
小売業界は、これまでにない急速な技術革新により、劇的な変
化を遂げようとしています。
E コマースの 2.3 兆ドル規模のグローバル市場と、
世界最大の仮想商店街を指先ひとつで利用する¹ 情
報に精通した消費者の増加によって、ショッピング
を巡る状況は根本的に変わりつつあります。このよ
うな状況に適応しなければならない小売業者にとっ
て、この変化は課題と機会の両方をもたらします。

この新しい世界でビジネスを展開する小売業者やブ
ランドが、消費者にオンデマンドで対応することが
求められる現代の「オンデマンド エコノミー」にお
いて売上と収益を拡大するには、たとえばカスタマ
ー サービス要求に対応する AI を駆使したチャット
ボットや、IoT の情報による超地域密着型店舗の品
揃え管理といったデジタル インテリジェンスやイノ
ベーションは欠かせません。

デジタル テクノロジは、ビジネス プロセス、経
営、従業員の働き方から、実現されるカスタマー エ
クスペリエンス、提供される製品やサービスそのも
のに至るまで、小売企業のあらゆる要素を結び、使
いやすさ、利便性、カスタマイズ、自動化を実現し
ています。

このホワイト ペーパーでは、デジタル トランスフ
ォーメーションによって新たに生じる機会について
探るとともに、小売企業が自社の業務を見直して、
今日の競争の激しい環境で生き残り、成功できるよ
う支援するマイクロソフトのソリューションについ
て説明します。

デジタル時代の
小売業の再考
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小売業に変化をもたらしているさまざまな要因

小売業者は多種多様な課題に直面しています。オンライン ショ
ッピングやモバイル ショッピングの急増をはじめとする「破壊
的な変化」により、現在、世界規模のオムニチャネル市場で競
争を繰り広げている小売業者は、かつてないほどの断片化が進
む顧客内シェアや消費者のマインド シェアを獲得するため、厳
しい戦いを余儀なくされています。

その一方、Amazon 登場前に作られた米国の小売部門は店舗過
剰の状態に陥っており、その規模を見直す気運が高まっていま
す。また、ショッピング エクスペリエンスにおける店舗の役割
は変化しつつあることから、企業の成長につながる新しいビジ
ネス モデルの必要性がさらに高まっています。

進化するお客様の行動や好みは、変化を促進する主な要因となって
います。すぐ結果を求める現代の消費者にとって、スマートフォン
はプライベートで、交流の場で、職場で、そして消費の場にて、あ
らゆる機能を果たす必要不可欠な存在となり、料金の支払い、ホテ
ルの予約、休暇中の写真の SNS での共有、コーヒー メーカーの購
入など、その用途は多岐にわたります。

その結果、お客様の購買動機が変化しました。消費者の関心はオンラ
インのカスタマー レビューやソーシャル ネットワーク上の友人の意
見、そして製品の推薦動画を作る YouTube の有名投稿者などのインフ
ルエンサーに向いており、マーケティングや広告の美辞麗句を並べた
てたメッセージが持つ訴求力は大幅に低下しています。

お客様は単なる「モノ」よりも、たとえばレストランや
スパに立ち寄るといった「体験」の消費により重きを置
いており、このことは小売業者にさらなる課題をもたら
します。

また、消費者はチャネルを意識しておらず、オンライン、
モバイル デバイス、実店舗のいずれかを利用する方法
や、これら 3 つの要素が組み合わされたエクスペリエン
スなど、その形態にかかわらず、自身の購買行動や好み
に基づいてキュレーションされた、シームレスなショッ
ピング エクスペリエンスを望んでいます。このため、「
消費者は、物理的、感情的な関わりや、デジタル デバイ
スを介した関わりを持つたびに、提供されるエクスペリ
エンスが『自動的に』変化することを期待している」と 
Accenture のレポート² は伝えています。

お客様が過去に体験したあらゆる「最高のエクスペリエン
ス」が、どのような状況や方法で提供されたか、また小売
業者にその能力があるかどうかにかかわらず、お客様の期
待を決定付けているという新たな現実に小売業界は直面し
ています。
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小売事業の変革: デジタル トランスフォーメーシ
ョンで成功を収めるうえで重要な 4 つの柱
小売業者はこのような「新たな期待」を目の当たりにした
ことで、収益を拡大させ、顧客ロイヤルティを醸成するよ
うに設計された従来のビジネス手法は、今後の成功を保証
するものではないことを認識しつつあります。小売業者が
急速に変化する業界内で存在感を示し、競争優位性を確保
するには、テクノロジを新たな方法で導入することで、カ
スタマー エクスペリエンスとビジネス プロセスを根本か
ら見直す必要があります。

