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課題・背景

GDO都合のメールが多数配信さ
れ、適切なコミュニケーションがで
きていなかった

顧客体験を高めるためのマーケ
ティング基盤に課題があった

既存CSツールの機能面や柔軟性
に限界を感じていた

解決方法

システムの構築とそれを推進する
ための部門改革を実施

顧客ごとに最適なサービスを提案
するためのプラットフォームを構築

チャット対応やレポーティング機
能の充実化を図る

導入効果

メールチャネルのCVが145％アッ
プ、配信数は約50％削減に成功

顧客の行動文脈に合わせたコミュ
ニケーションをとることで顧客満
足度が向上

顧客情報の統合管理と部門間連
携の強化につなげる

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
 
業種： IT・サービス、小売・流通
業種詳細：  リテールビジネス、ゴルフ場

ビジネス、メディアビジネス
 従業員数：  497名（2016年12月末現

在、臨時従業員数含む）

導入クラウド
Marketing Cloud
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活用用途：   マーケティング支援、 
カスタマーサポート支援

適切な「カスタマージャーニー」のためメール配信を最適化

カスタマーサポートも変革し顧客体験のさらなる向上を目指す

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
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300万人以上の会員を対象に 
独自のビジネスモデルを展開

　数多くのプロ選手が世界の舞台で感
動を生み出す一方で、幅広い世代のプレ
イヤーが楽しむスポーツとしても定着し
ているゴルフ。この分野に特化し、多くの
コンテンツやサービス提供しているのが
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
（以下、GDO）である。同社は「ゴルフで
世界をつなぐ」をミッションに掲げ、イン
ターネットで数多くのサービスを提供、ま
た店舗やスクールの運営、イベントや一
般ゴルファー向けの大会等も企画・開催
している。
　「当社は常に『お客様を中心に据える』
という考え方にもとづき、創業時から“ト
ライシクル”という戦略にもとづきビジネ
スを展開してきました」と語るのは、
GDO お客様体験デザイン本部 本部長
の志賀 智之氏。トライシクルというのは、
リテールビジネス、ゴルフ場ビジネス、メ
ディアビジネスという3事業を柱に、ゴル
フに関するあらゆるサービスの『ワンスト
ップポータル』として、お客さまに購買や
予約以外でもサイトに来訪していただく
ことで循環と相乗効果を生み出すとい
う、GDO独自のビジネスモデルだと説明
する。いまではGDOクラブ会員数はすで
に300万人を突破しており、月間ページ
ビューは1億5,000に達しているという。

適切な「カスタマージャーニー」の 
実現を重視

　このGDOが特に重視しているのが、
適切な「カスタマージャーニー」の実現で
ある。「そもそもカスタマージャーニーと

は、お客様の行動や感情、本音を考察・
整理することで、ユーザー視点でのユー
ザー体験をデザインすることにほかなり
ません。そのためにはデータをもとに仮
説を立て、ユーザー体験をデザインして
いく必要があります。また実際の運用で
はさまざまな顧客接点の整理、必要なサ
ービス・コンテンツの導出、そして適切な
タイミングで適切なコミュニケーション
を行うことが重要です」。しかし、以前は3
つの事業部それぞれが個別に顧客へア
プローチしていたため、1人の顧客に年
間1,000通を超えるメールが届くことも
珍しくなかったと、志賀氏は振り返る。
　「これはポストにチラシがどんどん放り
込まれているのと同じ状況であり、本当
にお客様が望んでいることではないはず
です。お客様の立場に立ち、メールの乱
発を見直す必要があると考えました」。
　この問題を解決するため、GDOは
2013年にOne to One マーケティン
グプラットフォームである「Salesforce 
Marketing Cloud」を導入。顧客の履
歴や嗜好等を分析した上で、メール配信
を最適な形で行える仕組みを確立した
のである。さらに、それを推し進めるため
各事業部門を横断する形で設置された
のが、志賀氏が率いる「お客様体験デザ
イン本部」なのだ。

メール種別を明確化した上で、これ
らを組み合わせた複数のシナリオを
立案

　では具体的に「お客様体験デザイン本
部」ではどのようなコミュニケーションが
行われているのかを見てみよう。まずメ
ールの配信方法と配信内容に沿ってメ

“お客様への対応時間を短縮できれば、お客様体験は
さらに向上するはずです。人が対応するからこそ生まれ
る付加価値を、Service Cloudの活用を通じて追求し
ていきたいと考えています”

