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KDLの"今"を季節毎にお届けします

2020年1月号

謹賀新年

Customer Success
2019年10月、KDLは
カスタマーサクセスを新設しました。
メンバーはセールスチームと
エクスペリエンスデザインチームの
マネジャーを務める佐々木幸一と、
エイプリルフール企画をはじめ
KDLの広報部門を引っ張ってきた
元広報室・松丸恵子の2名。
物事を俯瞰的に見ることが得意だという
二人が創り上げるBtoBの
「カスタマーサクセス」
とは？
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市場の成熟。
ソーシャル時代が与える影響。
サービスのサブスクリプションモデル化。
こういった背景から生まれた
カスタマーサクセスという考え方。
KDL版カスタマーサクセスの未来とは。

KDL版カスタマーサクセスとは

佐々木

簡単に言うと
「お客様を成功に導くために、
より機能

上手く回る案件から学ぶ

佐々木

経験でいくと、顧客・社員満足度の高い案件では、
ベン

的な体制と文化を浸透させる」
ということです。
これまでもKDL

ダー間やお客様とKDLメンバーとの隙間が無く、
お客様やパート

は「お客様との共創」
を念頭にしてきましたが、
「まだできること

ナー企業、KDLメンバーが同じ方向を向いていると感じます。
お

があるはず」
というのがこのチームが発足した背景にあります。

客様と意識面での距離が離れていたり、
それぞれが目指すゴー

今以上にお客様に寄り添って、
ビジネスの成功を支援するため

ルにずれが生じている場合、風通しは悪くなります。
そして、
スケ

に、顕在化していない課題やニーズを客観的・戦略的に見定め、

ジュール遅延や現場の疲弊、追加コストの発生、
さらにはお客様

成功を能動的に支援できる体質にしたいと考えています。

のビジネスに悪影響を及ぼすなど負のスパイラルに陥るのです。

松丸

広報では開発部門にヒアリングし、情報発信していまし

松丸

お客様の事を思ってやみくもに全力投球することは、す

たが、その中でKDLのエンジニアはお客様のことを考えて開発

べてにおいてプラスには働きません。
プロセスや成果を振り返

に取り組む一方で、進行する多数のプロジェクトに手をとられ、

り、
よいサイクルになるにはどうすれば良いかを意識して行動す

取り組んだ仕事を客観的に振り返り、成果を実感できる機会が

ることで、
お客様に満足していただき、KDLメンバー自身も仕事

少ないことを、
もったいないと感じることがありました。成し遂げ

がしやすくなります。お客様の業界全体を見通してお客様と同

た仕事の成果に気付いていないエンジニアも多く、社内外に広

じ方向を向くことで、ロードマップとゴール像を共有し、並走し

報した反響で自身の開発物の価値に気付いたという方もいまし

ながら支援できるような関係を築きたいと思っています。

た。
エンジニアそれぞれが自分の技術力で成し得た成果を実感
でき、技術力や提案力を発揮しやすい環境を作ることもまた、
お

佐々木 いい意味でお客様の
「要求に従わない」
こともしていき

客様を成功に導くことだと考えています。

たいと思っています。例えば、
お客様からいただいた要件に対し
てそのとおりに開発するのではなく、
「何のためにその機能が必

佐々木 まずは、長いお付き合いを通してお客様と共に成長さ

要なのか？」
の議論や目的に対する最善策を、
これまでより積極

せていただいているモデルを分析して、
その要素を分解し、
さら

的に提案していきたいです。それが、様々な技術や課題など、そ

に
「もっとできること」
を検討しブラッシュアップさせていく。
その

の時々に柔軟に対応してきた今のKDLだからこそ、
できることだ

指標を決めるのが我々の役割です。多様性を活かして、
お客様と

と思います。
お客様とどれだけ目線を合わせられるかがすごく重

KDLの
「営業」
「エンジニア」
「プロダクト」
の距離を縮めることを

要で、同じゴールを見据えながら、お客様がゴールを見失いそ

念頭に、最終的には一つのチームで一緒になってやっていこう

うになったときは修正できる距離にいる。ITのプロという視点で

という意識づけ・環境づくりができたら最高です。

同じ地点を見て進むというのはそういうことだと思います。

ていきたいです。
そのためには、
お客様の方を向くのではなく、
お

カスタマーサクセスが描く未来

客様が事業を通じて成し遂げることによってうまれる社会にま
で目を向けるようにしたい。それを意識してまずは、先ほどの
佐々木の
「目指すゴールの目線を合わせる」
ということを実現す

佐々木 まず、全社員とカスタマーサクセスが目指すゴールの

る仕組みを作っていきたいと思っています。

目線を合わせる事から始めます。そのため
に今はサンプリングに取り組んでいるとこ

佐々木

ろです。
お客様それぞれの思いに対し、冷静

が成熟したとしても、
お客様からすると今の

もし、KDLのカスタマーサクセス

にプロセスを分析することで見えてくるも

KDLと見え方は変わりません。
「 KDLに依

のがあるはずです。
そして未来のKDLが「お

頼してよかったな」
と思える度合いが上がる

客様の成功にとって、なくてはならない企

という、目に見えない部分が我々の仕事な

業」
「 社員一人一人が自分の仕事を自慢で

のです。KDLのようなビジネスモデルのカス

きる企業」
に成長できるよう、
その指標を作

タマーサクセスは日本ではまだまだ浸透し

ります。

ていません。
そう遠くない未来に、少ない数
の中でどうやって成功体験を作っていくか

松丸

私は、企業価値は社会貢献度だと

のカスタマーサクセスモデルを創出し、
それ

思っているので、KDLの力を発揮し、
もっと

を一緒に語れる人が世の中に増えてくれた

お客様の事業を通じた社会貢献を支援し

ら尚、嬉しいです。

お客 様 紹 介

スマホ1台で完結！

株式会社 東急リゾートサービス様

スキー場 レンタル/
スクール予約サイト

東急リゾートサービス様が運営されている、全国7つのスキー場の、
スキー・スノー
ボードのレンタル及びスクール予約サイトを開発させていただきました。
当サイトは、予約・決済から受付までスマホ1台で完結できるものです。
Webで会員登録して事前にレンタル予約・決済できるだけではなく、
レンタル当日
の受付では、
ユーザーがスマホでQRコードを提示して情報を出力できる機能を備
えています。事前予約なしの当日受付にも対応しており、
タブレットによって無人で
受付できる画面も用意しています。
また運営側では、主に次のような効果が期待できます。
●

