されるように、ローソンやニッポンレンタカー、
ANAといった異業種と提携し、利便性を向上することで、生活者のメインカードとして選
ばれるための施策を打ち出しているところもある。また、「おサイフケータイ」である i モ
ード FeliCaの登場により、複数枚に分かれていたポイントカードを特定の携帯端末に統合
できることで、ポイントシステムの利便性が向上しつつある。また、電子マネーで支払う

ことで、蓄積したポイントを電子マネーに転換できることも大きなメリットである。 
ポイントの蓄積・交換を容易にする、こうした企業サイドの動きは、「共用できない」と

いう不満を持っていた顧客の利便性を高めることにつながる。 
 
第四章 事例 

 この章では、ＣＲＭの主な事例を、ポイントカードシステムとコールセンターの事例に

分けて、具体的に挙げる。 

（１）ポイントカードシステムの事例 
■東急ハンズ 
東急ハンズには「ハンズクラブカード」というものがあり、それは、購入金額 100 円ご
とに、その１％がポイントとして貯まり、累計ポイントに応じてお買い物チケットやオリ

ジナルグッズと交換できる。 
リストのセグメントについて、同社が扱う商品の性質上、欲しい時に目的を持って訪れ

る顧客が多く、そう頻繁には来店しないことから、購入額より来店頻度を重視している。 
また、企画内容に応じて、過去の購入商品、年齢、性別などでセグメントを行う。製菓

器具購入者にクリスマスやバレンタインデーに向けたお菓子作りを訴求した DM を送付す

る、パスタ作りの器具購入者にそば打ち体験教室への参加促進 DM を送るなど、企画に合

わせたセグメンテーションによって効果を上げている。今後は、自転車購入者には部品、

浄水器購入者にはカートリッジ、製菓材料購入者には粉類など、購入商品に関連したリピ

ート商品の DMを強化していく計画。 
DM戦略における今後の課題は、顧客の欲しい情報を欲しいタイミングで送ること。季節
に合わせた情報を届けるといった企画にシフトしていきたいとしている。会員に DM を送
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付して欲しい店舗や送って欲しい情報の分野を選んでもらうことも視野に入れている。 
しかし、このような情報提供を行うには、投資対効果から見てある程度のロットが必要。

また、購入商品でセグメントする際には商品の品目が多岐に渡るために、効果的な分類が

難しいという課題がある。 
一方、同社では POSレジとポイントシステムの連動を推進しているが、現時点でこれを
実現しているのは一部の店舗に限られている。これは３年ごとに効果を検証しながら見直

すという同社の方針によるもの。 
 
■ららぽーと 
同社のショッピングセンター事業の中核である「TOKYO-BAYららぽーと」では、2002

年４月から、ららぽいんとのサービス機能を進化させた会員限定の情報配信サービス「ら

らなび」をスタートした。これは、ららぽーと館内に設置されているキオスク端末「なび

スコープ」に、ららぽいんとカードを入れるだけで“あなただけ”に向けた情報やクーポ

ンが手に入る仕組み。つまり、お客様にお気に入りの店やレディース・ファッション、小

物といった気になる項目を登録していただくと、お客様一人ひとりにカスタマイズされた

最新のパーソナル・メッセージを配信する。また、「ららなびWebサービス登録」をすれば、
お客様のパソコンでも「なびスコープ」と同じ情報が見られる。さらに、eメールアドレス
を登録すると、パソコンや携帯電話にお客様一人ひとりにお得な情報を配信するというも

のだ。 
同社マーケティング部長の前田兼生氏は、「年代や性別、どこにお住まいなのか、購買行

動など、マーケット調査を行うよりも、生の消費動向を見ることができる。さらに、お客

様一人ひとりの購買行動を分析し、品揃えや店作りも含めて“ららぽーとにお越しいただ

ければ、お気に入りの商品・サービスが受けられます”という情報を発信できます」と語

る。 
同社では、ﾒｯｾｰｼﾞの配信媒体や配信内容を各テナントで作成することができる環境を整

備。ららなび用の情報配信ツールをインストールしたパソコンを希望するテナントにレン

タルしている。レンタル PCの利用率は当初テナントの１０％程度だったが、現在では３０
０近くのテナントで活用されているという。顧客情報は各種属性・嗜好・購買実績によっ

てカテゴリー分けされており、テナントはレンタル PCから同社の CRMサーバにアクセス
し、例えば、優良顧客、新規客と見込み客などの条件で顧客を抽出したり、配信対象を分

析・検討できる。そして、各テナントが作成したメッセージを同社で加工し、週１回の割

合でお客様一人ひとりに配信している。「ららなび」運用開始時は３０％台だったポイント

カードでの売上構成比が、現在では約６０％に達しているのは、お客様にとって価値ある

カードになってきている証明。一方、テナントの中には優良顧客の２ケタ増や、売上の５

～１０％アップにつなげているところもあるという。 
ららぽーとでは、購買頻度が高く、eメールアドレスを登録しているカード会員のことを
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“A会員”と呼んでおり、そのお客様に対して、パスワードを発行し、その会員だけが閲覧
できるWebサイトを用意しているほか、eメールも送信。バーゲン開催期間の先行告知や、
バーゲン開催期間中に行われるテナントごとのサービスの案内などを行う。現在、A会員は、
カード会員の約１４％を占める。 
また、１プログラム年度内の購買金額の合計が３０万円を超えたお客様を、「スターメン

