
最高のカスタマーエクスペリエンスを今ここに 
会社のパンフレット
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The Genesys Customer 
Experience Platform

会社のパンフレット 貴社の従業員とエンゲージする よりよいビジネス結果を
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ジェネシスの次世代ソリューシ
ョンで新世代の顧客を獲得

ビジネスは常に変化しており、私たちはそれに期待しています。あら
ゆる変化は、対応力を付けるチャンスだからです。これまでは、対応
する人が変わる度に同じ説明を繰り返さなくてもよい、というだけで
顧客は喜んでくれましたが、今日では、全てのチャネルをカバーする
ハイパーパーソナライズされた体験と迅速な解決が期待されていま
す。私たちは、顧客の今後の要望に応える計画を立てており、貴社の
お役にたてたいと考えています。

ジェネシスは、毎年 250 億を超える世界中のベスト カスタマーエク
スペリエンスを支え、クラウドでもオンプレミスでもカスタマーエン
ゲージメント・ソリューションのリーダー的存在であると業界のトッ
プアナリストから認められている唯一の企業です。

業界をリードする私たちのカスタマーエクスペリエンス・プラットフ
ォームは、テクノロジーと人間の叡智の両面を上手く活用していま
す。変化に柔軟に対応できる直観的なプラットフォームで貴社と顧
客の「瞬間」をつなぎ、卓越したカスタマーリレーションの創造、従業
員とのエンゲージ、そしてビジネス力の構築という経験をもたらしま
す。

卓越したカスタマーリレーションを構築
それぞれの顧客の意図や履歴、好みを認識し、とるべき最善のアクシ
ョンを明確にします。  ジェネシスは、音声通話やデジタルチャネル、
セルフサービス、インバンドとアウトバウンドのインタラクション、ワ
ークアイテムを全て統合し、それぞれの「瞬間」に豊富なコンテキス
トに基づくインサイトを提供します。その結果として、シームレスで
一貫した容易なカスタマーエクスペリエンスにより、収益や利益、顧
客満足度を向上することができます。

「ジェネシス
は、PayPal が次の
レベルに進むため
に本当に必要とし
ていたカスタマー
エクスペリエンス
の全社的なプラッ
トフォームを用意し
てくれました。それ
は、極めて大きなゲ
ームチェンジャーで
した」。
Dar Andrews 

Senior Director of Service Delivery 

and Engineering 
 シニアディレクター 
PayPal
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「ジェネシスのおかげで、私た
ちの目標であるいつでも、簡
単、思い通りにエンゲージでき
るという “life-rich” な（「生活
に密着した」）銀行体験の提供
ができるようになりました」。
Paul Cahill, 、デジタルエクスペリエンス長、 Credit Union Australia

「これは考えられる限り最高のコンタクトセンター
で、私たちは Vodafone の中で世界ナンバー ワン
を獲得してきました。そして、私たちが開発した新
しい革新的なチャネルでは、さらに色々なことがで
きるようになる事が予想できます」。
Jörg Knoop, コンタクトセンター、テレセールス機能長, Vodafone Germany

従業員を現場の最高責任者にする
カスタマーエクスペリエンスを提供するために最も重要な資産であ
る貴社の従業員に、問題を解決する力、疑問に答える力、そして顧客
を満足させる力を提供します。ジェネシスは、全ての音声通話やデジ
タルチャネルのエージェントとスキルを 1 か所で管理し、ルーティン
グやスケジューリング、予測を行います。全てのチャネルでの顧客の
全ての「瞬間」を 1 つのスクリーンで貴社のエージェントに提示、エ
ージェントはより効果的に仕事を進めることができ、従業員の維持と
満足度を向上、顧客とより強い関係を築きます。