マイクロソフトは小売業者と連携し、「4 つの重要な柱」
を基礎として構築された現代のイノベーションを活用し
て、変化と成長のための新たな機会を開拓しています。

お客様の関心を引き付けて、購買行動に影響を
及ぼすシームレスなパーソナライズ ショッピン
グ エクスペリエンスを構築する

カスタマー エンゲージメントを見直すには、お客様が店
頭、自宅、外出先など、どこにいるかにかかわらず、その
要望とニーズを予測すること、そしてビーコンやセンサー
からクロスチャネル分析まで、データ主導のテクノロジ 
ソリューションを活用することで、メッセージの発信、マ
ーチャンダイジング、ショッピングの各エクスペリエンス
において、利便性、パーソナライズ、コンテキストに応じ
た的確性を実現することが求められます。お客様にとって
意義のあるエンゲージメントを提供するには、マルチチャ
ネルのお客様をデジタル タッチポイントと物理的タッチ
ポイントを横断して識別し、首尾一貫して 1 人のユーザ
ーとして対応することも必要です。

ショッピング ジャーニーのすべての段階で、
お客様の期待をはるかに凌ぐサービスを提供で
きるように従業員を支援し、お客様の満足度を
高める

たとえば、マーチャンダイジング戦略をすばやく調整して
お客様の好みをリアルタイムで反映できるように、小売業
のサプライチェーン全体にわたり、在庫の可視化と高度な
データ分析を実現する最先端のテクノロジで従業員を支援
することは、現在きわめて重要となっています。

従業員のエンパワーメントでは、カスタマー サービスを
強化するモバイル ワーカー ツールを店舗の販売スタッフ
に提供することも重要です。このツールにより、たとえば
お客様が探しているアイテムの場所を特定したり、在庫管
理や製品の陳列といった小売業の主要なタスクを自動化機
能でより迅速かつ正確に行ったりすることができます。

業務を最適化してアジャイルな小売企業を作る

小売業者は現在では、テクノロジ プラットフォームによ
って業務を最適化できるようになりました。このプラット
フォームにより、お客様のデジタル環境や物理環境におけ
る行動の履歴から、天気、季節、時刻といった外的要素ま
で、複雑なデータ信号の集合体を実用的なインサイトに変
換し、製品需要の予測やお客様のターゲティングをこれま
でよりも高い精度で実施できます。

デジタル化が進んだ現在の小売市場でビジネス プロセスを
最適化するには、今日のマルチチャネルのお客様にサービス
を提供するため、購買チャネル全体でスムーズかつシームレ
スなカスタマー エクスペリエンスを実現する統合型コマー
ス プラットフォームを使用することも重要となります。

製品の変革

お客様は、時間を節約できるパーソナライズ サービスお
よびエクスペリエンスがオンデマンドで提供されることを
望んでおり、小売業者はその要望を満たせるように製品を
変革する必要があります。該当する事例としては、同じも
のが 2 つと存在しない 3D 印刷製品の提供や、MR (複合
現実) テクノロジによるキッチンのカスタマイズなどがあ
ります。つまり、テクノロジによって実現される小売業の
サービスとエクスペリエンスによって、お客様を楽しま
せ、喜ばせて、満たされていないニーズを解決しようとい
う考え方です。

小売業者にとって、デジタルへの転換によって得られる可能
性のある投資利益には大きな意味があります。デジタル ト
ランスフォーメーションを取り入れてデータ インテリジェ
ンスを活用する小売企業は、そうでない企業よりも 940 億
ドル高い収益を実現できる可能性があります。主な成長機会
には、従業員の生産性向上 (410 億ドル)、業務の改善 (290 
億ドル)、製品のイノベーション (150 億ドル)、お客様対応
のエクスペリエンスの向上 (90 億ドル) などがあります。
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次のセクションでは、マイクロソフトが提唱するこれらの「4 つの柱」が、 
小売業の見直しと変革の加速にどのように役立っているかを概説するとともに、