バー」として登録、その証として星型のシールが送られ、カードに貼ることができるほか、

さまざまな特典を用意している。例えば、お買い上げ合計金額に対し、100円当たり１ポイ
ントの「スペシャルポイント」を翌年度開始時にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。さらに、DMをカスタマーサー
ビスセンターに掲示すると、「TOHO シネマズ入場割引券」「ららぽーとの湯 常磐殿入浴
券」「ナチュラルボディーリラックス券」などの中から、いずれかひとつをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。また、

会員情報誌「LaLaport Press」（会員限定お得なクーポン券付き）の送付といった具合だ。
ただ、「お客様に魅力を感じていただける仕掛けを適正な経費の中でいかにご提供できる

か」と言うように、スターメンバーに対する魅力付けと言う点では検討の余地があるとい

う。今後は、ポイントを多く付与するだけではなく、スターメンバー限定のラウンジや施

設などを設けて、お客様の“ココロをくすぐる”ようなサービスが欠かせなくなると見て

いる。 
現在、ポイントカード会員の２５％が優良顧客と見ているが、これをさらに１０ポイン

ト以上アップすることを目指している。そこで同社では、ポイントカード会員をただ増や

すばかりではなく、優良顧客の比率をアップするため、これまで以上に OnetoOne マーケ
ティングを推進していく意向だ。 
 
■マニックパニック東京 
マニックパニック東京は全国５ヶ所に美容室を展開している。 
そのうちのひとつ、六本木店では、ケータイを使った会員制システム「モバイル CRC」
をテスト的に導入。会員顧客の来店回数に応じてポイントを付与している。ケータイとい

うツールを使うことで、紙媒体の削減と、低コスト・効率のよい情報提供を実現すると同

時に、ポイントシステムにより、来店促進と顧客との関係強化を狙った。 
美容室開店時のオープニング・キャンペーンとして、「200 人無料招待」をフックとした
アンケートはがき付きのフライヤーを３万部配布した。結果は、レスポンス率が 10％と大
成功。顧客をカテゴライズするアンケート結果は、そのまま見込み客情報としてデータ化

した。 
2004年末からは、配布するフライヤーに QRコードを掲載し、ケータイからの会員登録
に切り替えた販促活動を展開。現在では、ケータイによる会員登録者には 1000円分のクー
ポン券をプレゼントしている。 
ケータイによるポイント制では、ポイントカードの製作コストがかからない上、お客様

にも来店時に毎回持参する煩わしさがなくなる。単なるポイントカードや会員証としてだ
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けでなく、情報配信ツールとしても活用できる。それまで紙媒体に費やしてきた月々30 万
～50 万円のコストが、ケータイではほぼ無料。システム導入のイニシャルコストや月々の
使用料を勘案しても、メリットは大きいということだ。 
現在は、来店の翌日に、はがきかケータイ e メールで、サンキューメールを送っている
ほか、来店後３ヶ月を目安に「お迎えメール」を配信。さらに、会員には定期的に「美」

に関する情報の提供も行っている。予約が少ない雨の日に、近隣の人に、『雨の日特別割引』

といった e メールも配信できる。タイムリーなアプローチによって稼動率の低下を事前に
防ぐことができるというわけだ。 
当初、ケータイを用いて会員になる、ということ自体に警戒心を持つ人が多かったため、

ケータイ会員化を初回来店時から勧めるのではなく、まずはお客様との密なコミュニケー

ションを取ることを心掛け、信頼関係を築いた上で、３回目、４回目の来店時に再アプロ

ーチをすることで、徐々に会員を増やしてきた。 
また、事前に美容室の情報を取りたいお客様に対して、適切な情報提供が必要。ファッ

ション雑誌のモデルと契約し、各人がブログに、来店した感想を書くと同時に、同社サイ

トへのリンクを貼ってもらうかたちでのアフィリエイト・プログラムを稼動させる。 
 
■ Tカード＆マーケティング 

Tカード＆マーケティングでは、TSUTAYA会員証をベースとするポイント・プログラム
「ティーポイント」、2004年４月に TSUTAYA全店でのポイント共通化を実地した。2003
年３月、（株）ローソン、新日本石油（株）との間でポイント・プログラムに関する業務提

携を締結し、同 10月から運用を開始したのを皮切りに、異業種との提携を積極的に推進。 
「ティーポイント」事業においては、「日常生活のあらゆるシーンで利用されるポイン

ト・プログラムを目指す」という目標達成のため、３フェーズに渡る成長戦略が設定され

た。 
第一フェーズは TSUTAYA 全店でのポイント共通化。第二フェーズは、日常生活のあら
ゆるシーンを網羅する異業種企業との提携。２２企業の参加。30 企業の参加により、日常
生活のほとんどのシーンをカバーできると考えていることから、現在の進行状況はほぼ

70％程度と考えられよう。第三フェーズは、TSUTAYA に限定されている TSUTAYA 会員
証の発行拠点を、提携企業にも拡大すること。多くの提携企業を獲得することができるの

は、同社が提供するマーケティングサービスと、全国約 1900万人の会員規模をベースとす
る集中力の高さである。 
マーケティングサービスについては、提携各社の POSと連動して会員の利用履歴を単品
ベースで把握。顧客軸による分析、商品軸による分析、商圏分析などを実地し、基本的な