受付時のペーパーレス化

●

事前決済によるレジ前混雑の緩和、金銭事故防止、
ノーショー抑制

●

オペレーション効率化

●

外国人対応の負担軽減

●

在庫管理のデジタル化

●

お客様情報のデータ化

お客様の声
これまで出来ていなかったお客様情報データ化も実現しているので、今後は、
レンタル品
の稼働データ等に基づく定期的なアイテムの入替や、顧客分析によるCS向上、
デジタル
販促などに活用していく予定です。
スクール・レンタル以外にも横展開して、
あらゆる点で
予約システム・事前決済の仕組みを構築して効率化、CS向上に取り組みたいと思います。
この冬、
スキー場のキャッシュレスで、
さらに便利にウインタースポーツをお楽しみいただけます！
ぜひレンタル予約をお試しください！

ご予約はこちら
（スキージャム勝山）

➡ https://www.reserve.tokyu-snow-resort.com/ja/skijam

※その他のスキー場でのご予約は、各スキー場のWebサイトよりご覧ください。

利用できるスキー場
●ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ
（北海道）
●グランデコスノーリゾート
（福島県）
●ハンターマウンテン塩原（栃木県）
●マウントジーンズ那須（栃木県）
●たんばらスキーパーク
（群馬県）
●タングラムスキーサーカス
（長野県）
●スキージャム勝山
（福井県）

株式会社東急リゾートサービス

http://www.resortservice.co.jp/
全国39事業所、83施設（2017年4月現
在）
のリゾート施設のオペレーションを一手
に手がける運営会社。

KDL ニュース
介護「持ち物チェックアプリ」
がリニューアル！

雲識別AI搭載の雲判定アプリ
「くもろぐ」
に新機能！
「くもろぐ」
は、KDLグループ会社のバニ

KDLグループ会社の介護サプリが介護

持ち物チェック

検索

施 設 向けに提 供しているi P h o n e＆

ヤン・パートナーズが、神戸大学様、
ス

iPad向けアプリ
「持ち物チェックアプ

カパーJSAT様と共同開発した、楽しみ

リ」
が、2019年11月に大幅リニューア

ながら気象の知識が身につくアプリで

ルしました。

す。
スマートフォンなどで雲を撮影して

カメラで撮影するだけで入所者の持ち

読み込むと、人工知能「KMOMY：くも

物リストが簡単に作成できるこのアプ

み」が雲の写真から
「雲の形」
と
「雲の

リ。
リニューアルで、入退所日の管理や

くもろぐ

並べ替えなど様々な機能が加わり使い

状態」
を教えます。

検索

自分以外のユーザがアップした雲の画

やすくなりました！ 無料デモ版は、AppStoreからダウンロード

像を閲覧でき、
「いいね！」ならぬ「いいくも！」にチェックできま

すると10名まで利用可能です。
「介護施設で働いているが、入所

す！その日のいい雲を紹介する
「みんくも草子」
という名の新機能

者の持ち物管理に手間がかかる、荷物トラブルをなくしたい」
とい

も人気です。各種メディアでの掲載や出雲科学館でのイベントな

う方、
ぜひ一度お試しください！

どでも展示いただきました。
ぜひ一度お試しください！

KDL BLOG

「いまさら聞けないIT」
ブログを開始！
第一回「スマホ利用のリスクって？」

KDLの取締役 デジタルビジネス本部長の玉置慎一と、執行役員
でCSA（チーフセキュリティアドバイザー）の岡田良太郎が、
「いま
さら聞けないIT」と題し対談ブログをスタートしました！不定期更
新でわいわいがやがや、そして時にはバッサリ世相を斬ります。

取 締 役・玉 置

× CSA・岡 田 が

対談

▶第一回のテーマは「スマホ利用のリスクって？」
今や、
スマホなどのモバイルインターネットの普及率は
90％を超えています。
利用上の危険、
考えたことありますか？

プレゼント！

お年玉企画

恒例のKDL NOW!Pressお年玉企画！今回は干支の
「子」
にちなんでねずみグッズを集めました。
それぞれ5名様にプレゼントしますので、
ご希望の方はお申込みフォームよりご応募ください！

A

ケーブルバイト

B

2020年
スケジュール帳

C

腹巻き

D

▶

※当選の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。応募多数の場合は、厳正なる抽選を行います。
※お預かりしました個人情報は、本企画の当選のご連絡にのみ使用させていただきます。

申し込みフォームは
こちら

ワイヤレスマウス

（Mac/Windows対応）

応募期間は
1月20日までと
させていただきます

株式会社 神戸デジタル・ラボ WEBサイト https://www.kdl.co.jp/
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KDL NOW! PRESSバックナンバーはこちら https://www.kdl.co.jp/public̲information̲kdl̲now/
メルマガ毎月配信中！最新号・配信希望はこちら https://www.kdl.co.jp/mailmagazine/

KDLの広報誌「KDL NOW！」の発送先情報の変更や配信停止は右記コード、またはKDLサイト問い合わせフォームよりお知らせください。