小売業界で大きな成果を上げているリーダーの事例を紹介します。

デジタル トランスフォーメーション

カスタマー 
エンゲージメント

従業員の
エンパワーメント

お客様
の成果

製品の
変革

業務の
最適化

社会の進歩を後押しすることは、「地球上
のすべての個人とすべての組織が、より多
くを達成できるように支援する」というマイ
クロソフトの使命に大きく基づいています。 
その対象が企業であれば、それはデジタル  
トランスフォーメーションを意味します」

サティア ナデラ
マイクロソフト CEO
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カスタマー エンゲージメント

デジタル ショッピング環境を経験したことにより、消費者
は、購買習慣や購買パターンに基づいてカスタマイズされたコ
ミュニケーションや、製品の推奨および提供を期待するように
なりました。

その一方、従来の小売業者は、このような Web に端を発する
テクノロジ主導のパーソナライズ カスタマー エクスペリエン
スおよび情報を、物理的環境で提供するという課題に取り組ん
できました。小売業者にとって、ターゲットを絞った広告や製
品の提供は、オンラインやモバイル デバイスでは有効である
ことが証明されていますが、その効果を実店舗にまで拡大させ
る方法は、これまで確立されていませんでした。

しかし、その状況も変わりつつあります。ビーコン、クラウ
ド、IoT (モノのインターネット)、機械学習、MR (複合現実)
、AI (人工知能) テクノロジなどのデジタル ツールにより、実
店舗でもお客様にシームレスなパーソナライズ エクスペリエ
ンスが提供されています。

お客様が小売サービスに寄せる期待は、小売業の投資対象にも
反映されています。現在、小売業者の 40％ がパーソナライズ 
カスタマー エクスペリエンスを最優先で取り組むべき課題と
しており、61％ はパーソナライズ テクノロジが大きな投資収
益をもたらすと考えています。3 

お客様のニーズを一瞬で予測する

小売業者はマイクロソフトの予測分析ソリューションを活用し
て、製品需要の追跡や、在庫レベルと店舗位置の管理を、モバ
イル デバイスからの情報も含めて実施しながら、同時にキュー
レーションされ、利便性に優れたお客様対応を実現して、ショ
ッピング ジャーニーに新たな価値をもたらすことができます。

マイクロソフトのデジタル インテリジェンス ソリューション
の提示するショッピング シナリオには、次のようなものがあ
ります。まず、休暇にローマへの旅行を計画しているお客様
が、スマートフォンのチャットボット メッセージ アプリを介
して、旅行に欠かせないおすすめのファッション アイテムを
いくつか提示するよう小売業者に依頼したとします。

小売業者は、リアルタイムのデータ ストリームや、お客様の 
Pinterest ボードなどのソーシャル メディア プラットフォーム
を使用した予測分析機能を活用して、お客様の好みのスタイル
を推薦します。この豊富なデータ インテリジェンスの組み合
わせの中から最適なものを選りすぐることで、小売業者はお客
様の情報に基づいて製品を推薦し、さらにお客様が最寄りの店
舗で試着できるように製品の取り置きを提案できます。

お客様が店舗に立ち寄ると、ビーコン センサーがお客様
の来店を察知します。店舗では、お客様の来店に備え、お
取り置きの製品が既に試着室に用意されています。「スマ
ート」な試着室にはタッチ スクリーンが備え付けられて
おり、お客様はサイズや色の変更、またはその他のアイテ
ムの試着といった希望をそこに入力すると、店舗の販売員
がお客様の希望する製品を試着室まで持参します。試着が
終わると、お客様は自身のスマートフォンから、製品の購
入手続きを直接行います。

店舗の販売員は購入に関するリアルタイムの通知を、「
この製品には予想以上の需要があります。現在の在庫は 2 
着です。もっと発注しますか?」といったメッセージとと
もに受け取ります。

Microsoft Azure の Machine Learning、Microsoft 
Dynamics 365、Office 365、Power BI、SQL 
Server、Microsoft Social Engagement などのテクノロジ 
ソリューションおよびサービスにより、今ではこのような
シナリオが現実のものとなりました。

