
ベストプラクティスガイド

真のCXインサ 
イトの解剖学
インサイトとデータポイントの違い 
を理解する5つのテスト



インサイト  名詞 
定義：「見識」「洞察力」「見通し」

カスタマー・エクスペリエンス・マネジメント（CEM）に携
わっている方であれば、「インサイト（insight）」という言
葉を何度も聞いたことがあるでしょう。

あらゆるプロバイダーがインサイトについて話をします
が、意味を明確にしようとする者は少なく、さらに「イン
サイトの提供」を徹底しようとする者はごくわずかです。
インサイトはまるで流行語のように広く、頻繁に話題と
なっているものの、実際には会社の壁紙のような存在に
なってしまっています。
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実際のところ、インサイトは、データポイントと混

在して捉えられることがあります。このデータポイ

ントとは、「なるほど！」というひらめきというより

は、「そうですね」と頷くようなものです。データは

正しい方向を示してくれますが、インサイトはあな

たがそこにたどり着いたときに、何が見えるかを

正確に教えてくれます。道路標識と地図の違いの

ように―それは、どこにいるのかを知るのと、どの

ようにそこに行くか、そしてどこに行けばよいのか

を教えてくれるかという違いなのです。

明確に言えば、真のインサイトは高尚で抽象的な目標

ではなく、具体的な成果物として、CEMプロバイダー

に求めることができるものです。なぜなら、１つはっき

りしていることがあります:

ブランドは、データドリブンかインサイトドリブンかに

よって、進む方向が異なります。

それでは実際、インサイトとはどういうものなのでしょう？
インサイトはどんな見え方をしているでしょう？
インサイトを利用して何ができるでしょう？
インサイトから期待できる効果は何でしょう？

「新たなジャンルの会社、言うなればインサイトドリブンなビジネス
の誕生だ。彼らは年間平均30％以上の成長を遂げ、2021年までに1兆
8,000億ドルの収益が見込まれている。」*

© サービスマネジメントグループ | Confidential | All rights reserved 3 // 30
* Insights-Driven Businesses Set the Pace for Global Growth | Forrester | 2018年10月



概要 
貴社のCEMプロバイダーが真のCXインサイトを提供しているのか、
あるいは単にデータを押しつけているだけなのかを見極める際に役
立ててもらうため、私たちは明確な基準を設けました。

具体的かどうか 
あいまいな情報は混
乱を招き、ひらめきを
与えません 

理解できるかどうか 
抱えきれないほどのデー
タはチームのパフォーマン
ス低下を招きます

手引きとなるかどうか 
どう行動すべきか誰も知
らなかったら、何も得る
ことはできません

測定できるかどうか 
成果を測ることができ
なければ、達成すること
もないでしょう

価値があるかどうか 
優れたスコアであっても
ROIで結果を残せないプ
ログラムは救えません

1 2 3 4 5
テスト テスト テスト テスト テスト 

SMGはどのように真のイ
ンサイトを定義し、提供し
ているか

「そうですね。」を
減らして、「なるほ
ど！」を増やす
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具体的かどうか

1
テスト
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あいまいな情報は
混乱を招き、ひらめ
きを与えません
的を絞ったアクションを取るために具体的な情報を
知る必要性が無意味に感じられる場合、それは間違
っていません。多くの「インサイト」プレゼンテーショ
ンやレポーティングツールが、実現可能かどうかを無
視して、ただ起きていることにフォーカスしているの
は驚くべきことです。その時点では、退屈で目がどん
よりしたり、時計を確認したりと、価値のある情報が
見落とされてしまっています。

ブランドは「私たちは会計にかかった時間の項目に
苦労している」といったあいまいなインサイトを抱え
ています。そのようなブランドはアクションの選択肢
が限られ、「レジの列を増やすために増員しましょ
う」といった対策に陥ってしまいます。

テスト1：具体的かどうか

?
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何が起きているのか
労務管理のデータとCXスコアを統合し1日の
時間帯別に確認したところ、「会計にかかっ
た時間」のスコアは、レジ担当者の就業期間
が３か月以下の場合に著しく低下することが
わかりました。そしてこれは、ほとんどのケー
スで夜間と週末のシフトとなっていました。

なぜ起きているのか  
年功序列がスケジュール管理に関係している
こと、また多くの従業員が週末や夜間に働き
たくないため、在籍期間が最も短い従業員が
ピークの時間帯に携わることになります。