帳票をWebベースで提供するほか、イレギュラーな要望に対してもアドホックで対応して
いる。提携企業にとっては、同社がこれまでに培ったノウハウを活用でき、また、これら

の業務を単独で行う場合に必要な経営資源の投入が軽減される点が魅力と言える。 
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集客については、TSUTAYA店頭でのポスターや配布物のほか、ダイレクトメールやエメ
ール、さらには 200 万部発行の月刊情報誌 TSUTAYA CLUB MAGAZINE などを主な
媒体に、提携企業情報を会員に伝達している。ある提携企業の店頭において来店理由調査

を行ったところ、回答者の７割近くが「TSUTAYAのティーポイントが貯められる」ことを
来店理由に挙げるなど、効果は絶大。 
同社がハブとなって、提携企業同士の相互販促活動を仲介する試みも始められている。

2005 年にはエネオス（新日本石油）の店舗で、映画「Mr.＆Mrs．スミス」の告知を行い、
同時に映画鑑賞券などが当たる特典を用意する一方、ワーナー・マイカル・シネマズの 47
ヶ所の映画館内でエネオスのハイオクガソリンに関するキャンペーンを紹介、相互の集客

効果を狙うキャンペーンが実地された。 
「ティーポイント」事業における将来的な課題としては、インターネットの有効活用や

優良会員対策などが挙げられている。現時点では専用Webサイトを設けているものの、内
容的には会員向けの提携企業情報の提供などにとどまっている状況である。 
優良会員対策も大きなテーマである。現状では会員へのポイント付与率は利用実績にか

かわらず一定であるが、将来的にはステージ制の導入なども視野に入れている。 
 
■ すみや 
静岡県を中心に関東・東海エリアで、音楽ソフト、楽器、ＡＶ機器などを扱う専門店チ

ェーンを運営している。 
1980年代からレンタルカードに、会員ステータスに応じたポイント機能を載せていた。

2001年に、ソフトだけが対象の「SUMIYA SOFT CLUBカード」をバージョンアップし
た「すみや CLUBカード」を全店に導入。その前年にはデータウェアハウス（時系列に蓄
積した大量の業務データから情報の関連性を分析するシステム）を入れて、マーケティン

グ強化している。 
カードとデータベースへの期待は、優良顧客の確保にある。CD・DVD の売り上げに占

めるカード会員の割合は６０～７０％、会員による売上総額の７０％程度が２割の顧客に

集中しているという。すみや CLUBカードは、メンバーズとゴールドメンバーズがあり、
後者は年会費 1,260 円がかかるがポイント還元率は高い。会員の比率はほぼ８：２。購入
額はゴールドメンバーズが圧倒的に高い。業界大手としての実績は少数のゴールドメンバ

ーズによるところが大きく、この層をいかに増やし、維持していくかが、成長の大きな要

因となる。 
販売員が顧客を知り、もてなすための知識として利用、また DM やメールなどでもコミ

ュニケーションを図っている。具体的には、アーティストの新譜が出たときも、該当分野

の購入履歴が多い顧客だけでなく、過去の作品の販売動向、年齢やエリアなど、いくつも

の要素を加味してリストを作る。優良顧客との接点をいかに増やすか、ここに活性化のカ

ギがある。 



 
  

 10

顧客情報を活用したコミュニケーションの日常化、そして店舗の付加価値を高めること

を重視。カード番号をキーにして店頭で顧客の履歴から、新作を勧めたり、電話でアプロ

ーチをしている。 
しかし、同社は２００６年に TSUTAYA に買収され、２００７年に、ティーポイントサ

ービスに参加し Tカードを導入したため、すみや CLUBカードは順次終了している。 
 
■リテイルネットワークス 
ディズニーストアを運営するリテイルネットワークスは、2006年 2月からメンバーズプ
ログラム「Fantamiliar（ファンタミリア）」の本格展開を開始した。 
会員にはポイント機能を付けたメンバーズカードを発行し、ユニークで魅力あるサービ

スの提供に力を入れる。同社のサービスコンセプト「会いたくなったらディズニーストア」

を発展させたもので、顧客とのリレーションを育む仕組みも、周到に練り上げられている。 
全国にあるストア店頭で申し込めば、カードはその場で発行される。入会時の会費が 500
円で有効期限は 1 年。更新時も 500 円の更新料がかかる。会費制にした理由は、真のディ
ズニーファンだけを取り込むためだ。割引が主目的のカードでは、会員数だけ増やしても

肝心な顧客の顔は見えず、ポイントの発行コストも膨れ上がる。年会費なしで不特定多数

を対象にする方式は、同社の目的には合致しなかった。 
カードのステータスは、Fan,Friend,Fantamiliarの３種類。入会時はすべてが Fan会員
で、1円の買い物で 1ポイントが付く。1年間の総額が３万円以上になるお翌年 1年をFriend
会員に、8万円を超えると Fantamiliar 会員にステータスアップする。Friend会員には更
新ポイントなどの特典に加えて 1円につき 1.2ポイントが与えられ、Friend会員専用サー
ビスも予定されている。Fantamiliar会員も 1.2ポイントは同じだが、500円の更新料が無
料になり、誕生日特典、特別イベントへの参加などの特典が加わる。 
ポイントは、プレミアムグッズとの交換か店頭での割り引き（10,000ポイントごとに 300
円還元）に使える。ファンタミリアの特色の 1 つは、このプレミアムにある。メンバーに
しか入手できないオリジナルグッズを用意して、顧客との距離を縮めるため。ポイントは