志賀 智之氏
お客様体験デザイン本部 本部長

志賀 智之氏
お客様体験デザイン本部 本部長

“すでにMarketing Cloudで高い成果を
得ていましたが、Service Cloudの選定
は『最初からSalesforceありき』で進ん
だわけではありません。当社にとって最適
なCSツールをフラットに検討した上で、
この結論に達したのです”

145%
  メールチャネルの 

コンバージョン率145%アップ

50%
顧客へのメール配信数 

約50%削減



ール種別を明確化。これらを戦略的に組
み合わせて顧客との距離を縮めていく、
複数のシナリオを立案していった。
　たとえば新規に会員登録したユーザ
ーに対しては「ウエルカムプログラム」と
いうシナリオを適用。商売っ気を排除し
た文面でGDOの各種サービスを案内す
るメールを、登録翌日から段階的に配信
するようになっている。このシナリオで使
用されるメール数は合計20通。これらが
約1か月にわたって配信されるのである。
シナリオの最終段階ではアンケートも実
施、回答してくれた会員にはお礼メール
が配信される。
　またこれらのメールを配信する際に、
送り手としてのキャラクターも設定し、親
しみが湧くように工夫している点も、注目
すべきポイントだと言えるだろう。「当初
は30～50代男性の人気ランキング第1
位の女性芸能人をイメージした架空のキ
ャラクターも考えましたが、最終的に当
社の実在の女性社員を起用することにし
ました。いまでは多くの会員様が彼女か
らのメールをご愛読くださっています」
（志賀氏）。
　このほかにも状況に応じて、複数のシ
ナリオがMarketing Cloudを活用して
実行されている。たとえばゴルフ場予約
を行った会員に対しては、毎月1回のペー
スで今年度の予約累計回数と予約利用
のお礼を伝えるメールを送付。累計回数
に応じて内容やトーンを変化させ、親密
感の湧く「少しくだけた表現」へとシフト
させている。また期間限定セールを実施
する際には、会員の興味のある商品をピ
ンポイントで訴求し、セール終了日のリマ
インドメールも送付するなど、随所に工
夫を凝らしている。

顧客体験のさらなる向上を目指し、 
カスタマーサポートの変革にも着手

　現時点でのシナリオ数は約65、各シナ
リオで使用されるメールテンプレートの
数は約300にも上る。シナリオは現在で
も毎月のように2～5本追加リリースされ
ており、既存シナリオも同様のペースで
改修されている。また件名やコンテンツ
を部分的に変化させたABテストも適宜
実施。もちろん配信はすべてシナリオに
沿って、自動的に行われている。

　このような取り組みが功を奏し、メー
ルチャネルのコンバージョン（CV）数は
Marketing Cloud導入前に比べ、ゴル
フ用品販売で135％、ゴルフ場予約では
145％もアップ。その一方でメール配信
数は、ゴルフ用品販売で約30％、ゴルフ
場予約で約50％削減された。「メールは
広告に比べてはるかにコストが安く、費
用対効果は極めて高い。適切に運用すれ
ば、メールには大きな可能性があると感
じています」と志賀氏は言う。
　その後GDOは、カスタマーサポートの
変革にも着手。応答率や回答時間などの
対応改善だけではなく、カスタマージャ
ーニーに沿ったコミュニケーションを行
うことで、より質の高い顧客体験の実現
を目 指し 、その 共 通 基 盤として
Salesforce Service Cloudも導入。
Service CloudとMarketing Cloud
を連携して活用することで、カスタマーサ
ービスセンターとマーケティングという2
つの接点で獲得する顧客情報を統合管
理し、部門を横断した顧客満足の提供を
見据えている。2017年4～7月にかけて
基本機能の実装とテスト、ユーザー教育
を行い、8月から本格的に活用していく予
定になっている。