貴社のビジネスを最適化し差別化する
差別化につながるカスタマーエクスペリエンスを実現するため、ビ
ジネス全体でのプロセスを最適化します。貴社のビジネスに合わせ
て進化する集中管理機能で、チャネルと運用を統合し正確なスケジ
ューリングや運用全体のサービスレベルが満足されている事を確認
し、顧客のニーズへの対応に適した人材を特定するためにコンテク
ストやビジネスルールを利用することが可能になります。スムーズな
タスクとコストの削減、顧客ロイヤリティにつながるパーソナライズ
された体験の提供をお手伝いします。
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規模に関わらず卓越したカスタマーエクスペリ
エンスを提供
貴社の規模の大小にかかわらず、より良いカスタマージャーニー
を設計、管理。あらゆるチャネルで、カスタマーの全ての「瞬間」に
つながることができるため、全ての体験のパーソナライズや顧客
の手間を最も少なくすることが可能です。プロセスや運用がスムー
ズになるため、エージェントは卓越したカスタマーエクスペリエン
スをより少ない時間で提供できるようになります。その結果、お客
様には次のようなメリットがあります：

最も重要な資産を最大限に活用。
ジェネシスは全ての顧客の「瞬間」に 1 つのデスクトップでつながる
ため、貴社のエージェントは最高のサービスを提供することに集中
できます。貴社のチームは、スキルの形成と指導の改善、トレーニン
グ機会の増加、より正確なスケジューリングや予測も可能となり、エ
ージェントの満足度を向上します。ジェネシスを使えば、お客様には
次のようなメリットがあります：

50% 
カスタマージャーニーの 
重要なポイントでの顧客 
の離脱を 50% 減少

30% 
競合のスコアと比較して  
30% 高い CSAT レート

96% 
96% の初回解決率

Improve 
従業員エンゲージメントの改善

15% 
エージェントの生産性が  
15% 向上

700% 
タスクプロセス時間が  
700% 改善 

82% 
顧客の加入やアップグレ 
ード時間が 82% 短縮

Zero 
スタッフのターンオーバ 
ーの割合が 20% から 0% へ

Deliver Better 
よりよいビジネス結果を 
ご提供

一流のものを使うメリットを享受する
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より良いビジネスの成果をもたらす。
最高のカスタマーエクスペリエンスで新規顧客を獲得、維持し収益
を向上。より良いインサイトで予算をセーブ、運用をスムーズに。用
途に合わせて設計されたカスタマーエクスペリエンス・ソリューショ
ンで、コンプライアンスを維持しペナルティを回避。ジェネシスのお
客様の成果：

30%
e コマースのコンバージョ 
ンが 30% 増加

$1.1M 
110 万ドルの収益向上 

12.5% 
エージェント取り扱い時間が 
12.5% 改善

34% 
バックオフィスの生産性が  
34% 向上

$2M 
年間 200 万ドルの運用費 
用削減

「これまでのサイロ化していた
チャネルを、統合されたプラット
フォームに融合できただけでは
なく、総所有コストの大幅な削減
も達成しました」

Krishnan Govindan, ICICI 銀行、カスタマーサービス部部長
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The Genesys Customer Experience Platform

貴社のカスタマーエンゲージメントをパ 
ーソナライズ
The Genesys Customer Experience Platform は、パーソナライズさ
れたカスタマーエンゲージメントとリアルタイムの意思決定のため
に、用途に合わせて設計された単一の統合プラットフォームで、全て
のタッチポイントをカバーして機能し、ワークフォースとプロセスを
最適化する機能やチャネル、コンテクストを統合、財務や人事、発注
プロセス、在庫管理、CRM ソリューションなどの基幹業務システムと
接続します。

カスタマーエン
ゲージメント
貴社の全ての顧客と
他に類を見ない関係
を作る

• デジタル
• インバウンド
• アウトバウンド
• セルフサービス

従業員エンゲ 
ージメント
貴社のスタッフを、カスタマー
ジャーニーの中での最高責任
者にします

• ワークフォース最適化
• オムニチャネル・デスクト

ップ
• コラボレーション

ビジネス最適化 
貴社のビジネスをスマート
に運営

• ワークロード・マネジ
メント

• アナリティクス
• プラットフォーム
• 統合

「顧客のサービスへの期待値が極めて早いスピ 
ードで変化しているこの世界で、 
PureCloud は大きな競争力を与えてくれます」。
Ian Roberts, Quicken Customer Care 運用部長
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顧客
単一のオムニチャネル・デスクトップで強化

