
エムアイカードのマルチチャネル戦略を支えるSalesforce
コンタクトセンター顧客対応品質と業務生産性の向上を実現

株式会社エムアイカード お客様事例
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購買履歴を把握できるエムアイカードのデータに着目

導入製品　Service Cloud、 Sales Cloud
活用用途　顧客管理、問合せ・カスタマーサポート

導入背景 導入効果

● 問い合わせ内容や顧客対応履歴を見える化し、業務
品質と生産性をコントロールするうえでの分析が可能
に。

● 対応履歴を漏れなく記録できるため、顧客一人ひとり
に適切な対応が可能に。

● 要件を満たすシステムのスピード導入と短期間での
運用定着を実現。

● クレジットカード事業のマルチチャネル対応を加速
し、顧客情報の一元化を図る。

● 重要な顧客接点のコンタクトセンター機能を強化す
る。

● コンタクトセンターの業務機能を網羅した仕組みを
スピーディかつ低コストで実現する。

　常に上質で新しいライフスタイルを提
案し、ファッション分野を中心に根強い
ファンを持つ老舗百貨店の三越伊勢丹。
厳しさを増す百貨店業界の中、グループ
の旗艦店である伊勢丹新宿本店の売上
は群を抜いており、世界最大規模の百貨
店として業界をけん引する。
　その成長戦略の一角を担うのが、三越
伊勢丹グループの一員としてクレジット

カード事業を展開するエムアイカードだ。
三越伊勢丹グループが提供する「エムア
イカード」は、三越および伊勢丹がそれぞ
れ運営していたハウスカードがその前身。
当時は付与される特典が利用できるの
は、グループが経営・提携する店舗に限ら
れていた。
　転機が訪れたのは、両社が経営統合し
た2008年。これを機に、両社の頭文字

を取って現在のエムアイカードが誕生し
た。これとほぼ時を同じくして、Visa提携
カードを発行し、ハウスカードから汎用ク
レジットカードへと進化。2011年にはア
メリカン・エキスプレス提携カードも発行
し、利便性をさらに高めた。
　「汎用クレジットカードとして生まれ変
わったエムアイカードの情報を活用すれ
ば、より戦略的なマーチャンダイジングが

業　　種 金融・保険
業種詳細 三越伊勢丹グループの
　　　　　汎用クレジットカード
　　　　　「エムアイカード」の発行
　　　　　および決済、ポイント管理
　　　　　など
従業員数　1,100名
 （2015年3月末現在）

株式会社エムアイカード

可能になります」と代表取締役社長執行
役員の浦田 努氏はそのデータに着目す
る。三越伊勢丹以外の場所、つまりスー
パーやコンビニエンスストアでの買い物、
ホテルや旅行などでエムアイカードを
使ってもらうことで、その顧客の購買行動
全体に関わるデータを収集できるのだ。
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コンタクトセンター業務の機能を網羅し、柔軟で拡張性が高く短期間で導入可能な点を高く評価
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　常に上質で新しいライフスタイルを提
案し、ファッション分野を中心に根強い
ファンを持つ老舗百貨店の三越伊勢丹。
厳しさを増す百貨店業界の中、グループ
の旗艦店である伊勢丹新宿本店の売上
は群を抜いており、世界最大規模の百貨
店として業界をけん引する。
　その成長戦略の一角を担うのが、三越
伊勢丹グループの一員としてクレジット

カード事業を展開するエムアイカードだ。
三越伊勢丹グループが提供する「エムア
イカード」は、三越および伊勢丹がそれぞ
れ運営していたハウスカードがその前身。
当時は付与される特典が利用できるの
は、グループが経営・提携する店舗に限ら
れていた。
　転機が訪れたのは、両社が経営統合し
た2008年。これを機に、両社の頭文字

を取って現在のエムアイカードが誕生し
た。これとほぼ時を同じくして、Visa提携
カードを発行し、ハウスカードから汎用ク
レジットカードへと進化。2011年にはア
メリカン・エキスプレス提携カードも発行
し、利便性をさらに高めた。
　「汎用クレジットカードとして生まれ変
わったエムアイカードの情報を活用すれ
ば、より戦略的なマーチャンダイジングが

　エムアイカードのデータ活用により、戦
略的な施策の可能性が広がる一方、新た
な課題も浮上した。それがカード利用者に
対する顧客対応の強化だ。
　同社は百貨店にエムアイカードのカウ
ンターを設け、カウンターを訪れた顧客の
大事な個人情報や金銭を扱う職場として
顧客満足度の向上に努めるほか、コンタク
トセンターでの問い合わせ対応なども行っ
ている。
　しかし、汎用クレジットカードとしての
利用が増えれば、三越伊勢丹以外での
カード利用も増えていく。エムアイカード
を利用する顧客が、必ず三越伊勢丹の店
舗にいるとは限らないからだ。
　「店舗に来られないお客様のためにも、
マルチチャネル対応の強化は必須の課題
です。マルチチャネル化により、多様な顧
客接点による情報を一元管理することが
できれば、お客様の購買情報や何を求め
ているかといった潜在的なニーズもより鮮
明に見えてきます。その一環として、まず
場所に依存せずに顧客対応を行えるコン
タクトセンターの機能をより充実させたい
と考えました」と浦田氏は話す。
　そのためのソリューションとして同社が
採用したのが、Salesforceが提供するク

ラウド型顧客エンゲージメントシステム
「Service Cloud」である。
Service Cloudの選定の理由について、
浦田氏は次のように述べる。
　「当社はクレジットカード会社としては
後発です。システムの整備も競合他社に
比べれば、遅れていた部分もあります。
Service Cloudはモバイルを含めた最新
技術に対応し、コンタクトセンター業務に
求められる機能を網羅しています。これを
採用することで、コンタクトセンターを短
期間で大幅に機能強化することができる
と判断しました」。
　拡張性の高さも評価した。「急激な受電
数の増加が見込まれる場合も、すぐに環
境を整え、オペレーターの座席数を増や
すことができます」とクラウドベースによ
る拡張性の高さを営業推進部部長の宮坂 

