予約から
目的地到着までの

28 のシーンに

リアル・デジタル一体の
コミュニケーションで
顧客体験と販促効果の向上を目指す
全日本空輸株式会社 /ANA X 株式会社

アプローチ

保安検査場の
早期通過率

15 ％増の

実現にむけて
［業種］
旅行・交通・運輸サービス
［業種詳細］

定期航空運送事業 ほか
（全日本空輸）
顧客関連事業 ほか（ANA X）

［従業員数］

45,849 名（グループ計）

導入製品・サービス
マーケティング

Marketing Cloud

予約から目的地到着まで、多くの部門スタッフ
が携わる旅行体験において、乗客 1 人ひとりに
合ったサービスを提供する狙いから、運航状況
や乗客、マイレージ会員に関する情報を一元化。
さまざまなタッチポイントから得られるデータ
を踏まえ、顧客にとって最適な情報を異なる
シーンで案内するなど、パーソナライズされた

コ ミ ュ ニケーションを実 現する一 環として、
Salesforce の Marketing Cloud を 2019 年 に 導
入した。保安検査場を早く通過した乗客にクー
ポンを送る実証実験への応用では、顕著な行動
変容を確認。実用段階でもキャンペーン用途に
限らず、顧客体験価値の最大化に貢献できる運
用を目指している。