変化をもたらす方法 

 スケジュール管理の方針を再考し、在
籍期間の長い従業員と新しい従業員の
シフトが上手くバランスがとれるように
する

 ピークの時間帯は店長や副店長がレジ
に移動する

 ベストプラクティスを共有し、レジを待
つ列が長くなった際にサポートができ
るようなフロントエンドの職を新たに設
けることを検討する

 POSデータとCXスコアを統合し、将来
的なベンチマークおよび目標設定のた
め、毎分の商品の売れ行きを追跡する

違いがわかるでしょうか？これが、ひらめきが
起こり、戦略が定められ、チームの素早い行
動を導く違いです。

真のインサイトは下記のようなタイムリーな
情報を提供します:

なぜ重要なのか

スコアの変動だけでは、会話を切り出すことはほぼ無
理でしょう。真のCXインサイトは業界の知識に言及し
たり、クライアントの理解を示したり、あるいは異種の
データセットをトピックに取り入れます。

テスト1：具体的かどうか
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インサイトはどん
な見え方をして
いるでしょう？

インサイトを利用
して何ができるで
しょう？

インサイトから期待でき
る効果は何でしょう？

清潔さのスコアが低い 担当者に店舗の清掃を強
化するように伝える 改善を期待する

清潔さのスコアが低下した

深堀設問とテキスト分析か
ら、散らかったドリンクバ
ーコーナーや溢れたごみ箱
のような典型的な問題が
原因ではなく、顧客は実際
のところ、店全体が乱雑で
あると考えていることが明
らかになりました

パフォーマンスの低い店舗
を視察し、月に1度の電話
指導によりフォローを行う

通路の配置を見直し、コン
プライアンスを確認する

利ざやがより高いベーカリ
ー商品のSKU（最小管理単
位）の優先順位を見直し、
レジ横に見栄え良くディス
プレイする

データとインサイトの違い
テスト1：具体的かどうか

+6 ポイント 
清潔さ 

+2 ポイント  
総合満足度

+2倍  
店内のベーカーリー商品
の売り上げ（その他一般
商品と比較）

データ  
データ 

（そうですね。）

インサイト 
(なるほど！)
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理解できるかどうか

2
テスト
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抱えきれないほどのデータ
はチームのパフォーマンス
低下を招きます

テスト2：理解できるかどうか

具体性が鍵である一方で、不要な情報によ

ってチームに負荷がかからないよう、フォ

ーマットとオーディエンスを意識してくださ

い。商品の在庫切れに関するコメントと、

再来店意向のスコアの低下の相関係数

が.17であると知ることは、経営層にとって

は貴重な情報です。しかし、リアルタイムで

フィードバックに基づいて行動することが

求められている現場のチームは、このよう

な細かな情報を知らされることで、圧倒さ

れてしまうかもしれません。

このように考えましょう：経営層はパイロ

ットです。つまり、システムが目的地に向か

って効率的に運用されるようにすべての

数値をモニタリングしているのです。現場

チームは個々の要素を継続的に微調整す

ることに集中する技術者のようなもので、

大企業のバランスを保ちます。

なぜ重要なのか
解読することで、行動は損なわれてしまいます。すべ
てのインサイトが、直感的なフォーマットで、アクショ
ン項目や責任について明確に定義を示すようにしま
しょう。

現場チームは次のような戦術的ツ
ールが必要です：

 行動重視
 直感的＋エンゲージング
 アクセスしやすい
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予測可能な分析とともに
現場の改善の影響を計算
しましょう

テスト2：理解できるかどうか

smg360®レポーティングダッシュボードやモバイ

ルアプリで特に注目されているのが、独自のア

ルゴリズムの一部である回帰モデルに基づいた

重要項目（AFF）です。これは、現在および過去

のパフォーマンスや全国平均、適正な項目の比

重などが考慮され算出されます。そして、AFFは

リアルタイムでフィードバックを集めながら動的

にアップデートされ、従業員が総合満足度に最

大の影響力を持つ項目に注目できるよう設計さ

れています。そのため、貴社のチームは常に次の

アクションは何がベストであるかを把握すること

ができます。
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具体性
データ分析では、接客態度は総合満足
度のキードライバーであると同時に、店
舗間で最もばらつきのある項目の1つで
あることがわかりました。さらにテキス
ト分析からは、接客態度に関して否定
的に述べられている場合、ほとんどはレ
ジ担当者が挨拶やお礼をしなかったこ
とが理由であることがわかりました。

