
編 集

後 記

先日、弊社営業に「お客さまが『編集後記』面白いねっておっしゃってたよ」と教えてもらいました。

枠の小ささを良いことに好き勝手書いている小欄ですが、非常に励みになりました。この場を借りて

御礼申し上げます。フィードバックをいただけるというのは有難いことで、今年もお客さま満足度

調査では多数のご協力を賜りました。ご期待に応えられるよう、社員一同取り組んでまいります。

2018年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

東京地区

BtoB デジタルマーケティング成功の
鍵は高度なデータマネジメントにあり

日時 12月14日（木）　15：00～17：30

中部営業所　セミナールーム場所

東京オフィス　セミナールーム場所

名古屋地区

データ連携ツールで解決！
ASTERIA無料体験セミナー

日時 2月8日（木）　14：00～17：00

詳しくは
https://is-c.panasonic.co.jp/event/
をご覧ください！
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イベント・セミナー予定

今回のプロフェッショナルは、コールセンター

パッケージ「eSmileCall」のプリセールスを

担当するエンタープライズソリューション事業部 

基幹システムソリューション部の出世昌宏。

eSmileCallはシンプルかつカスタマイズ性に

優れており、新任オペレーターでもすぐに使い

こなしやすい点が特長です。

コールセンターの現場で一番の課題といえば、

今も昔も変わらず「放棄呼（コールセンターが

つながりにくく、オペレーターの応対前に電話が

切れてしまうこと）」だそう。

「『応対時間を縮めて1件でも多くの方に応対

したい』とお客さまが秒単位で検討されている

様を目の当たりにすると、どうにかお役に立ち

たいと感じます」。

これまでで印象的だったのは「eSmileCallを

導入したことでどのような問合せがあるのか

傾向分析できるようになったり、オペレーターの

対応内容を把握できるようになったお客さま。

特定スタッフのケアや最繁時の人員補強が

できるようになり、導入効果がバッチリ出たので

嬉しかったですね」。

そう語る彼が日々心掛けているのは「言葉の

認識を合わせること」。

「お客さまはIT部門でなくCS部門の方がほと

んど。専門用語は噛み砕いてお伝えし、また同じ

言葉でも定義がずれないよう、何を指している

のか確認するようにしています。現場を正しく

理解し、お客さまと同じ視点で考えることが

お役立ちにつながると思っています」。

認識を合わせること。現場を正しく理解し、
同じ方向を向いて考えることが、お役立ちの
第一歩だと思っています。

「現場力」とは…その8
あいえす☆

プロフェッショナル

映像監視システム「ArgosView」データセンター向けの
ソリューションパッケージを発売
当社の連結子会社であるヴイ・インターネットオペレーションズ株式会社は2017年10月27日より、

映像監視システム「ArgosView（アルゴスビュー）」の新ラインアップとしてデータセンター

省人化ソリューションパッケージを発売しました。

近年高まっているデータセンター運用の自動化や監視カメラ映像の長期保有といったニーズを

受け、「ArgosView」と入退室システム・室内センサとの連携や長期録画装置「LTO7」との

連携によって、データセンターのセキュリティ向上と省人化を実現します。

当社ホームページに、サケのふるさと 千歳水族館様へのシステム導入事例ムービーを公開

しました。増加する訪日外国人観光客（インバウンド）に対応するため、

サケのふるさと 千歳水族館様はパナソニックの

光IDソリューション「LinkRay」を導入されました。

LEDの魚名板にスマートフォンをかざすだけで、

日本語、英語、簡体・繫体中国語での詳しい案内を

見ることができます。

運営面では、導入の手軽さ、見た目のスマートさ、

コンテンツ更新の容易さをご評価いただいています。

サケのふるさと 千歳水族館への
「LinkRay」導入事例ムービーを公開！

詳しくは当社HP内の導入事例ムービーをご覧ください！

https://channel.panasonic.com/jp/contents/21727/

エンタープライズ
ソリューション事業部　
基幹システムソリューション部

出世昌宏

QRコードからも
アクセスできます

サケのふるさと 千歳水族館
館長 菊池基弘 様
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「ご期待以上のお役立ち」をお届けできるように。
当社では、毎年「お客さま満足度（CS）調査」を実施しています。

