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顧客が期待する差別化 
され、個別化された体験
を提供
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次世代カスタマーエクス 
ペリエンスの探求

次世代カスタマーエクスペリエンスを提供し、顧客の期待が進化するに
つれ、真のオムニチャネル・カスタマーエンゲージメント・プラットフォー
ムが必要になります。企業のビジネスが如何に大規模であっても、顧客
が使う、モバイルやウェブ、ソーシャルメディア、E メール、音声通話など、
コミュニケーションチャネル全てでのエンゲージが可能です。 

マルチチャネルソリューションや従来型インフラストラクチャに一つ一
つデジタルチャネルを追加していくのとは異なり、用途に合わせて作ら
れたオムニチャネルソリューションは、貴社のブランドを構築するシーム
レスで個別化された体験を提供します。

 自社製のアプリや CRM、EPR、音声でのコミュニケーションなど
重要なシステムを統合することで、セールスやマーケティング、
サービスジャーニー全体で顧客がどういう状況にあるかを常に
確認することができます。

 真のオムニチャネルエンゲージメントによりデジタルトランスフォーメ
ーションが可能となることで、貴社は今日の顧客が期待する、他とは違う
個別化された優れた体験を提供することができます。

ジェネシスのテクノロジーにより、私たちのエージェントは顧客のジ
ャーニーの中で常に顧客の一歩先を行くことができ、迅速かつ賢くそ
のニーズにこたえられるようになりました。これにより、私たちは継
続的なサービスの改善という意味で大変有利な立場に立つ事がで
きるようになりました 
Marks & Spencer
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PureEngage は、クラウドやハイブリッドのデプロイメントで 
Amazon Web Services を活用して地球規模での高可用性と
無制限なスケーラビリティを確保しています。

ソリューション

貴社のブランドの差別化につながるカスタマーエクスペリエンス
カスタマーエクスペリエンスは、ビジネスにおける究極の差別化要因で、オムニチャネルエンゲージメン
トはその土台です。顧客の全タッチポイントをつなぐことで、オムニチャネルエンゲージメントは全ての顧
客の意図や履歴、好みに関する知見を貴社に提供し、次のアクションを決める指針として使うことができま
す。PureEngage のみが、優れた体験を提供する真のオムニチャネル・カスタマーエンゲージメント・プラットフ
ォームで、次に示す 6 通りの大事な方法でビジネスの課題を解決する手助けとなります：

完全なインタラクションアナリティクスによる、カスタマ
ー・インタラクションの世界規模での可視化
PureEngage を使えば、顧客が貴社のブランドとのインタラ
クションに使っているチャネルの様子と、そのインタラクショ
ンに関して顧客がどう感じているかを監視できるようになり
ます。カスタマー・インタラクションの履歴を全て可視化する
事で、デジタルや音声の他、自動音声対応から人間によるア
シストに移行した場合でも、全てのチャネルにわたるカスタ
マーエンゲージメントのマネージが可能になります。統合さ
れたアナリティクスのレポートはカスタマージャーニー全体
をカバーしており、管理や収益化が可能です。

最初から適切なリソースにつなぐ、
超個別化ルーティング
キューベース・ルーティングとは違い、PureEngage 
は真のオムニチャネルルーティングにより有効に
なります。孤立化したシステムをつなぎ、複数のチ
ャネルに広がっている全てのインタラクションを一
つのキュー（待ち行列）として処理します。これによ

り、カスタマー・ジャーニーのコンテキストデータを
リアルタイムで収集できるようになり、それを利用
して高度に個別化されたサービスを一貫して提供
できるようになります。その結果、顧客をジャーニ
ーの中の各段階で最善のリソースへと導き、他とは
異なる体験を提供します。

先を見越した積極的なカスタマーエンゲージメント
リアルタイムの先を見越した積極的なカスタマ
ーエンゲージメントは賢いビジネスのやり方で
す。PureEngage により貴社は積極的で個別化さ
れた適切なコミュニケーションを顧客が好むチャ
ネルを使ってタイムリーに提供することができる
ようになり、少ない労力でスムーズな体験を実現
できます。例えば、電力会社は顧客に対して停電を
発生前に通知することができます。エンゲージメン
トをより積極的に行うことで、アップセルやクロス
セルの機会が広がります。