理解しやすさ 

何が起きているの
接客担当の従業員は、接客態度を改善
する必要がある

なぜ重要なの
接客態度は総合満足度の向上に寄与す
るとともに、トランザクションデータの分
析から、大変満足した顧客の利用金額が
平均を上回ることが明らかになった

誰が違いを生み出すのか
レジ担当者

接客の戦略

顧客への挨拶とお礼を徹底する

 

企業戦略
▶ CEMプロバイダーと協力し、接客態度を

強調するようにレポーティングダッシュ
ボードをカスタマイズする

▶ 鍵となる接客行動や、総合満足度や売
り上げへの影響を伝えるスプラッシュペ
ージをレポーティングサイトに設定する

▶ 会社のイントラネットサイトに、挨拶と
お礼に関するイニシアティブを設定し、
導入する

テスト2：理解できるかどうか

具体的かつ理解しやすいカスタマーインサイ
トは、現場を行動に駆り立てる

効果  
▶ 接客態度　2%ポイント上昇
▶ 総合満足度　1%ポイント上昇
▶ 最も改善した店舗で売上高上昇
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手引きとなるか 
どうか

3
テスト
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どう行動すべきか誰も
知らなかったら、何も得
ることはできません
さて、貴社のインサイトは初めの2つのテストを通過したと

仮定しましょう。1つの解決可能な問題を特定するために十

分に具体的であること、そして的確な分野に尽力できるよう

な理解しやすいフォーマットに落とし込まれていることです。

ここまでは素晴らしいスタートですが、戦いは半分までも来

ていません。組織の変革に真に効果を及ぼすのであれば、イ

ンサイトは戦略計画を規定し、努力が現場でどのように反映

されるかを明確にする必要があります。

テスト3：手引きとなるかどうか

「SMGから提供されたインサイトは、とても行動に繋げ
やすいものでした。それは私たちのビジネスの発展にお
けるひらめきの瞬間で、お客様へのエンゲージメントに
ついてチームのメンバーにどう話を進めるかを導くもの
でした。」

VALERY CIARIMBOLI
シニアディレクター、ECオペレーション  
GIANT EAGLE, INC.
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手引きとなるインサイトを早期
かつ頻繁に追及しましょう

情報に基づいた戦略を構築するためにCEMデータを
使用するブランドは、取り組むべき情報が多くありま
す。しかし、フロントラインとなる接客チームは、デー
タのぬかるみにはまることなく、効率的である必要が
あります。彼らに特定の針を動かしてほしい場合、あ
なたはどのレバーを引くべきなのか、的を絞った指導
をしなければなりません。

このような手引きとなるインサイトが表面化したとき
は、以下を含んだ複数のチャネルで早期にかつ頻繁
に取り組んでください：

▶ 組織的な重点を繰り返すレポーティングビュー

▶ 改善を追跡するバックオフィスのスコアカード

▶ チームのパフォーマンスと功績を祝う月刊ニュー
スレター

テスト3：手引きとなるかどうか

なぜ重要なのか

凡庸への道には、全く実行へと移
されることのなかった良いアイデ
アが敷き詰められています。 — 
真のCXインサイトは明確なアクシ
ョンアイテムを指示し、責任者が
誰であるかを特定します。

チームが必要としているものを彼らの手の中に 
レポーティングが控室のパソコンでしか確認できなければ、接客担当は確認のために
都度席を外さなければいけなくなるリスクがあります。リアルタイムに階層別のアクセ
スが可能なsmg360アプリがあれば、ユーザーが必要な情報が手元にあるため、接客
現場を離れることなくインサイトを集め、素早くアクションに移すことができます。

さらに詳しく  
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業界の状況 顧客は手軽さを求めることから、BOPIS（ECサイトで購入した商品を、リアル店舗で受け取るショッピングスタイル）
は今後5年間で 55.6%増加することが予想されています。また、2022年までには95億ドルに成長する見込みです*

ビジネスにおける課題 ある全国展開しているドラッグストアでは、大規模なオムニチャネルのカスタマージャーニーにおけるBOPISの効果を明
確にする必要がありました

データドリブンな 
インサイト

小売業界では、BOPISのエクスペリエン
スにおける満足度およびロイヤルティ
のスコアが高く、低来店頻度顧客の再
来店の促進に寄与しています

薬局は、オンラインで注文した処方薬
を店舗で受け取った場合の顧客の満
足度が、平均に比べて著しく低下する
ことから、BOPISのエクスペリエンスに
苦戦しています