買い物より、プレミアムの交換に使う人の方が多いという。 
カード使用では、バーコードを選択。磁気カードは年中使うと傷みが生じ、磁気部分の

絵柄もかすれてしまうため。 
ファンタミリアの会員はコアなディズニーファンが多く、入会時には住所・氏名など必

須項目のほかに、家族構成やメールアドレス、好きなキャラクターなどのアンケートにも

答えてくれる人が多いという。こうした情報をベースに、一人ひとりの嗜好に沿った情報

提供や、地域で開催されるイベントへ招待している。 
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（２）コールセンターの事例 
■ソニー銀行 
店舗を持たない銀行のため、口座開設、取引、各種手続きはインターネット上のサービ

スサイトで行うようになっている。残高照会や振込み、カードローンの借り入れ・返済な

ど一部の取引に限り、IVRによるテレホンバンキングでも行うことができる。 
同社では、本社（東京）にカスタマーセンターを開設し、電話と e メールでお客様から
の各種問い合わせに対応。 
コミュニケーターの負担を軽減するために、あらかじめコミュニケーターのスキル別に

チームを作り、IVRによってお客様の用件に最適なチームにコールを振り分けている。IVR
のフローは、操作に迷うお客様のために、一定の時間が経過すると自動的にコミュニケー

ターにつながるように設計されている。 
E メール対応のサービスレベルは「24 時間以内に返信」と設定している。午後３時まで
の受付分は当日中に返信している。 

2005年より VOC活動を本格化し、VOC協議会を発足し、関連部門の担当者間でお客様
の声の検討を開始した。さらに、お客様の声がどのように反映されたのかを伝える仕組み

をサービスサイト上に構築したのである。お客様の声に基づき Q＆A などのサービスサイ
ト上のコンテンツを充実させたため、コール数が落ち着いてきた。 
 
■東京海上日動あんしん生命保険 

2005年５月、岐阜県に「総合カスタマーセンター」を開設。全国共通のフリーダイヤル
番号を採用。 
見込み客、既契約者といったお客様の属性別に設定し、①お客様相談窓口、②契約内容

変更窓口、③保険金請求窓口、④年金サポート窓口の４つの窓口を IVR で選べるようにす
ることで、お客様の利便性向上を図った。「総合カスタマーセンター」において意見や要望

を積極的に受け止め、お客様満足度のさらなる向上を目指す。 
「総合カスタマーセンター」で対応できない用件が寄せられた場合、CTI 機能を利用し

て、東京のセンターへコールと受付画面を転送することで、スムーズなエスカレーション

を実地。岐阜と東京のセンター間には IP電話を採用することで、コスト低減。 
お客様の声の反映を実現するため、お客様の声を集計・分析を強化するべく、「お客様の

声収集活用システム」を構築。フリーダイヤル、ファックス、Web メールで寄せられたお
客様の声を一元的に管理。 

2004年はWebサイトでの受付をスタート。今後は契約内容の確認や、控除証明の再発行
手続きといった機能を追加して、さらにお客様の利便性向上を図る意向。 
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■日本医療事務センター 
医療事務通信講座、教育講座、医療事務の業務委託・人材派遣、介護サービス、調剤薬

局、就職コーディネートと、医療および福祉に関するトータルなサービスを提供している。 
コールセンター開設の背景には、全国のお客様に高品質なサービスを等しく提供、案内

書の送付率向上（問い合わせ受付件数に占める資料送付件数の割合のこと）。講座に興味を

持ったお客様に資料を送付することで講座への理解を深め、申し込みにつなげようとした。

過去の受講履歴や問い合わせ履歴をもとに初めてのお客様なのかリピーターなのかを識別

した上でトークを展開することで、お客様とのコミュニケーションを深め、資料送付の了

解を得やすくなったため、送付率は６割から８割に大きく改善された。 
受付は年中無休で午前８時から午後９時まで。資料請求者の年齢層は 20代が多いことか

ら、彼らのライフスタイルに合わせた受付体制を実現しようと、受付時間外に限って、資

料請求のみ自動受付でカバーしている。 
IVRは大きな投資が必要なことから断念し、24時間自動受付を可能にするフリーダイヤ

ル CRMパッケージを導入した。NTTコミュニケーションズのネットワークを介して IVR
と同様の昨日を提供するサービスである。そのため、少ない投資で自動受付を実現するこ

とができる。同パッケージには、音声認識とプッシュボタン入力の２つの選択肢がある。

音声認識の機能では、講座名が難しく、お客様がスムーズに言えないため。より多くの資

料請求受付を自動受付で完了させることができるよう、操作性の向上を課題としており、

コールフローやガイダンスの見直しを検討している。 
コールセンターの次なるステップとして CRMの推進に着手している。具体的には、優良

顧客とのリレーションシップの強化と、クレームを含むお客様の声に基づく施策展開の２

つがある。前者については、１年間の受講履歴をもとに RFM分析を行い、優良顧客を洗い
出してダイレクトメールによる講座のお知らせなどを行っていくという。また、ホームペ