お客様のショッピング エクスペリエンスに新たな価値を
もたらすと同時に、ショッピング ジャーニーを追跡する
ことで、たとえば試着から購入に至った製品の数など、収
益につながる貴重なインサイトが生成され、ショッピン
グ エクスペリエンスのさらなる改善とカスタマイズが可
能となります。

小売のさまざまなタッチ ポイントを横断し
て、お客様にとって意義のある、パーソナライ
ズ されたコミュニケーションを最大限に実現
する

このシナリオでは、お客様が旅行でどのような製品を好む
かを旅行前に予測する分析や、お客様が入店された際に空
いている試着室に誘導するビーコンなど、マイクロソフト
のデジタル ソリューションが、コンテキストに応じた適
切なパーソナライズ エンゲージメントを、ショッピング 
ジャーニーのすべてのタッチポイントを横断して実現する
方法が示されています。

データ主導のショッピング ジャーニーでは、モビリテ
ィ、没入型エクスペリエンス、そして統合型コマース機能
を最大限に活用することで、お客様のロイヤルティと維持
を促進するカスタマー エンゲージメントが強化されるこ
とが示されています。これは、マルチチャネルのショッピ
ング ジャーニー全体にわたって同一の消費者を識別し、
サービスを提供することができることによるものです。
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カスタマー エンゲージメント

このショッピング ジャーニーでは、小売業者がお客様のクロ
スチャネルにわたるショッピング行動に関する貴重な情報を
収集する一方、お客様の興味と店舗内の位置に基づいた適切
なオファーにより、さらなるパーソナライズが行われます。

ソーシャル チャネルとデジタル チャネルによ
るお客様とのコミュニケーションの最適化

Pinterest のスクラップブックから Amazon まで、拡大し続
けるソーシャル チャネルとデジタル チャネルの影響力を、
情報に精通した小売業者がどのように活用しているかもこの
シナリオには反映されています。お客様はこれらのプラット
フォームを活用して、製品やサービスについて調べたり、自
分の意見を投稿したり、特典情報を探したりしています。こ
の状況は、小売業者に貴重な好機をもたらします。小売業者
が Microsoft Dynamics 365 などのテクノロジを使用して、
ソーシャル ネットワークや顧客レビュー サイトでのお客様
の感情や些細な会話を継続的にモニタリングすることで、製
品やマーケティングの動向に迅速に対応できるようになるた
めです。

AI を活用したカスタマー サービスの迅速化と充実化

チャットボットなど、AI で実現される会話型コマース機能が、た
とえばイタリアをターゲットとしたアイテムを見つける場合のよう
に、消費者がニーズに合った製品やサービスを購入前に特定する方
法や、音声アシスタント デバイスに洗濯洗剤の再注文を指示する
場合のように、商品を補充する方法を定義し直しつつあります。

またこのような機能によって、小売業者がお客様にサービスを
提供する方法も変革されつつあります。お客様とチャットボッ
ト テクノロジをつなげることで、AI がモバイルまたはオンラ
インの仮想エージェントとして、返品の処理や、お客様の苦情
への対処など、カスタマー サービスやサポートに伴うコミュ
ニケーションを改善します。

会話型コマース機能が消費者文化に受け入れられる素地は整い
つつあります。カスタマー サービスに関する問題を解決しよ
うとして、電話の保留で待たされる場合など、小売サービスに
おける長時間のペイン ポイントに対し、お客様が不快だと感
じるしきい値は次第に低くなる傾向にあるためです。その一方
で、お客様による購入の 60％ は、デジタル チャネルへの訪問
がきっかけとなっていることから、小売業者はデジタル チャ
ネルへの投資を行っています。4
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「私たちはお客様が何を望み、
それに私たちがどのように対
応しているかをリアルタイム
で把握できます。また、より
優れたエクスペリエンスをお
客様に提供できるように、改
善すべき点を即座に修正する
こともできます。」

ROBERT MICHAELS 氏
情報技術部門ディレクター、 
Macy’s

カスタマー エンゲージメント
導入事例

Macy’s
年間売上高が 260 億ドルに迫る勢いの Macy's では、同社の約 670 店舗とオンラ
イン ストアにおいて、何百万人ものお客様にアパレル製品や、手頃な価格の奢
侈品を提供しています。お客様がオンライン チャネルやモバイル チャネルで製
品の閲覧と購入を行う傾向が強くなっていることに気付いた Macy’s では、デジ
タル トランスフォーメーションを活用して、お客様の希望するすべての購入方
法が利用できるようにパーソナライズと最適化が行われたカスタマー エクスペ
リエンスを提供しています。