データ分析によって、パフォーマンスが
トップの店舗とボトムの店舗の間では
「入店から退店までにかかった時間」
のスコアの差が最も大きいことが明ら
かになりました 

行動を導く明確な指示  BOPISのエクスペリエンスを細分化し、問題箇所を特定する

 トップパフォーマンス店舗の視察からベストプラクティスを見出し、ボトム店舗への指導に活用する

 適切な待ち時間をベンチマークするためにタイマーを設置し、現場チームに対する時間への期待値を明確に示す

予想される成果 BOPISの注文時におけるパフォーマンスの差を狭めることで、年間10万以上もの商品がより多く売れたことに相当する効
果があります

*Ask the Experts—Strategic warehousing: The answer to seasonal peaks | FORWARDER magazine | 2018年10月

手引きとなるインサイトは健全なブランドへと導く
テスト3：手引きとなるかどうか
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測定できるか 
どうか

4
テスト
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成果を測ることがで
きなければ、達成する
こともないでしょう
自分が何を達成したいのかをきちんと理解できていた方

が、成功することはずいぶん楽になるでしょう。漠然とし

た成功基準のもとにある企業のイニシアティブでは、団結

させることが難しいだけではありません。努力が結果に結

びついているかどうかを管理できる人が誰もいないという

ことにチームがいったん気づけば、会社の士気にマイナス

の効果を与えることもあるでしょう。

内部、外部双方のベンチマークを用いて、異なるビジネス

の分野がそれぞれに対して、また過去や業界平均に比し

て、どのようなパフォーマンスをしているのかを理解する

ことで、目標に基づいた戦略を立てることができます。達

成するための具体的な目標を与えるだけでなく、接客担当

者の努力と設定された基準値を結びつけることで、現場

で接客態度を競い合う精神が培われるでしょう。それは同

時に、彼らの功績を祝う文化の醸成にもつながります。

テスト4：測定できるかどうか

なぜ重要なのか
成功を測ることができる具体的な目標と共に進むことで、勝
利へと大きく近づきます。
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カスタマーエクスペリエンス
で測定されるどの部分に注
意すべきか把握できていま
すか？
私たちの調査によると、最大のチャンスと財政面での

成長への最短の道のりは、一貫して「満足した顧客(4

点)」を「大変満足した顧客(5点)」に変えることです。

なぜなら、大変満足した顧客が示すロイヤルティな動

向が3倍に及ぶためです。キードライバーの分析方法

を理解することで、どの項目が最も重要であるか把握

し、トップボックスのカスタマーエクスペリエンスを提

供することができるようになります。

カスタマー・エクスペリエ
ンス の本質に迫る: キー
ドライバー分析のベスト 
プラクティス

さらに詳しく  

テスト4：測定できるかどうか
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課題 ある国際的なクイック・サービス・レストラン（QSR）のフランチャイズ店舗を多く持つブランドは、直営店は組
織を先導するものでなくてはならないことを理解していました。そのため、直営店が組織内のベンチマークの
下位に位置していたことに驚きました

目標 組織内のベンチマークのトップとなる

インサイト 最大のチャンスは問題解決の対応にありました。そして、キードライバー分析では、問題発生時に「接客態度」
は不満を和らげるトップドライバーになることが明らかになりました

行動 ▶ 直営店を管轄している地区マネージャーへの情報共有
▶ 模範を示して指導するために、評価が高いチームメンバーを配置転換
▶ 現場および経営層においてアラート管理システムを活用

効果 ▶ 総合満足度において、直営店はトップ3に上がった
▶ 行動データによると、企業マーケットにおけるビジットシェアが改善した

目標と共に進み、勝利と共に結果を
テスト4：測定できるかどうか

© サービスマネジメントグループ | Confidential | All rights reserved 20 // 30



結果に基づいた問題解決へ
のアプローチに興味があり
ますか？
こちらのベストプラクティスガイドをダウンロード
して、SMGのアラート管理技術がどのようにして
顧客の問題を解決する権限をチームに付与し、ブ
ランドに対するロイヤルティの向上をこれまで以
上に容易にしたかをご覧ください。

問題解決のためのサイクル - クローズ・
ザ・ループ：顧客の問題を解決し、ロイヤ
ルティを向上させる5つの方法

テスト4：測定できるかどうか

ガイドをダウンロード  
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価値があるか 
どうか

5
テスト
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優れたスコアであっても
ROIで結果を残せないプロ
グラムは救えません
もし貴社のインサイトがここまで達しているなら、人を惹きつけるフォー