ージで講座の申込受付をスタート。コールセンターで提供しているサービスをインターネ

ットでも提供し、コールセンターとホームページとを対として運営しようとしている。 
2005年に、インターネット経由での問い合わせおよび資料請求の件数が電話によるそれ
を上回った。時代の象徴である。同社ではインターネット活用の重要性を実感する一方、

お客様とのコミュニケーションを深めていくに当たってはコールセンターの重要性も認識。

将来的には、コールセンターを教育事業部に限らず、調剤薬局などほかの事業に関する問

い合わせにも対応する全社的な顧客接点へと発展させるという大きなビジョンを描いてい

る。 
■カーコンビニ倶楽部 
コールセンターは社内で唯一の生活者向け問い合わせ・相談窓口。 
① TVCM やラジオ、雑誌などの広告を見て電話を掛けてきた顧客を店舗へ誘導すると
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いった加盟店の集客支援、②サービス利用後の苦情相談の２つ。 
24 時間体制で常時２～７名で対応していたが、CM 放送時の反響やフランチャイズチェ
ーン店の拡大に伴い顧客からの問い合わせが殺到したため、アウトソーシング企業に転送。 
しかしあふれ呼も「話し中」になるケースが続出。このような状況の中、①24 時間体制
のため、コール数の少ない深夜・早朝といった時間帯にも人件費やマネジメントコストが

かかる、②TVCM 放送時などの集中コールへの対応強化などの課題を再認識し、顧客満足

度を向上すると同時に、コストを削減すべく、IVRの導入に踏み切った。 
2001年 IVRを導入すると同時に、電話回線を大幅に増やし、深夜帯はオペレータ対応を
廃止した。初めに、後６時から午前０時までの時間帯を IVRに電話番号を入力してもらい、
オペレータがお客様に電話を掛けなおす IVR コールバックサービスに変更。そして午前９
時から午後６時までの時間帯を IVR コールバックサービスに変えて、午後６時以降のオペ
レータ対応を廃止した。１次対応を 24時間 IVRに切り替えたことで、オペレータの総数も
８名から５名に削減。毎月 200万円以上のコスト低減につながった。 
しかし、その後、顧客から“どんな傷をどこまで直せるのか”といった細かい問い合わ

せが多くなり、コールセンターに要求する内容が様変わりしてきたことを理由に、オペレ

ータ対応の復活を決定。IVR は集中コールによる大量の受電に対応できるという点では優
れているものの、IVR 応答を継続していたのでは、滞在顧客を逃し、顧客満足度の低下を
招きかねないと考えたのだ。 
車検前に必ず、コンピュータによる車検料金・費用の見積もりなどをする「ヤマト車検」

という車検サービスを新しく開始するに当たり、カーオーナーへの認知度が高まるまでは、

IVR による対応ではなく、オペレータが対応したほうが顧客満足度の観点からも得策と判
断した。2003 年再び IVR 主体の運用を開始。「ヤマト車検」をスタートした当初、オペレ
ータによる店舗紹介を行っていたが、それを IVR応答に変更。2002年からはネットでの店
舗検索を開始。現在、ネットから直接店舗へ問い合わせができるファクスサービスの利用

は、月平均 60～80件を数えている。同社のブランド認知率の向上や実際の店舗数の増大に
伴い、コールセンターに問い合わせることなく、直接、来店やリピート顧客も増加してき

たことから、かつては月平均１万件を数えていたコール数は月に 2500～3000件となってい
る。 
総コール数の 50～60％を占める店舗所在地の問い合わせには、IVRによる店舗紹介で対
応している。IVRメッセージ案内中の切電率は 30％。オペレータによる対応時でも総コー
ル数の 10～20％程度は「途中で切れたり、いたずら」があったことから、同社では IVR導
入による悪影響はないと見ている。 
今後、コールセンターに要求される内容の変化によっては、IVR 主体の運用では充分と
は言えなくなることもあると想定している。顧客満足度向上を目指すためには、オペレー

タ対応主体の運用も視野に入れて協議していくことも必要と考えている。 
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■ 損保ジャパンひまわり生命保険 
同社の主な販売チャネルは、代理店、専門知識を有する営業写真「ライフカウンセラー」、

ダイレクトマーケティングの３つ。これに合わせて、資料請求や各種相談・問い合わせを

受け付けるコールセンターも、代理店やライフカウンセラー経由のお客様を対象としたカ

スタマーセンターと、ダイレクトマーケティング経由のお客様を対象とした通販コールセ

ンターの２つを設けている。 
同センターの大きな特徴は、年末調整や確定申告を控えて生命保険料控除証明書が発行

される 10～12月にコール数が増えることだ。この時期は通常で 1日 800件のところが 1600
件と倍増。そこで IVR導入が検討された。2004年、デジアナコミュニケーションズ（株）
が提供する ASP型の IVRサービス「アクセスネット」を採用し、控除証明書再発行専用の
「お手続き受付ダイヤル」を開設。当初は、一定期間のコール増へ対応する目的で IVR を
導入したのだが、2005年にはお客様からの要望を基に、IVRの対応用件に「保険証券の再
発行」と「保険料振替」、「口座の変更」、代理店からの入電に限っては「解約の受付」を追