同社は、カスタマー サービス向けの Microsoft Dynamics 365 AI ソリューション
を利用した仮想エージェントで Web サイトの機能を強化しました。仮想エージ
ェントは Macy’s の内部システム API に接続し、製品や注文に関する情報にアク
セスすることで、一般的な問い合わせに対してリアルタイムの対応をお客様に提
供し、お客様の問題を事前に解決したり、お客様を担当者に転送して会話を継続
させたりすることができます。

同社の仮想エージェントは、既にお客様の問い合わせの 4 分の 1 以上に対応し
ており、Macy’s では別のショッピング チャネルへの拡張も計画しています。

詳しくはこちら

「お客様との関係を深めるには、データ インテリジェ
ンスを活用して、お客様が望んでいるものをお客様が望
む前に予測し、さりげなく提示する必要があります」

サティア ナデラ
マイクロソフト CEO

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai
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従業員のエンパワーメント

お客様のロイヤルティはカスタマー エクスペリ
エンス次第

実店舗とアナログ的手法しか存在しなかった時代に小売業
者が採用していた従来のカスタマーサービス モデルで、
物理的世界とデジタル的世界の 2 つをまたぐショッピン
グ環境に対応することはもはや不可能です。

たとえば在庫があると思われる製品を店舗の販売員が見
つけられない場合など、店頭での煩わしい体験に不寛容
な消費者へのサービスに過失があると、小売業者は大き
な代償を払うことになります。このようなペイン ポイン
トのみによって小売業者が被る損失は毎年 681 億ドルに
も上り、カスタマー サービスの品質や小売業者に対する
信頼、そして従業員の生産性を低下させる原因となって
います。5

小売業者は市場シェアとカスタマー ロイヤルティを維持
するため、単なる製品の販売取引を行う業者から、購入経
路の簡素化と多様化を実現し、デジタル チャネルを補完
するサービス プロバイダーへの転換を図るべくしのぎを
削っています。

その目標を実現するため、より洗練されたトレーニング 
プログラムで販売員をブランド アンバサダーや製品のエ
キスパートへと育成し、利便性とカスタマイズの概念を変
える販売補助テクノロジで、現場の従業員を支援すること
を目的とした投資を小売業者は行っています。

製品をオンラインで調査する現代のお客様は、店舗を訪れ
た時点の購入意思が他の場合よりも強い傾向にあります。
お客様は希望の製品を、煩わしい思いをせずにすぐ手に入
れたいと考えており、サポートが必要な場合、製品に精通
したハイテク装備のスタッフが、的確に問題を解決して
くれることを望んでいます。世界の買い物客の実に 68％ 
が、他の店舗やオンラインの製品在庫をすぐチェックでき
る機能を、満足度の高い店舗エクスペリエンスのカギと捉
えています。6 

将来を見据えている小売業者は、従業員が、少なくとも自
分が対応するお客様と同程度の情報は把握できているよう
にするため、マイクロソフトのテクノロジを活用して、製
品、お客様、在庫、注文の詳細に関する情報にリアルタイ
ムでアクセスできるモバイル ワーカー向けツールなど、
最新のテクノロジ ツールによって、従業員のカスタマー 
サービスの品質向上を推進しています。このような販売支
援ソリューションは、お客様のニーズを満たすため、企業
内のあらゆる場所の在庫状況を把握できるように従業員を
支援します。

これにより、従業員はあらゆるデバイスで情報を共有で
き、デジタル、店舗、バックオフィスの各業務が統合され
ます。お客様に直接対応する店舗の販売員は、バイヤー 
チーム、マーケティング チーム、デザイン チームなどに
所属する本部の従業員と連携して、製品に対するお客様の
反応や、マーチャンダイジングの状況、インストア プロ
モーションの効果を詳細にわたって把握できるようになり
ます。その結果、最終的にはお客様に利益をもたらす、よ
り迅速なコラボレーションを実現することができます。

