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カスタマー戦略策定支援

カスタマー領域における課題例

日本を取り巻くビジネス環境は、グローバル化やAI・IoT等テクノロジーの進展によるビジネスモデル
の創造的破壊により激変し、様々な企業が業界・業種の壁を越えたコラボレーションによって、イノ
ベーションの手法や業務プロセスの根本的な見直しを迫られています。そのような環境の中、ブランド
価値の最大化という課題においては、商品やサービスを通じて企業が伝えたい意思と、実際の顧客体験
とを強く連動させることが重要です。
KPMGコンサルティングは、グローバルネットワークの知見と先端テクノロジーを駆使し、クライアン
トのトップライン・グロースや収益性向上を最終目的として、顧客を起点にした顧客戦略策定から
営業・サービスのオペレーション変革までを広範に支援します。

カスタマー支援サービスの実施ステップ

M&Aや他社との協業を進める中で、コーポレート
ブランドの価値を高めたい

グローバルブランディングがうまくいかず、
リージョンの個別最適になっている

各事業部のマーケティング予算配分が適切かどうか
わからない

マーケティングの各施策がどのくらい売上拡大に
貢献しているのか明確でない

コーポレートブランドメッセージと各商品の
コミュニケーションメッセージが統一されていない

SNSをどうマーケティング活動に活かしたらいいか
わからない

社内各部門に散在する顧客データの活用方法が
わからない

顧客満足度を上げる一方、オペレーションの効率化
を図りたい

KPMGコンサルティングでは、Discover（現状把握と課題抽出） – Define（コンセ
プト定義） – Design（カスタマーエクスペリエンス開発） – Deliver（実施展開と
効果測定）の“４つのD”のステップでカスタマー支援サービスを展開します。製品
開発部門、マーケティング部門、営業部門、カスタマーサービス部門など複数部
門にまたがる課題を特定し、部門に散在する顧客データを統合して、一貫した顧
客体験（カスタマーエクスペリエンス）を構築するためのすべてのプロセスを見
直し、実行から効果測定に至るまでのPDCAマネジメントを支援します。
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KPMGのカスタマー対応領域と支援例
■ブランド・マーケティング戦略
一貫性と柔軟性を両立する顧客視点からのグローバルブランド戦略の構築を支援します。
また、様々なアクティビティを顧客インサイトの観点から統合する、マーケティング戦略策
定と業務変革を支援するとともに、AIやIoT等の最新テクノロジーを活用して、マーケティン
グROIを可視化します。

■カスタマーエクスペリエンス
あらゆるタッチポイントにおける顧客体験の実態と課題を明確にした上で、あるべきカスタ
マーエクスペリエンスを定義し、デジタル／オフラインを含めすべてのプロセスにおける顧
客体験向上施策の立案を支援するとともに、すべての顧客活動を最新のAIやIoT等のテクノロ
ジーを活用して可視化します。

【ソリューション例（イメージ）】グローバルブランディング開発・展開
各国・各製品ブランドごとに個別に展開されているコミュニケーションを、統合されたグ
ローバルブランド戦略に基づいてすべてのコミュニケーションのプラットフォームを統一す
ることにより、グローバルレベルでのブランドのLook & Feelの一貫性を実現、企業イメージ
の向上と同時にコミュニケーションの効率化・コストの削減に貢献します。

【ソリューション例（イメージ）】カスタマージャーニー開発・展開
サービス業におけるカスタマー像（カスタマーセグメンテーションとカスタマーペルソナ）
を明らかにした上で現状のブランドタッチポイントの分析を行います。各チャネルにおける
カスタマーのエモーショナルジャーニーを定量的・定性的手法により分析し、ゲインポイン
トとペインポイントを特定、顧客の課題を明確化したうえで、課題に対応するソリューショ
ンをタッチポイント別に開発し、顧客満足度の向上とロイヤリティの強化につなげます。

グローバルブランド戦略プラットフォームの策定
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■セールスプロセス
営業の業務プロセスを分析し、マーケティングオートメーション等と連携して顧客満足の向
上を図りつつ、最新のテクノロジーを活用して経営に資する情報の可視化と同時に、営業変
革と従業員やパートナー企業のワークスタイル変革を実現します。

■カスタマーサービス
コールセンターやお客様サービス窓口における顧客接点プロセスを、最新テクノロジーを活
用して顧客視点から可視化します。サービスプロセスの効率化と顧客満足向上の両立を図り、
カスタマーサービスの変革を実現します。また、アナリティクスやAIを用いて顧客の声を
マーケティング活動や品質管理に反映します。

【ソリューション例（イメージ）】営業業務プロセス改革支援
営業のプロセスを横断的に分析することで課題を明確化し、“営業戦略明確化”、“キーアカウ
ント営業強化”、“非対面（デジタル）営業活用”、“ソリューション型営業転換”、“提案支援
業務集約化”、“営業事務集約化”と、それらを跨る「案件（商談）管理徹底による営業活動全
体の可視化」を施策とし、営業のワークスタイル変革と営業業務全体の飛躍的効率化を実現
します。

【ソリューション例（イメージ）】顧客コンタクト履歴とソーシャル分析による商品開発／改善支援
カスタマーサービス成熟度診断にて現状のカスタマーサービスのオペレーションの改善点を
抽出。コンタクトセンターを単なる顧客対応部門からソーシャルを含めたVoC（Voice of
Customer）の分析・商品開発／改善提案部門と位置づけ、高度なFAQによる顧客自己解決
率向上による業務効率化と、ソーシャルリスニング、マイニング等のテクノロジーを活用し
たプロアクティブな部門への進化を支援します。
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多岐にわたる実施事項と関係者を取りまとめ、全体コーディ
ネートの最適化を支援
KPMGはGlobal Privacy Advisory Serviceを立ち上げ、世界
で450名のプライバシーデータ管理の専門家が連携してサービ
スを提供する体制を整えています。豊富なプロジェクト経験
により、企業における多岐にわたる実施事項等を取りまとめ、
最適な全体コーディネートを支援します。
（2019年4月現在）

業務実態を把握しながら現実的なルールの設定・導入を調整
KPMGは、各国においてプライバシーデータ管理態勢の構築
支援や関連法制へのコンプライアンス支援サービスを提供し
ています。特に企業の各部門と調整を行いながらの管理レベ
ルの設定や取扱いルールの策定等における豊富な経験やノウ
ハウにより、業務実態を把握しつつ現実的なルールの設定や
導入を支援します。

言語の壁を越えた着実なコラボレーションとコミュニケーション
KPMGは、世界153の国と地域のメンバーファームに約
207,000名を擁しています。また、主要37ヵ国85都市に約700
名の日本人および日本語対応可能なプロフェッショナルが駐
在し、適宜連携することでプロジェクトの遂行を支援します。
（2019年4月現在）

KPMGの強み

KPMGコンサルティング株式会社
kc@jp.kpmg.com
TEL : 03-3548-5111

home.kpmg/jp/kc

本リーフレットで紹介するサービスは、公認会計士法、独立性規則及び利益相反等の観点から、提供できる企
業や提供できる業務の範囲等に一定の制限がかかる場合があります。詳しくはKPMGコンサルティング株式会
社までお問い合わせください。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。
私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは
保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状
況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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