加。また、日中に通常の電話番号に掛かってきたコールも、あふれ呼の場合はアナウンス

を流して希望者は IVRに転送できる仕組みに改善した。2006年には個人のお客様にも「解
約の受付」を開放するなど、対応範囲を拡大してきた。 
対象サービスにおいて、約 10％が IVR対応に移行。繁忙期の呼損率は 2005年の 15％か
ら７％にまで低減した。年間の IVRによる対応件数の推移を見ると、通常時で月平均 1000
～1500件のところ、2005年には 6000件超に至った。一時的なコール増からくる呼損の解
消に IVRが果たしている役割はかなり大きい。 
現在、同社が課題として挙げているのは、IVR による完了率を高めることだ。現在の完
了率は約 30％。未完了のうち最も多いのは、該当する用件がなかった場合にフリーダイヤ
ル番号を案内するケース。IVR による取扱業務以外の用件で電話を掛けてきたり、直接オ
ペレータに問い合わせたいお客様もいることから許容される要素だと同社はみている。 
次に多い、IVR に転送した直後の「PB チェック」（プッシュボタンの操作確認）時点での
切断については、そもそも IVRでの対応を望んでいないものと予測。 
住所変更など、複数の手続きが一度に必要な用件や、聴取項目の多い用件などは、メニ

ューに載せるのは難しい。しかし、コール内容の２割を占める「住所変更の手続き」など

は、慎重な対応が必要ではあるが、IVR化を進めていきたい用件だと言う。 
 
■ アイムス・ジャパン 
世界７７カ国において、ユーかヌバとアイムスのブランドでプレミアムドッグ＆キャッ

トフードを販売している米アイムス社。その日本法人であるアイムス・ジャパン（株）の

お客様相談室では、ペットショップや動物病院などから寄せられる各種問い合わせ、およ
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び犬猫の健康相談に対応している。 
お客様相談室ではフリーダイヤルを採用していて、具体的な業務内容は、製品に関する

問い合わせや受付や食事相談、クレーム対応、サンプル・資料請求受付とその発送業務な

ど。 
お客様相談室では、アドバイザー全員が犬猫のプロフェッショナルであり、人材面での

対応強化を図ると同時に、システム面でもオペレーションをサポートしている。受付シス

テムには、あるパッケージ製品をカスタマイズして使用。頻繁に寄せられる問い合わせに

ついてはあらかじめ FAQを作成しておき、オペレーション端末の画面上に表示されている
FAQ ボタンをクリックすれば必要な情報を閲覧できるようにしている。これは入力作業を
簡素化するためである。 
また、CTI を導入し、発信者番号をもとに過去に問い合わせをいただいたオーナーの情
報を検索。これにより、コンタクト履歴に基づく適切な対応を実現している。お客様相談

室に寄せられた問い合わせや相談の内容はデータベースに登録。その内容は、使用製品、

ペットの種類、購入店舗といった情報のほか、ペットの性別、生年月日といったペットの

詳細情報にまで及ぶ。お客様を知り、問い合わせや要望を正確に把握・対応し、サービス

の向上を図っている。 
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第五章 比較 

 この章では、前章で取り上げた事例を分類して表にまとめた。 

（１）ポイントカードシステムの比較 
・顧客をセグメントした事例（会員にステージ制がある、優良顧客を重視） 
 ポイントカードシス

テムの種類 
システムの役割 顧客に対して行って

ること 
すみや ・すみや CLUBカード 

メンバーズとゴールド

メンバーズがある 

ゴールドメンバーズの

層を増やし、維持させ

る。 

購入履歴、過去の作品の

販売動向、年齢やエリア

などの要素からリスト

を作る。 

店頭で新作を勧めたり、

電話でアプローチ 

リテイルネットワーク

ス 

 

・Fantamiliar（ファン

タミリア） 

真のディズニーファン

を取り込み、顧客の顔を

見るために会員制にし

た。 

ポイントと交換できる

プレミアムグッズはメ

ンバーにしか入手でき

ないオリジナルグッズ

を用意 

一人ひとりの嗜好に沿

った情報提供や、地域で

開催されるイベントへ

の招待。 

ららぽーと ・ららぽいんとカード 

ららなびにより情報サ

ービスやクーポンが手

に入る。 

A会員、スターメンバー

がある 

「なびスコープ」にお気

に入りの店や、レディー

ス・ファッション、小物

といった気になる項目

を登録してもらうこと

で、生の消費動向を見る

ことができる。 

A会員だけが閲覧できる

Webサイトを用意。 

バーゲン開催期間の先

行告知やサービス案内。 

スターメンバーには

様々なサービス券をプ

レゼント。 

会員情報誌の送付 

限定のラウンジ施設 

東急ハンズ ・ハンズクラブカード 

購入金額 100円ごとに、

その１％がポイントと

して貯まり、累計ポイン

トに応じてお買い物チ

ケットやオリジナルグ

企画内容に応じて、過去

の購入商品、年齢、性別

などでセグメントを行

う 

購入商品に関連したリ

ピート商品の DM を強

化 
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ッズと交換できる 

 
 