PureEngage
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ジェネシスのオープンテクノロジー
は、業界の標準的なプロトコルを
シームレスに統合し、開発キットも
提供、レポートデータベース管理
や所有を可能にしており、そのこと
で私たちは CRM システムをウェブ
サービスを通じて統合したり、自社
開発のデスクトップアプリケーシ

ョンの実装や統合レポートの開発
も可能になりました 
Sabre, Inc.

一貫した人員管理
PureEngage のワークロードの計画と管理により、ワ
ークロードのバランスを取り各社員のもつ独自のス
キルを最大限に活かすことができるようになります。
全てのチャネルをまたがった全社的なパフォーマン
スの計測と管理が可能になるだけではなく、社員の
能力を伸ばすこともできます。単一のオムニチャネル
デスクトップにより各顧客のインタラクションとジャ
ーニーの知見をリアルタイムで得ることができ、社員
は顧客のニーズに対処する能力を向上できます。

オープンな API で最も洗練された IT 環境をサポート
PureEngage は、複数の CRM や EPR、その他のベン
ダーやパートナーのシステムなど、殆どのビジネスシ
ステムと統合することができます。また、貴社のカスタ
マーエクスペリエンスやエンゲージメントのタイプ、
貴社が統合しようとしているバックエンドシステムな
どに向けた高度なカスタマイズも可能です。

無制限の世界的なスケーラビリティ
オムニチャネル・エンゲージメントは、多国籍企
業や複雑なビジネスワークフローの企業でも、最
高レベルのスケーラビリティを可能にします。貴
社は、全社的な成長への迅速な対応や市場の変
化、ワークロードの季節変動などに応じたスケー
ルアップ、スケールダウンを、全て高い可用性や信
頼性を保ったまま可能です

PureEngage はカスタマーエクスペリエンスの改善と
いう重要な問題を、貴社のブランドのカスタマー・イ
ンタラクションを効率的に管理する事で解決します。
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例えば、貴社がある国でコンタクトセンターを運用していて、遠く離れた
他の国に進出したいと考えているとします。スケーラビリティの問題は
運用にどう影響するでしょうか？ 貴社は全社で高い可用性を維持できる
でしょうか？ PureEngage はこのような課題に合わせて作られているの
です。貴社が運用に利用しているのが、クラウドであれオンプレミスであ
れ、あるいはハイブリッド環境であれ、私たちは高度に洗練されたエコ
システムとプロセスをもった企業をサポートします。

インタラクションをシームレスに管理
ある多国籍のソフトウェア企業がカスタマーエンゲージメントと社員エ
ンゲージメントを融合し、複雑なシステムと膨大なマニュアルという障
害を排除しました。全社的に共通の待ち行列により、同社の全ての部署
を連携することでインタラクションを簡単、シームレスに管理する事がで
きるようになりました。全てのコンタクトセンターの共同運営者は同じツ
ールセットを使い、一貫したカスタマーエクスペリエンスを提供していま
す。 多くのジェネシスの顧客はリソースを混合することで、次の様にして
コストのコントロールを実現しています：

運用の視認性と効率を改善
南米を本拠とする、発注業者であり世界的な大手企業が非効率なワー
クロードの管理に直面しました。多くの国に 100 か所近いコンタクトセ
ンターを持っちながら運用の視認性が十分でなかったために生産性が
犠牲になっていた同社は、真のオムニチャネルルーティングの価値に気
が付きました。カスタマー・インタラクションとワークロードの管理を通
じてコミュニケーションの問題を解決し、生産性を改善したのです。他
のジェネシスの顧客では：