これからの顧客サポートには 
チャット対応が必須条件

　GDOがカスタマーサポート（CS）ツー
ルを導入するのは、実は今回が初めてで
はない。創業間もない時期にオンプレミ
ス型のCSツールが導入されており、すで
に10年以上も活用されていた。しかしこ
の製品は、すでにメーカーのサポートが
終了している古いOSとデータベースに
依存しており、できるだけ早くリプレース
する必要が生じていた。けれどもそれ以
上に大きないくつかの課題を抱えていた
と、志賀氏は説明する。
　最大の問題は柔軟性に乏しかったこと
だ。そのため近年コンシューマーを中心
に活用が広がっているチャットに、対応
できなかったのである。「導入後にかなり
のカスタマイズを施してあったため、バー
ジョンアップも難しい状況でした。また仮
に今のタイミングでバージョンアップして
も、将来さらなるバージョンアップは必要
になった時に、大きなコストがかかること
が予想されました」。

　またレポート機能やダッシュボード機
能が装備されていないことや、1つの画面
で顧客情報が見られなかったのも問題
だった。そのためオペレーターは、常に3
～4種類のアプリケーションを立ち上げ、
複数の画面を見ながら対応を行う必要
があった。
　これらの課題を解決するため、複数の
CSツールの比較検討を実施。2017年3
月にService Cloudの採用を決定する。
ここで重視されたポイントは5つ。
　第1はチャットへの対応だ。これは今
後のマルチチャネル化に不可欠な条件だ
った。第2はテーブルの構造変更が柔軟
であること。第3はレポートやダッシュボ
ードが自由に作成できること。第4は他シ
ステムとの連携が容易なこと。そして第5
がSaaSであることだ。オンプレミスのツ
ールではバージョンアップが大きな負担
になっており、これを回避することも重視
されたのである。
　「すでにMarketing Cloudで高い成
果を得ていましたが、Service Cloudの
選定は『最初からSalesforceありき』で
進んだわけではありません。当社にとって
最適なCSツールをフラットに検討した上
で、この結論に達したのです」。

将来はEinsteinのような 
AIの活用も視野に

　Service Cloudの導入効果としても
っとも大きいと考えられているのが、
Webチャットへの対応が可能になること
だ。これまでのカスタマーサポートは、電
話とメールで行われていた。しかし電話
は1人のオペレーターが同時に1人の顧
客にしか対応できず、メールはどうしても
タイムラグが発生しやすい。これに対して
Webチャットであれば、1人のオペレー
ターが同時に複数の顧客に対応できる
上、リアルタイム性も確保できる。これに
よって応答率を高めることで、顧客満足
度はさらに向上するはずだ。まずはWeb
チャットから対応させることになるが、近
い将来にはLINEとの連携を実現するこ
とも考えているという。
　また他システムと連携させ、顧客に関
する幅広い情報をService Cloudに集
約、1画面で表示できるようになることに
も期待が寄せられている。これによってオ
ペレーターの作業効率も、飛躍的に向上

志賀 智之氏
お客様体験デザイン本部 本部長



することになるだろう。もちろん
Marketing Cloudとの連携も検討され
ている。これによってメール履歴を確認し
た上で顧客に対応できるようになり、そ
の対応内容をメール配信にフィードバ
ックすることも可能になる。
　長期的にはEinsteinのようなAIを活
用することも視野に入っている。たとえば
チャットで蓄積されたログを分析し、ベス

トプラクティスを抽出するといった活用
方法が考えられている。またAIでチャッ
トボットを構築し、オペレーターにつなぐ
前にチャットボットで対応、質問内容に
応じてFAQに誘導する、というアプロー
チもあり得るという。
　「最初は既存ツールで実現していた基
本機能の実装から入りますが、Service 
Cloudならその後の拡張も容易なはず

です」と志賀氏。まずは短期実装によって
既存ツールをリプレースし、その後使い
ながら改善していくと語る。「お客様への
対応時間を短縮できれば、お客様体験は
さらに向上するはずです。人が対応する
からこそ生まれる付加価値を、この取り
組みを通じて追求していきたいと考えて
います」。
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「ゴルフダイジェスト・オンラインが顧客体験のさらなる向上を目指し、描く Salesforce 活用概念図」

Marketing Cloud Service Cloud

●　 Webチャットを含むマルチチャネ
ルに対応可能

●　  他システムと連携した顧客情報の
一元管理にも期待

●　 人の対応によって生まれる付加価
値を追求

お客様

オウンドメディア / ソーシャルメディア

●　 シナリオベースでメール配信を最適化
●　 ゴルフ場予約では、メール数を50%
削減し、CV数を145%向上