・利便性がある事例 
 ポイントカードシステムの

種類 

システムの役割 顧客に対して行ってるこ

と 

マニックパニック東京 ・ モバイル CRC 

 来店回数に応じてポイン

トを付与 

単なるポイントカード

や会員証としてだけで

なく、情報配信ツール

としても活用 

サンキューメール お迎

えメール 

タイムリーなアプローチ 

（株）T カード＆マー

ケティング 

ティーポイント 提携企業で共通のポイ

ントプログラムが使え

る。 

 

 

Tポイントが貯まると「特

別な体験」をテーマにした

商品をプレゼント。 

提携企業同士の相互販促

活動によりキャンペーン

が実地される。 

 
(２)コールセンターの比較 
・コール数が多くなったため CRMシステムを導入した事例 
 CRM システムを導入し

た理由 

CRMシステムについて CRMシステムの導入後 

損保ジャパンひまわり

生命保険（株） 

 

年末調整や確定申告を

控えて生命保険料控除

証明書が発行される 10

～12 月にコール数が増

える 

 

・IVR導入 

控除証明書再発行専用

の「お手続き受付ダイヤ

ル」を開設 

お客様からの要望を基

に、IVR対応用件を増や

した 

繁忙期の呼損率は 2005

年の 15％から 7％に低

減。 

呼損の解消に IVR が果

たしている役割は大き

い。 

カーコンビニ倶楽部

（株） 

人件費などコスト削減 

TVCM 放送時などの集

中コールへの対応強化 

・IVR導入 

 

細かい問い合わせが多

くなったためオペレー

タ対応の復活 

 

ソニー銀行（株） コミュニケーターの負

担を軽減するため 

・一部の取引に限り IVR

を導入 

・VOC活動を本格化 

・Q&A などのコンテン

コンテンツを充実させ

たことにより、コール数

が落ち着いてきた 
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ツをサービスサイト上

に充実 

 
・顧客に合わせて CRMシステムを導入した事例 
 CRM システムを導入し

た理由 

CRMシステムについて CRMシステムの導入後 

（株）日本医療事務セン

ター 

資料請求者に合わせた

受付体制を実現しよう

と受付時間外に限って、

資料請求のみ自動受付

でカバー 

 

・CRM パッケージを導

入（音声認識とプッシュ

ボタン入力の２つの選

択肢） 

・コールセンターで提供

しているサービスをイ

ンターネットでも提供 

少ない投資で自動受付

を実現 

RFM 分析を行い、優良

顧客を洗い出してダイ

レクトメールによる講

座のお知らせなどを行

う 

 

東京海上日動あんしん

生命保険（株） 

利便性の向上を図るた

め 

 

・顧客の属性別に４つの

窓口を IVRで選べるよ

うにした 

・CTI機能を利用して、

岐阜と東京のセンター

間で転送 

・「お客様の声収集活用

システム」を構築 

 

・スムーズなエスカレー

ションを実地 

・顧客の声を集計・分析 

アイムス・ジャパン（株） 

 

応対品質の向上 ・受付システムに F&Q

を作成 

・CTI機能 

入力作業を簡素化 

コンタクト履歴に基づ

く適切な対応を実現 
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第六章 分析 

CRMは、顧客生涯価値の最大化のために個々の顧客情報を収集・分析し、最も効果的な
顧客アプローチをおこなうことが必要である。 
マーケティングの目的は“ターゲットの心情”に働きかけ、購買行動を促進していくこと。

従って、“ターゲットの心情”への深い洞察、その心情に働きかけるマーケティングが重要

になる。 
CRM導入企業の販売促進ツールは、「“私”を大切に扱ってくれている」「この会社は“私”
に配慮してくれている」と顧客に感じてもらうことが必要である。 
顧客との関係を維持し、信頼関係を強化し、求められる商品やサービスを提供することで、

顧客ひとり当たりの利益拡大が達成される。また、特定の顧客に信頼されているという状

況が、新しい顧客には魅力的な企業として映るため、新規顧客をより効率的に獲得するこ

とにもつながる。 
 
■ポイントカードシステム 
（１）顧客をセグメントしている事例について 

CRM戦略としての二つの大きなテーマは、バーチャル（模擬）化する顧客の購買活動の
中でいかに顧客の曖昧なニーズを具現化し見極めるのか、と、入り混じりっている顧客を

いかに把握していくのかである。 
「顧客セグメンテーション」の基本的な考え方として、人や企業は押しても買わないの

で、買いモード（買う気になっている）客を効率よく見つけ、タイミングをうまく測る（タ

イミング・セグメンテーション）か、その客が行う情報収集（POI)をお手伝いしよう、と
いうもの。 
・ららぽーとでは、顧客が自分自身で欲しい情報を登録するのでより顧客にカスタマイ

ズされている。また、スターメンバーには特別なサービスを用意し、優良顧客の比率をア

ップすることに力を入れている。 
・すみやでは、購入額の多いゴールドメンバーズを注目し、店頭で顧客に新作を勧めた

りすることで、顧客とのコミュニケーションを図り、優良顧客の維持・拡大、一般顧客を

優良顧客へと引き上げるためのツールとして活用している。 
・リテイルネットワークスでは、会員制にした理由は、真のディズニーファンを取り込

むためであり、ターゲットとなる顧客を絞ることで“顧客の顔”を見ることができる。 
ポイントで交換できるプレミアムグッズはメンバーにしか入手できないオリジナルグッズ