パーソナライズされた、予測可能で積極的な体験を提供

全社の運用の監視と管理

それぞれのインタラクションを、できる限り最高のリソースにルーティング

音声通話やデジタルなど全てのチャネルを貴社全体でサポート

全てのチャネルで貴社の人材を一貫して管理

顧客のコミットメントのリアルタイムでの対応と予測

貴社のウェブサイトまたはモバイルアプリケーションを積極的に監視しエンゲージ

Genesys Omnichannel Engagement

カスタマーエク
スペリエンス・プ
ラットフォーム
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最高の体験を提供 
今日、そして将来

The Genesys Customer Experience Platform Portfolio は、オン
プレミスでもクラウドでもハイブリッドの設定でも展開可能で
す。Genesys Customer Experience Platform は、現在の貴社の規
模にも、貴社が計画している成長の早さにもが関係なく、全てのタ
ッチポイントやチャネル、インタラクションを通じて、シームレスで
一貫しパーソナライズされた次世代カスタマーエクスペリエンス
を提供します。

158% 
5 年間で 158% のROIを達成

12.8 
回収期間 12.8 か月

$20M+ 
インフラおよび運用コストを  
2 千万ドル以上削減

$7600+ 
1 ライセンスあたり 7600 ドル以
上の NPV （正味現在価値）

PureCloud
フレキシブルで学習や
使用が容易なアーキテ
クチャと機能をもつ、ク
ラウドベースでオール・
イン・ワンのコミュニケー
ションおよびカスタマー
エクスペリエンスのプラ
ットフォームで、より良い
カスタマーエクスペリエ
ンスを提供。

PureConnect
オール・イン・ワンプラットフォ
ームで、管理の簡素化、運用パ
フォーマンスの改善、総所有コ
ストの削減および卓越したカ
スタマーエクスペリエンスを
提供。

PureEngage
真のオムニチャネル・エン
ゲージメントプラットフォー
ムの、世界規模での高可用
性や無制限のスケーラビリ
ティ、カスタム化、統合機能
を利用。
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1995 年
通話のハンドリングは、ACD による
単なる通話の分配から CTI へと移
行し、エージェントに通話と共に適
切なデータを提供

1999 年
色々な方法でコンタクトしたいと
いう顧客の希望に応え、音声のみ
のインタラクションから複数のチャ
ネルへ

2001 年
セルフサービスは、プッシュボタン
機能を利用した IVR から VXML 音
声アプリケーションへと進化し、よ
り自然なインタラクションへ

2006 年
コンタクトセンターのインフラス
トラクチャは、従来型の TDM から 
SIP へ移行。コスト削減、コンタクト
センターの仮想化、マルチメディ
ア・インタラクションを実現

2016 年
カスタマーインタラクションが多く
のサイロ化したチャネルから、単一
の手軽なオムニチャネル・カスタマ
ージャーニーへ

2012 年
より強力なコンタクトセンターをよ
り少ないコストで実装しようという
企業の動きがオンプレミスからク
ラウドへの動きを加速

ジェネシスの歴史



ジェネシスについて

Genesys® は、毎年、250 億を超える顧客の世界最高のカスタマーエ
クスペリエンスを支えています。私たちの成功の要因は、従業員と顧
客の会話を日々、あらゆるチャネルでつないでいる事です。100 か国
以上に存在する 10,000 社を超える企業が、私たちの #1 カスタマー・
エクスペリエンス・プラットフォームを信頼し、素晴らしいビジネス結
果を得ています。ジェネシスのオンプレミスおよびクラウドソリューシ
ョンは、変化に対応でき、直観的で極めて強力に作られています。

テクノロジーと人間の叡智の優れた部分を組み合わせ、貴社の期待
に応えます。

genesys.com をご覧になるか +1.888.436.3797  
までお電話をください「人々は、製品と体験は別々だと

思っていますが、実際には体験こ
そが製品なのです」。

Steve Maidment, Australia Post デジタルチャネルおよびイノベーション、ジェネラルマネージャー

http://genesys.com
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