マットで具体的な情報を提供していることでしょう。それは、測定可能

な効果を生み出すとみられるアクションアイテムを示すものです。これで

一見良さそうですが、まだ十分ではありません。なぜなら、改善はカス

タマーエクスペリエンスの一側面に限られており、森の中でひそかに有

名な木が倒れているようなものだからです。もし誰も気が付かなかった

としたら、それは意味があるのでしょうか？

嬉しいニュース：CFMは目を見張る成長を続けています。2018年のForresterレ

ポートでは、ベンダーの収益は2017年、当初の5,000万ドルから2億5,000万ド

ル以上となり、最終的にはさらに上昇するとみられます。*  

嬉しくないニュース：調査では、CXの専門家のうち89％が、自分たちの会社で

はCXのROIがきちんと策定されていないと答えています。**

テスト5：価値があるかどうか

*The Forrester Wave™: Customer Feedback Management Platforms, Q4 2018 | 2018年10月 
**Predictions 2019: Transformation Goes Pragmatic | Forrester | 2018年11月



真のCXインサイトは
全体のビジネスに
影響を及ぼします

テスト5：価値があるかどうか

実際に、CEMプログラムの担当自体は1つの部署

であったとしても、全体的なカスタマージャーニー

を形成するにあたって組織の全員が重要な役割

を担っています。

次回のインサイトでは、確実に次のことを実
現しているようにしましょう：

▶ 付随する財務成果を予測する

▶ コールセンターの対応量やSNSの評価の
ようなオムニチャネルの影響を考慮する

▶ CX測定を超える結果を出す

初年度のプログラム後は

総合満足度平均スコアが
向上

+3%

ロイヤルティのスコアが1%上がると、

既存店の売り上げにも影響

+.2%

なぜ重要なのか

プログラムの成功がビジネスの1つの分野に限定されたとき、そのプロ
グラムは認識より精密な調査になる傾向があります。部門間協力のた
めにCXの改善を計画し、具体的で広範囲の ROIを示しましょう。そうす
ることで、プログラムが取り組むべきものであることを証明できます。
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ビジネスにおける課題 あるガソリンスタンドのクライアントは、給油時に顧客が問題に直面している割合が増加していることに気付きました。そ
れはネガティブなエクスペリエンスとなり、再来店意向の低下に繋がりました

 リサーチによる発見 テキスト分析によると、不満足な顧客はクレジットカードについての言及が多く、その問題が発生したときは、総合満足度
のスコアが51％ポイント下がりました。さらに、顧客の20％はクレジットカードリーダーで問題を経験したことがわかってい
ます。

手引きとなるアクシ 
ョンアイテム 

▶ クレジットカードリーダーの問題解決対応ができるようにコールセンターのスタッフをトレーニング

▶ クレジットカードリーダーをその場で変更または修理できるよう店員をトレーニング

▶ 新しくトレーニングされた現場スタッフが迅速な修理ができるようになるよう、技術者の派遣を減らした

CXの結果 問題解決にかかった時間は60%軽減

プログラムROIの証明 年間300万ドルの維持費の節約

企業のインサイトは財務実績やROIを示し、 
最終利益を伸ばす

テスト5：価値があるかどうか
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SMGはどのように真のインサイ
トを定義し、提供しているか

インサイト  名詞

SMGの定義：特定のトピックに関するよりきめ細

かな理解を導き、行動に移すための明確な方法を

指示する具体的な調査結果。ー 測定可能な結果

および具体的なROIにつながる
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真のCXインサイトが得
られなければ、貴社の
成功はありません
つまり、リサーチャーが考案したデータ収集メソッドや、直感的

および行動重視のレポーティングツール、そして熱意のあるエキ

スパートによって構成されたクライエントのチームがあるプログ

ラムが必要なのです。ここで妥協することは、インサイトではな

くデータポイントで満足することを意味します。

SMGはどのように真のインサイトを定義し、提供しているか

私たちを担当するSMGチームに惚れ込んでいます。彼
らは素晴らしいパートナーで、私たちが次のレベルに
行くためにサポートしてくれています。私たちのプログ
ラムは20年以上の歴史があるため、運営担当者たち
が毎年新たなインサイトを得て、ツールを活用できる
ように、そして彼らがチャレンジし続けられるようにし
たいと思っています。