デジタル コラボレーション ツールは、紙や E メールを使
用する手作業のプロセスの代わりとしても機能し、作業者
の生産性を向上させ、製品の品出しや陳列、場所の特定と
いった一般的な作業を自動化します。
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「従業員が必要な情報を見つけ、
共有できるようにしたことで、
チームワークと生産性は確実
に向上しました。すべてのツー
ルをクラウドに移行したこと
で、リソースの一部を割り当て
直し、さらに優れたカスタマ
ー エクスペリエンスを提供す
ることができます。」

JUSTIN LITHERLAND 氏
IT 店舗部門バイス プレジデント、
Lowe’s

従業員のエンパワーメント
導入事例

Lowe’s
「人々の住環境への愛を深める」という社是を掲げる Lowe's は、世界第 2 位
の規模を誇るホームセンター チェーン企業であり、米国、メキシコ、カナダに 
2,200 店舗を展開しています。同社ではその社是を実現するため、26 万人に上る
従業員にクラウドベースの生産性向上ツールを提供して、業務への取り組みの効
果を高め、本社と各店舗を連携させ、パーソナライズされたお客様とのつながり
を確立したいと考えていました。

同社は Microsoft Office 365 サービスを全社規模で展開することで、ファイル共
有やインスタント メッセージをはじめとする生産性向上ツールやコラボレーシ
ョン ツールを従業員がいつでも、あらゆるデバイスで利用できるようにしまし
た。また、Lowe's では従業員のメールの受信トレイの機能を拡張し、自宅の改
修に関するアドバイスを求めるお客様から写真を受け取れるようにしました。

今ではすべての従業員が統合型プラットフォームやオンライン版の Office アプ
リを利用して、より迅速に情報を見つけ、より簡単に共同作業を進め、より配慮
の行き届いたお客様との関係を築くことができるようになりました。

詳しくはこちら

「どうにもならない問題に直面したとき、運が良ければ、
その問題を解決してくれる人が見つかるかもしれません。
でも、運に頼る必要はありません。E メール、文書、ビジ
ネス アプリケーションには、あなたが頼るべきすべての
知見とインサイトが含まれています。組織的な分析機能を
使ってそれらを引き出しさえすれば、目の前の課題を解決
できます」

サティア ナデラ
マイクロソフト CEO

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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業務を最適化する

技術変革の観点から見ると、コンピューティング能力によっ
て倉庫から売り場に至る小売機能のほぼすべてがデジタル化
され、お客様とビジネス プロセスに関するインサイトの情
報量は従来の 10 倍に増加し、提供までの時間は 10 分の 1 
にまで短縮されています。

業務を最適化することは、目の前の事象にただ反応するだけ
の小売業から、リアルタイムで対応したり、さらには発生前
に対応したりできる小売業へと移行することを意味します。

マイクロソフトは小売業者と連携して業務を最適化し、データ
に基づくインサイトの効果を利用して、マーチャンダイジング
から在庫管理に至るまで、よりスマートでアジャイルな意思決
定を下し、各店舗で超地域密着型の品揃えを実現します。

現在この能力は非常に重要なものとなっています。情報が人
々に等しく行き渡るようになったことでますます加速する
製品トレンドのサイクルに追いつくため、市場に対応するス
ピードを上げることが、このショッピングの現状において小
売業者に求められているためです。まさに「情報の氾濫によ
り、お客様は購入の意思決定を下す際、さまざまな事柄に影
響を受け得るようになった」⁷と言えます。

同時に、オンラインで購入した製品を実店舗で受け取るサー
ビスなどの人気が高まる中、小売業者はオムニチャネルのフ
ルフィルメントを実施できるように備える必要があります。

超地域密着型の品揃えの実現

適切な製品を適時適切な場所で提供する、超地域密着型の品
揃えにより、お客様のロイヤルティを向上させ、消費を促す
ことができます。マイクロソフトのデジタル ソリューショ
ンを導入すれば、売れる製品、売れる時期、売れる場所、売
れる価格をデータに基づいて把握することで、各チャネルの
製品配分を適切に管理できます。また、地域の需要に応じた
在庫を確保することで、大規模な集中型倉庫管理設備の必要
性を軽減できます。

データに基づいたインサイトと市場投入期間の短
縮により、マーチャンダイジングを再定義する

消費者は最新の製品やファッションを待ち望んでいます。製
品ライフサイクルが短くなったことで、小売業者やブランド
は、消費者とのつながりを常に確保し、製品設計プロセスに
消費者のフィードバックを取り入れることで市場投入時間を
短縮する必要に迫られています。製品の開発と提供は、国境
を越えて迅速に行えるように合理化する必要があります。