旅行・交通・運輸サービス

Customer Success Story

集約したデータをもとに、個客への
行き届いたサービスをデザインする

乗客に鮮明な記憶を残す空の旅。その前後を含めて多数のスタッフがサービスに携わる中、
より統一的で心地よい体験のカギを握るのが
「データ活用」
だ。

デジタライゼーション先進企業が選んだソリューションに迫る。

課題

配 信するメッセー ジ
と、現 地 でのサー ビ
スの連携が不十分
属性や状況にそぐわ
ない一 斉メールで
は、場違いな内容が
届くおそれ

解決策

乗客の動向や運航
状 況 などのデータ
を集 約し、適 切 な条
件でメッセージを配
信。コミュニケーショ
ンの内容に統括部署
を設けて一元管理

「適 切 な 情 報 提 供 」
「定時性向上」
「販促
効果」
など複数の要請
に応える施策を設計

効果

個別に最適化された
配 信と現 地スタッフ
による一体的サービ
スの基盤が確立

「早 め の 保 安 検 査 で
クー ポン 発 行 」
など
win-winの施策がリア
ルタイムで展開可能に

社内の情報共有も
円 滑 化。余 裕 を持っ
た段取りが実現

全日本空輸株式会社 デジタル変革室 マネジャー

全社横断的な顧客情報基盤に
基づいたメッセージング管理

の井岡 大氏によると、CX基盤は「28の各シーンに

刷新と、デジタルを活用した新領域の開拓を意欲的

供するための部門横断的なプラットフォーム」に位

多くの部署とグループ企業が携わる中で、お客様1

世界有数規模のエアラインを支えるITインフラの

人ひとりのニーズに合ったサービスを切れ間なく提

に進めてきた ANA グループ。2019 年の「DX グラ

置づけられる。その核としてデータを集約するデー

ンプリ」にANAホールディングス株式会社が選定さ

れるなど、その取り組みは、業種の枠を超えたリー
ディングケースとして注目されている。

このうち顧客情報管理の領域では、1 日 980 便

の運航状況と、同15 万人の乗客情報、さらに延べ

タベースに連動し、顧客へのメッセージ配信や、ア
プリへのプッシュ通知などをコントロールするた

め、SalesforceのMarketing Cloudを導入すること

が決まったのは2019 年6 月のことだった。

情報を基幹システムから取得し一元化する「CX

まずは単体で利用開始、
他システムと連動し高度な応用へ

約から目的地到着までに顧客がたどる行程の中か

ンラインストアなどの顧客関連事業を受託する

3,700 万人が登録する「ANAマイレージクラブ」の

（Customer Experience）基盤」を構築。同時に、予
ら、持続的なサービス向上を図る28のシーンがピッ

クアップされた。

ANAマイレージクラブやクレジットカード、オ

ANA Xでは、顧客起点のデータベースマーケティ
ングを推進している。データベースマーケティング

全日本空輸株式会社
デジタル変革室 マネジャー

井岡 大 氏

単なるキャンペーン情報の通知
にとどまらない、デジタルとリ

アルが融合した心地よい顧客体
験の追求を通じて LTV の向上を
目指しています。

で主にデータエンジニアリングや分析基盤を担当す

するメッセージから『混雑回避のための行動を促し

Cloudの導入検討に加わっていた中心人物の1 人。

体的に向上させることを意識しています。保安検査

る ANA X 株式会社の谷山徳太郎氏は、Marketing

Salesforce製品を選んだ理由について、
「データベー

スマーケティングで分析した顧客データを顧客コ

ミュニケーションに活用し易い点」に加えて、
「事
前の懸念点が年 3 回のアップデートによって解消し

てスムーズな搭乗につなげる』など、顧客体験を全

のシーンで試用を始めたのも、定時性というサービ

ス品質の向上につなげる狙いがありました」と解説
する。

魅力的なキャンペーン通知も、たとえば出発ロ

ていった進化の速さへの評価と、新たな配信チャネ

ビーでの特典情報が、保安検査前に急遽搭乗を取り

が決め手となりました」と振り返る。

アルタイムの行動データが得られる環境を活かし、

ルを追加するごとに要するカスタマイズが容易な点

やめた乗客にも届いては逆効果となってしまう。リ

導入決定から3か月後には、空港の保安検査場を

Marketing Cloudの実装では、こうした事態を防ぐ

ムで送信する基盤として採用。実証実験の段階で、

追求が、ひいてはフライト以外のサービスも含めた

早めに通過した乗客にクーポンメールをリアルタイ
早期の通過を15％増やす成果が得られた初めての

試みを、短期間でサービス化できたのは Marketing

Cloudの導入が大きい。

その後の本格展開では、キャンペーン実行に必要

なデータを管理する顧客分析基盤などとの連携が進
み、活用範囲はさらに広がった。

一般に Marketing Cloud はMA（マーケティング

オートメーション）のツールとされるが、ANA グ

ループにおける活用は、単なるキャンペーン情報の
通知目的にとどまらないという。井岡氏は「お送り

設計にも注力していく方針。
「心地よい顧客経験の

LTV（Life Time Value:顧客生涯価値）の向上につな
がる」
（井岡氏）展開を目指している。

実証段階でも、出発ロビーの売店では、余裕ある

行動の証であるクーポンの提示者に「早く来てくだ

さってありがとうございます」と店員が声かけする
など、デジタルとリアルが融合したサービスの兆し
がうかがえたという。

Marketing Cloud によるタイムリーなメッセー

ジ送信はこのほか、対顧客だけでなく社内連絡にも
貢献している。

ANA X 株式会社
R&D 推進部 マネジャー

谷山 徳太郎 氏

導入やカスタマイズ、分析した
顧客データにもとづくコミュニ
ケーションが容易な Salesforce
は、マーケティン グ 施 策 のス
ピードアップに貢献しています。

Salesforceが実現するANA様向け顧客コミュニケーション基盤
ソリューション連携全体イメージ

「搭乗にあたって特別な配慮を要する方からの予

約がないか毎日端末を操作して照会していたのが、
該当する予約が入るとすぐに通知が届くようになり

『本当に便利』と営業担当者から歓迎されています」
（井岡氏）

部 門 横 断 的 な CX 基 盤 に 連 動 す る Marketing

Cloudの活用で、メッセージ送信を含む施策が柔軟

に展開可能となったのにともない、より効率的な運

山氏は「新たなツールだけに習熟も要しましたが、
それでも施策のスピードは総じて速まった実感があ
ります」と明かす。

顧客体験の全体的な向上を図る ANA グループの

戦略とSalesforceのマッチングについて、井岡氏は

「人によるサービスとデジタルをつなぐ意識が共通」
と分析。さらに「コンタクトセンターで導入してい

る Service Cloud で得たお客様の声を、Marketing

用を目指して体制も変えられた。ANA グループ各

Cloud で送るメッセージに反映できるなどポテン

施策は、ANA Xの「デジタルマーケティング部」に

感のあるメッセージをどう届けるかが今後のテーマ

社・各部門が独自に進めてきたコミュニケーション

集約。優先順位づけや各所の調整、さらに実際のオ

ペレーションやリソース管理も同部が一括して担う
こととなった。

人が担うサービスと、
デジタルな情報提供の融合を目指す

CX基盤への対応に合わせて旧来の MAツールを

置き換えた Marketing Cloud の運用について、谷

シャルも大きいだけに、受け手にとって快く、信頼
になるでしょう」と話す。

新型コロナウイルスの流行で打撃を受けた航空業

界は目下、感染拡大防止に配慮しつつ運航規模を回

復させていく途上にある。
「強化されたキャンペー
ンメール配信の本領発揮は、
いよいよこれから。
『新
しい日常』への取り組みも含め、いまお伝えすべき

メッセージがふさわしい形で届けられる環境を、最
大限に活かしていくつもりです」
（井岡氏）

本カタログは 2020 年 9 月時点の情報です。
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