初回の2010年から数え、今年で8回目となりました。今号は、お客さまからいただいた貴重なご意見をご報告します。

「第8回お客さま満足度調査のご報告」

今年のCS調査では、80社のお客さまにご協力

いただきました。調査項目のうち、「①プロジェクト

推進・サービス導入」～「⑤技術担当者」の質問

を合計した総合得点は86.3点となりました。

また「⑥総合的な満足度」については「不満」の

ご回答が2015年度より3年連続でゼロとなり、

87.0％のお客さまから「満足」「やや満足」と

ご評価いただけました。しかし昨年と比較すると

「満足」のご回答が6ポイント減少し、「やや不満」

のご回答が8ポイント増加していることがわかり

ます。厳しい結果を受け止め、今後も引き続き

改善を図ってまいります。

実施日
2017年8月28日～9月27日

有効回答数
78社/80名

調査項目
①プロジェクト推進・サービス導入
②保守・運用サービス
③ご提案活動
④営業担当者
⑤技術担当者

その他
⑥総合的な満足度

●調査概要

迅速な対応

正確性

マナー

役立ち度

2017年度

11.2点

柔軟な対応
10.4点

10.4点

10.2点

10.1点

信頼感・
安心感

10.4点

■ 6つの視点別の分析

6

8

1010

お 客 さ ま の コメントコメント（各項目12点満点）

Close Up Now

87.0％のお客さまから「満足」「やや満足」のご評価総合的な満足度

特に「お役立ち活動」について改善の余地あり6観点からの分析

Q

A

今後の貴社のシステム
拡張や新規システムの
ご計画に対して、弊社に
ご提案の機会を頂けます
でしょうか？

91%が「はい」と答えました

はい
91%

未回答 5%いいえ 4%

● 障害連絡や問い合わせ対応が早く的確で
  信頼感があります
● 納期・コストなどの要望に対して真摯に
  対応してもらっています
● 相談事項など柔軟に対応してくれるので
  助かっています

9.3点
ご提案活動

10.4点

保守・運用
サービス

担当者
（各項目12点満点）

ソリューションのご提供
（各項目12点満点）

10.5点

プロジェクト推進・
サービス導入

10.7点
技術担当者

10.7点
営業担当者

「お客さまの課題に寄り添ったご提案活動」の強化が必要項目別の分析

お 客 さ ま の コメントコメント

営業担当者・技術担当者

お褒めの声 ● メーカーとの連絡も密で、問い合わせなどへの
  対応も迅速です
● ビジネスを進めるにあたり、よりやりやすい
  関係性の構築に尽力してもらいました

● もう少し積極的な提案がほしい
● もっと早い段階でリプレース提案や
  情報提供をしてほしい
● 障害発生時の復旧には満足しているが、
  障害が発生しないよう予防対策をしてほしい

ご不満の声

ご提案活動

● 依頼したことを単に実施するだけでなく、
  他に影響が出る場合はアドバイスがほしい
● 投資に見合う成果を見える化してほしい
● 他社事例をもっと提供してほしい

本年もCS調査にご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。今回は、ご評価いただいている点、

課題点、期待を寄せていただいている点をより

明確にお聞かせいただき、さらなるお役立ちに

繋がりますよう、ご質問内容を一部見直すこと

にいたしました。お寄せいただきましたご意見

については「すぐに取り組むこと」と「中期的に

取り組むこと」に分類し、まずは多くのお客様

から課題として挙げられた「IT動向などの積極的

なご紹介・ご提案」から順次取り組んでまいり

ます。

私たちの使命は、システム導入を通じてお客

さまの事業成長に貢献し、お客さまのビジネス

現場のお困りごとを解決していくことです。

システムをただ導入して終わりではなく、現場の

方々にご活用いただき、効果を共に感じ、心から

感謝いただけて初めて使命を全うできるのだと

考えております。こうした「お役立ち」の視点に

こだわり、期待以上の成果が出せるよう努めて

まいります。

今後とも何卒ご愛顧賜りますよう

お願いいたします。

お役立ちの視点に
こだわる

専務取締役
エンタープライズ事業担当

大西 元

お客さまの声 を受けて

0%

2016年度

2017年度

20% 40% 60% 100%80%

■ 総合的な満足度

満足

やや満足

やや不満

不満

不満のご回答が3年連続ゼロに 86.3点
合計得点を

100点満点換算

やや不満のご回答が増加

0%

33% 62%
5%

13% 31% 56%

0%
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柔軟な対応

お褒めの声

役立ち度

ご不満の声

「豊富な導入実績」「業務内容への理解力」などに期待ご採用の決め手

お 客 さ ま の コメントコメント

● 導入実績の豊富さと、
  それに裏付けされた知識を
  信頼して。

● 長期的な信頼関係があり、
  現場も気軽に相談できる関係。
● 融通を利いてもらえる。

● 運用管理サービスが
  行き届いているため。

● 当社の環境を熟知している点。
● 業務内容を理解した
  提案がある。

保守・運用サービス柔軟な対応 理解力実績