マイクロソフトのソリューションを使用し、市場動向分析
やお客様のフィードバックから有益なインサイトを得るこ
とで、新しい製品やサービスを市場に投入するまでの時
間を短縮し、パーソナライズ サービスでより多くのお客
様を獲得することができます。デジタル テクノロジによ
り、小売業者はエンド ツー エンドの可視性や、消費者製
品パートナーとのコミュニケーションの強化などを通じ
て、より費用効果が高く、協調性に優れたサプライ チェ
ーンを構築できます。

同時に、マイクロソフトのリアルタイム予測分析によって
在庫の透明性を向上させることにより、お客様やチャネル
の需要の予測精度を高めることができます。

ビジネス プロセスの合理化と統合型コマース 
プラットフォームの提供

お客様はオンラインや実店舗において、小売業者やブラン
ドとコミュニケーションを図る際、既知の個人として認識
されることを期待しています。

マイクロソフトは、インテリジェント インサイトの情報
に基づいた、スマートで合理化されたサプライ チェーン
を構築できるように小売業者をサポートしています。この
インサイトにより、フルフィルメントを最適化し、在庫を
リアルタイムで可視化することができ、業務全体にわたっ
て一元化されたビューがもたらされます。

マイクロソフトと連携することで、製品化計画やサプライ
チェーンの運用から、マーチャンダイジングやマーケティ
ングに至るまで、小売業者は企業全体でシームレスなコラ
ボレーションを実現できます。その結果、共通のデータ 
モデル、事前統合済みのビジネス サービス、コグニティ
ブ インテリジェンス、ボット、AI、そして機械学習など
の高度な分析機能を活用して、複数のチャネルやタッチポ
イントをまたぐシームレスなコネクテッド カスタマー エ
クスペリエンスを実現できます。

クリック＆コレクト (消費者が製品をオンラインで注文
し、実店舗などに出向いて受け取ること) が急速に普及す
る中、このような変革は企業にとって「必要最低限の実施
事項」であると言えます。
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「何が可能か、次に何ができ
るかを常に自問しなければ
なりません。Azure Machine 

Learning があれば、人々に大
きな感動を与えることができ
ます。私たちはお客様が必要
としているものを、お客様が
驚くほど正確に予測すること
ができます」

MUSHTAQUE AHMED 氏
最高情報責任者、
JJ Food Service

業務の最適化
導入事例

JJ Food Service Limited
JJ Food Service は、英国最大の独立系食品販売代理店であり、6 万の顧客企業に
フードサービス事業の運営に必要なあらゆるものを提供しています。レストラン
や食料品店から学校まで、さまざまなお客様に対応している同社では、忙しい提
携先の顧客企業やサプライヤーが業務の効率性向上と、可能な限りの簡素化を実
現できるテクノロジ ソリューションに着目していました。

Microsoft Azure Machine Learning を使用して、Microsoft Dynamics AX に保存さ
れたお客様の長年にわたる注文履歴を、地域のイベント スケジュールに関する
情報と組み合わせることで、お客様ごとに選好プロファイルを構築し、注文を予
測することができます。このソリューションは市場全体の集計データも使用でき
るため、JJ Foods は変化するお客様のメニューやニーズに適合するようにパーソ
ナライズされた推奨を提案できます。

同社では、デスクにいることがめったにないお客様がいることを察して、いつで
もどこからでも注文ができるモバイル アプリを提供しています。配達を担当す
るドライバーに注文情報を提供したり、製品が新鮮な状態で配達されるように温
度管理状況を監視したりするモバイル アプリも用意されています。

詳しくはこちら

 
 

 
「今、ビジネスで何が起きているかを知るだけでは不十
分です。これから何が起きるかを予測し、それに備えて
チャンスを掴まなければなりません」

サティア ナデラ
マイクロソフト CEO

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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製品の変革

小売業者が現代のデジタル時代にお客様の期待に応え、ロ
イヤルティを確立するには、カスタマイズと差別化が図ら
れたエクスペリエンスを提供し、イノベーションを活用し
て、単なる製品の取引を、感動を与えるイベントにまで高
める必要があります。その実現は決して容易ではありませ
んが、そこには非常に重要な意義があります。その可否が
競争で生き残り、成功を収めるか、または取り残されるか
を決定することさえあるためです。