貴社が PureEngage でできる事

平均の取り扱い時間の 

10%
 削減

待ち時間の 

50%
削減

全体の運用コストの  

40%
削減

エージェントの生産性が 

27%
改善

エージェントの稼働率が 

12%
改善

顧客満足度が  

13%
改善
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カスタマージャーニーのより良い分析と管理
コンテクスト化されたカスタマージャーニー・マネジメントとアナリティクスによ
り、ある欧州の電気通信会社は顧客のニーズの予想を向上、より効率的なサー
ビスと理想的なセールスジャーニーを実現しました。この企業は、最大で 1 日 
400,000 インタラクションを処理していますが、主要な非効率性が顧客満足度の
スコアに負の影響を与えていたのです。PureEngage を使っている会社は：

積極的に顧客とエンゲージ
リアルタイムで積極的な顧客とのエンゲージメントは、コンタクトセンターのコス
トを直接削減し、顧客と貴社のビジネスとの関わりを深めます。適切なリソース
を適切なタイミングで自動的に適用すると、初回のコンタクトで解決する割合を
劇的に高めます。例えば：

• 急速に成長している米国の医療制度は、インバウンドの通話量
を 27% 削減しました

• 世界的なコンタクトセンター会社は、エージェントの稼働率を 19% 改善して 
93% を実現。エージェントあたりの回収収益は 30% 増加。

顧客の移動率が  

25%
減少

顧客満足度のスコアが 

10%
向上

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、ジェ
ネシスは用意してくれま
した。それは、極めて大き
なゲームチェンジャーで
した

PayPal
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 お客様

 ジェネシス オムニチャネル・エンゲージメント

カスタマーエクスペ 
リエンス・プラットフ 
ォーム パーソナライズ、予測可能、プロアクティブな体験

各インタラクションを最適なリソースへルーティング

企業全体を渡る全てのチャネル（音声・デジタル）をサポート

グローバルな運営をモニター／管理

全チャネルに渡る一貫したワークフォース管理

単一のオムニチャネル・デスクトップで応対向上

積極的なモニタリング、そしてウェブサイト、またはモバイルアプリケー
ションでのエンゲージ

顧客の要求をリアルタイムに予測・対応
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これは、私たちにとってと 
ても良い経験で、素晴らし
い結果をもたらしてくれま
した。今では、全てのチャ
ネルをまたがって、一貫し
たカスタマーエクスペリエ

ンスを提供する事ができ、
これらのインタラクション
を組み合わせることもでき
ます。私たちにとってジェ
ネシスは 1 枚のガラスのよ
うです

Waste Management

優れたカスタマーエクスペリエンスで
貴社のブランドをコントロール

デジタルトランスフォーメーションを可能にし今日の市場において貴社
に競争力を与える、目的にあったオムニチャネル・エンゲージメント・ソ
リューションである PureEngage で貴社の全社組織のカスタマーエクス
ペリエンスのニーズに対処してください。アナリストや業界の専門家か
ら広い賞賛を受けた、カスタム化とインテグレーションの機能や制限の
無いスケーラビリティ、そしてオンプレミス、クラウド、ハイブリッドのデ
プロイメントのオプションを利用してください。

PureEngage だけが、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及びワークアイテムを全て
融合し、カスタマージャーニーの中の一瞬一瞬に豊富なコンテクストに
基づくインサイトを提供できるのです。

その結果は画期的です。もし、完全なオムニチャネルルーティングとデジ
タル化の用意ができていなかったとしても、リアルタイムの意思決定で
運用を改善し、積極的なカスタマーエンゲージメントから収益を向上さ
せる事ができます。貴社のビジネスを変革し、強く、長続きする顧客との
関係を通じて貴社のブランドを築き上げてください。



Genesys の定型文

Genesys® は、毎年、250 億の世界最高の顧客体験を支えています。
私たちの成功の要因は、社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 各国以上に存在する 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長期の関係を構築してい
ます。テクノロジーと人間の独創性の良いところを組み合わせて、自
然なコミュニケーションを模したソリューションと貴社の意図する業
務を。私たちの業界をリードするソリューションは、真のオムニチャネ
ル・エンゲージメントを促し、どのチャネルでも、オンプレミスでも、ク
ラウドでも同じような高性能を発揮します。コミュニケーションを本
来あるべき姿で経験：なめらかに、直観的に、そして有益に。
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