を用意することで、ディズニーファンに特別感を出す。 
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・東急ハンズでは、購入商品で顧客をセグメントし、その購入商品に合わせた DM を顧

客の欲しい情報を欲しいタイミングで送付している。 
しかし、商品の品目が多岐に渡るために、効果的な分類が難しい。 

 
ららぽーとは IT技術を上手く利用し、顧客一人ひとりにカスタマイズされたサービスを
提供していることで One to oneマーケティングを実現し、優良顧客に対するサービスも充
実されていて、顧客の満足度は高いのではないかと思う。 
 
 
 
 
（２）利便性がある事例について 
ポイントカードは、生活者のメインカードとして選ばれなければ、その効果は発揮でき

ない。実際に所持して日常使用しているのは１業種１枚であり、持ち歩く上での阻害要因

としては、利便性が低い点が挙げられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・マニックパニック東京 

３～４回の来店時にケータイの会員化を勧め、顧客とのコミュニケーションを心掛けてい

る。顧客の欲しいタイミングで DMを送付。 
ケータイという端末を使うことで、コスト削減、利便性。 

1年以内に使ったポイントプログラムの数

11%

62%

20%

3%

2%

2%

1

2～5

6～10

11～15

16～20

21以上
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・Tカード＆マーケティングのカード１枚で日常生活のあらゆる場面で利用できるという
のは、すぐにポイントも貯まり、顧客にとって非常に利便性が高く、満足できるものと考

えられる。 
 
利便性を向上することで、生活者のメインカードとして選ばれるための施策を打ち出して

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■コールセンター 

IVR 導入のメリットとしては、①１次対応に使用し、用件をできるだけ明確にした上で
最適なオペレータグループに着信させることが可能になる、②自動音声による２４時間対

応が可能になるなどが挙げられる。 
デメリットは、①クレーム対応などの複雑な業務には対処できない、②コールフローや

ガイダンスいかんでは、顧客に煩わしさや負担を与えることになり、顧客満足の観点から

逆効果になる、など。 
IVR 導入の目的は、企業の業種・業態にかかわらず、顧客が希望する用件に即答できる
オペレータにスムーズにつなげたり、セルフサービスで容易に済ますことができたり、「話

し中」が発生する時のストレスを軽減することにある。 
ところが、「音声案内が長い」「顧客の操作負担が大きい」「わかりにくいため選択に悩む」

など顧客の不満の声は後を絶たない。 
このように IVR の利用に当たって顧客の期待と企業の間にギャップが存在することも確
か。 
生活者アンケートでは、IVR について感じることは「押し間違えたらひとつ前に戻れなく
て、不便」42.3％ 
「聞きたい内容と違うケースがあって、不便」41.8％ 
「時間が掛かりすぎて、不便」40.3％ 
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IVRについて感じること

42.30%

41.80%

40.30%

39.00% 40.00% 41.00% 42.00% 43.00%

時間が掛かりすぎて、
不便

聞きたい内容と違う
ケースがあって、不便

押し間違えたらひとつ
前に戻れなくて、不便

 

 
 
 
こうしたことを踏まえて、企業は、IVR対応と人的対応のバランスを図る必要がある。 

自社のコールセンターの目的を踏まえて、顧客の視点を忘れることなく、顧客の期待との

ギャップを埋めるような最適な仕組みを目指すべきである。 
電話を掛けてくる状況や要員を洗い出し、オペレータによる対応をすべき用件と、IVR
で完了可能な用件を切り分け、生活者にとって使い勝手の良い IVR の活用方法を再考する
ことが必要である。 
・日本医療事務センターのように、ＩＶＲシステムだけで対応するのでなく、人的対応

とバランス良くすることで、利便性を高め、また、オペレータが顧客とのコミュニケーシ

ョンを図ることで、顧客満足につなげている。 
 
・ソニー銀行、東京海上日動あんしん生命保険（株）では、E-メール対応やWebサイト
での対応も充実させることで、利便性を高めている。 
 
・アイムス・ジャパン（株）では、オペレータが犬猫のプロフェッショナルであること

と、CTI機能で入力作業を簡素化することで、顧客の応対品質の向上を図っている。 
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第七章 まとめ 

ポイントカードシステムについては、ポイントカードシステムを導入している企業が多

い中で、他社と差別化することが重要になってくる。 
ポイントカードは、ポイントを還元できる割引ツールだけでなく、顧客情報を把握し、

顧客管理ツールとなり、顧客情報を上手く扱うことで顧客との関係性の向上につながる。 
その中でも、顧客をセグメントすることで、より顧客一人ひとりに合ったサービスが提

供できれば顧客満足度も高められる。 
 
コールセンターについては、IVR システムを導入すればオペレータの負担を減らせるな
どのメリットもたくさん挙げられるが、利用する顧客からは不満の声もあるので、IVR シ
ステムに全て頼るのではなく、オペレータとバランスよくすることで、利便性や細かい応

対などができ、顧客満足向上につながる。 
コールセンターは顧客との接点であり、顧客の声を聞くために、オペレータは顧客とコミ

ュニケーションを深めることも大切である。 
 

IT 技術を利用する中で忘れてはいけないことは、顧客一人ひとりに丁寧な態度で接し、
信頼関係を築くことである。それが顧客満足度向上につながると言えるだろう。 
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