幸いにも、テクノロジ イノベーションの進歩とスピード
により、このような強化されたショッピング エクスペリ
エンスの新たな枠組みは実現可能なものとなりました。

消費者の新たな要求と行動によって、小売業者には「ショ
ッピングのたびに発見があること」、そして「ショッピン
グ エクスペリエンスがお客様のライフスタイルや願望と
一致していること」が求められるようになり、小売業者は
デジタル ツールを利用して、製品の閲覧、情報提供、コ
ミュニティ、さらにはエンターテイメントの各機能を新た
な要素として実店舗に取り入れています。 8

その実現のため、マイクロソフトは小売業者と連携し、物
理的要素とデジタル要素、オフライン要素とオンライン要
素を融合しています。将来的には、店舗内で料理のデモと
デジタル材料リストを組み合わせ、複数のセンサーを使用
したエクスペリエンスや、モバイル チェックアウトによ
る、スピードと利便性が向上した調理済み軽食の販売、ま
たは拡張現実を活用して、口紅を探しているお客様が店内
にある実際の製品だけでなく、数多くの口紅の仮想サン
プルを、実際に塗ることなく試すことのできる仮想エク
スペリエンスなどを実現できる可能性があります。これ
らすべてのエクスペリエンスは共存が可能であり、デジ
タル トランスフォーメーションによって実現することが
できます。
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「当社はグローバルな顧客基
盤の変化に対応することがで
きます。たとえば米国でマー
ケティングへの投資を拡大し
た場合、同時にサービスも拡
大し、新たに獲得した消費者
をサポートすることができま
す。新機能を導入し、お客様
が世界中のどこにいても、展
開能力を強化することができ
ます。」

BOB STRUDWICK 氏
最高技術責任者、
ASOS

製品の変革
導入事例

ASOS
テクノロジに精通した20代の消費者を対象にマーケティングを行うオンライン 
アパレル小売業者の ASOS は、25％ 以上の前年比収益成長率を毎年達成し、数
多くの賞も獲得して、事業を世界規模に拡大しています。どうすればこのような
ことが実現できるのでしょうか?

端的に答えれば、その理由は「素晴らしい製品とサービスを提供しているから」
ということになりますが、それだけではありません。オンライン アパレル販売
で業界をリードする ASOS は、自社の E コマース プラットフォームを変革し、
モノリシックのオンプレミス システムから Microsoft Azure クラウドのマイクロ
サービス プラットフォームへの移行を果たしました。

同社のプラットフォームを利用する、若くテクノロジに精通したお客様は全世界
で 1,300 万人以上に上り、この新しいプラットフォームは、前年比で 2 倍以上
に達した導入年のブラック フライデーの注文を処理しました。この優れたスケ
ーラビリティと高速なパフォーマンスが、売上と平均販売点数の増加に貢献しま
した。英国を拠点に急速な成長を遂げる同社は、革新的なモバイル アプリの開
発も加速させており、新しい市場にすばやく照準を合わせ、消費者やテクノロジ
の動向を常に把握するため、ソーシャル メディアによるコミュニケーションの
強化を予定しています。

詳しくはこちら

「農業から金融、ニューヨークからニューデリーまで、
世界中のあらゆる企業が『データ カンパニー』になろ
うとしています。どの企業もデータを活用し、車から牛
まで、あらゆるモノをつないでいます」

サティア ナデラ
マイクロソフト CEO

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


今すぐ始める
マイクロソフトは、そのミッションに基づく一連のエンゲージメントを通じて、現在のビジネスを変革するソリューションの
拡張および開発を支援いたします。業績向上ワークショップ、高度なソリューション セッション、プライベート プレビュー
や顧客フォーカス グループで、マイクロソフトの技術と専門知識をぜひご活用ください。また、お客様のビジネス ニーズを
満たす実装およびソリューションを構築するにあたり、概念実証や事前試験開発時にもお役立てください。

お客様の目的にかかわらず、マイクロソフトのソリューションとリソースは、現代の競争環境で成功を収めるためのビジネス
の見直しと、デジタル トランスフォーメーションの推進を支援しています。詳しくは、小売業界のソリューションに関する 
Web ページをご覧ください。
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