VICKY SOULIMIOTIS
シニアプリンシパル　チームリーダー
カスタマー・マーケットインサイト 
Chick-fil-A

クライアントおよびクライアント以外を対象にした最近
の調査では、SMGのクライアントが以下にあてはまるこ
とがわかりました：

▶ 自分たちのCXプログラムについての満足度が約  2倍  
▶ CXインサイトにおいて、意味のあるアクションを起こ

す頻度が約 
▶ 戦略およびプログラムの実施をサポートするパートナ

ーがいると回答する可能性が 3倍  

2倍
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耳を傾ける
端から端までを計測するソリュー
ションによって、クライアントは、
従業員と顧客のすべてのインタラ
クションにおけるフィードバックを
得ることができます。これは、方
法論に基づき、リサーチで証明さ
れているデータ収集方法を用いて
います

理解する 
直感的かつ階層に基づいたダッシ
ュボードは、的を絞った重要項目
の表示や異種データの統合、強力
なテキスト分析、アラート管理シス
テムの技術を備えており、ユーザ
ーはデータの選り分けに割く時間
を減らし、行動に時間を費やすこ
とができます

行動する 
親身にサポートをするクライアン
トインサイトチームは、基本・深堀
分析によるインサイトの提供や、
改善機会のある分野や行動戦略
に関するコンサルティング、レポー
ティングツールのトレーニング資
料から現場のエンゲージメントに
関するベストプラクティスまで、す
べての段階で連携します

最大化する 
クライアントが行動をとるとき、私
たちはその行動に価値があるかど
うかだけではなく、業績に最大限
影響を与えることができるもので
あるのかを確かめます

CEMプロバイダーからこうした
サービスを提供されていない場
合は、変更の検討をしたほうが
良いかもしれません。それは良
いことなのです。なぜなら、変化
を受け入れているクライアントこ
そ、大きな成功を収めているこ
とがわかっているからです。

私たちのメソドロジーは、4つの鍵となる
原則を中心に、データドリブンなリサー
チによって支えられています：

SMGはどのように真のインサイトを定義し、提供しているか
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smg.com/ja 
ぜひご連絡ください

東京: +81 (0)3 6432 0871 
カンザスシティ: +(1) 800 764 0439
ロンドン: +44 (0)20 3463 0700

暗闇の中で営業しているビジネスは、失敗に
終わります。ひらめきの瞬間が多ければ多い
ほど、インサイトへの新しい道のりが明るく照
らすことができ、企業全体にスマートな変革
を呼び起こすことができます。

他のベンダーはSaaS（ソフトウエア・アズ・ア・
サービス）を優先し、分析サポートやインサイ
トの提供、戦略的パートナシップに関しては
最低限のリソースだけを割いています。SMG
の独自モデルは、プラットフォームテクノロジ
ーとプロフェッショナルサービスの2つに焦点

を置いており、ブランドが山積されたデータか
ら、業績に影響を及ぼす真のCXインサイトを
見つけることをサポートしています。

調査の測定技術や堅固なレポーティング、そし
て群を抜いたリサーチノウハウを備えた協同
的なアプローチこそ、SMGのクライアント定着
率が唯一無二のものである理由です。パート
ナシップの期間は平均8年間で、新規クライア
ントの50％は既存クライアントの紹介による
ものです。

あなたが得ているのが真のイン
サイトか、単なるデータなのかが
不確かな場合は、 
ぜひsmg.com/ja/contact-usを
ご覧になり、ご相談ください。

「そうですね。」を減らして、「なる
ほど！」を増やす 
これが、CEMベンダーを評価する
基準です。

「SMGと他社の違いは、SMGには
私たちと同じくらいゲストエクスペ
リエンスや素晴らしいサービスにつ
いて情熱を持った人たちがいるこ
とです。プログラム初年度が私たち
にとって最良の年となったことは、
不思議なことではありません。」

MCKINLEY GREER
オペレーション・インテリジェンス・スペシャリスト  
Biscuitville

サービスマネジメントグループについて
SMGは、人々の生活がより充実したものとなるようなカスタマーエクスペリエンスの提供に努めています。私た
ちは常に変化を求めています。 顧客から患者、従業員にいたるまで、彼らのロイヤルティを向上させる実行可
能なインサイトを提供し、業績の向上に貢献しています。プラッ トフォームテクノロジーとプロフェッショナル
サービスの2つに焦点を置いたモデルによって、フィードバックと行動データを組織全体で収集、 分析、共有
することを可能にしています。SMGのカスタマー・エクスペリエンス・マネジメント、エンプロイエンゲージメン
ト、ブランドリサーチ についてさらに詳しく知りたい方は、www.smg.com/ja/homeをご覧ください。
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