邦郎氏は評価する。オンプレミスの場合は
システムの設定・変更、場合によってはイ
ンフラの増強などが必要となり、手間とコ
ストの負担を見込まねばならない。柔軟
に座席数の増減が可能なので、ピークの
終了後には元の水準に戻すことで、コスト
も最適化できる。
　しかも、ワールドワイドで豊富な実績が
あり、ユーザー企業やアプリケーションベ

ンダーの知見を取り入れるエコシステムが
確立している。「今後の技術進化を反映し
た最新機能をタイムリーに提供してもらえ
るので、安心して利用できます。コストパ
フォーマンスの点でも申し分ないものでし
た」と浦田氏は評価する。

可能になります」と代表取締役社長執行
役員の浦田 努氏はそのデータに着目す
る。三越伊勢丹以外の場所、つまりスー
パーやコンビニエンスストアでの買い物、
ホテルや旅行などでエムアイカードを
使ってもらうことで、その顧客の購買行動
全体に関わるデータを収集できるのだ。

代表取締役社長執行役員の浦田 努氏。「最新の
技術を取り入れて進化していくService Cloud
は、マルチチャネル戦略を推進する強力な武器
です」

営業推進部部長の宮坂 邦郎氏。「受電数の増加
に柔軟に対応できる拡張性の高さは、クラウド
サービスならではのメリットです」



お客様

コンタクトセンター

後方部門

電話番号
電話履歴

顧客
カード
明細

顧客
問合せ
帳票

CTI

録音

通話録音

カード基幹

顧客
DM

DM管理

営業推進部 コンタクトセンターグループマネー
ジャーの齋藤 幸子氏。「お客様の問い合わせ内
容や対応履歴、問い合わせ傾向なども把握でき
るので、きめ細かなお客様対応が可能になり、業
務効率も高まりました」
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業務品質と生産性をコントロールするうえでの分析が可能に

　同社はService Cloudの導入により、
様々なメリットを実感している。まず挙げ
られるのが、顧客対応品質を維持・向上
しつつ、オペレーターの業務生産性を向
上できたことだ。
　以前は、「お客様からどんな問い合わせ
があり、オペレーターがどんな対応をした
か」「こちらの提案をどれだけ受け入れて
もらったか」などを定量的に図る仕組み
が十分に整備されていなかった。
　「しかし、今はお客様の問い合わせ内容
やオペレーターの対応を記録し、一元的
に見える化することが可能です。お客様
対応の品質と生産性をコントロールでき
るのは大きなメリットです。これまで以上
にきめ細かな対応を実現し、品質と生産
性の両立を図っていきたい」と宮坂氏は
満足感を示す。

　Salesforceの対応力も高く評価する。
「当初はコンサルティング会社のサポート
を受けて、コンタクトセンターシステムの
導入から運用定着まで支援してもらうこ
とも考えましたが、Salesforceはこちら
の求める要件にきめ細かに対応してくれ
た上、短期間で導入してくれました。コン
サルティング会社のサポートが不要に
なった分、大幅なコスト削減につながって
います」と浦田氏は話す。
　実際の顧客対応業務を担うオペレー
ターにとってもメリットが大きい。営業推
進部 コンタクトセンターグループマネー
ジャーの齋藤 幸子氏はService Cloud

のメリットを次のように語る。
　「以前は、お客様からの問い合わせ内容
の記録は紙にメモしておき、後からまとめ
て集計作業をしていました。問い合わせが

多くなると、集計する作業が追い付かず、
またすべての内容を記録できないこともあ
りましたが、今ではすぐにシステムに入力
し、いつでも集計できるので、問い合わせ
履歴を漏れなく記録できます。お客様が
過去にどのような問い合わせをし、どう対
応したかもすぐに確認できるので、お客様
を待たせずに、適切な対応が可能です」。
　顧客の問い合わせ傾向や日々の動向を
レポートとして参照できる上、必要な項目
を抽出し確認することも可能だ。「この機
能は自分なりの視点で見やすいようにア
レンジし、お客様対応のチェック業務に
活用しています。以前に比べると、業務環
境は格段に向上しており、まるで“飛び道
具”を手に入れたような感じです」と齋藤
氏は述べる。
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―株式会社エムアイカード　代表取締役社長執行役員　浦田 努氏
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顧客情報を一元化し、グループシナジーの最大化に貢献

"当社のミッションはエムアイカードをより使いやすく、価値あるものにしていくこと。
そのためには、幅広いお客様の声と真摯に向き合うことが欠かせません。
Salesforceは大切なお客様と当社をつなぐ重要な基盤です"

　エムアイカードはSalesforceの導入に
より、重要な顧客接点の1つであるコンタ
クトセンターの機能を大幅に強化すること
に成功した。しかし、この取り組みは先を
見据えた展開の1つの通過点に過ぎない
という。
　同社が最終的に目指すのは、顧客情報
の一元化によるマルチチャネル対応の強
化だ。コンタクトセンターだけでなく、
Webやリアル店舗も含めて全方位的な顧
客対応を実現し、グループのシナジー効果

を高めていくことである。その一環として、
百貨店のカウンター業務における
Service Cloudの活用を予定している。
　「百貨店のカウンターを訪れたお客様の
情報もクラウド上に蓄積し、グループ内の
情報連携を進めていきます。そこからお
客様が何を求めているのか、どんな点を
改善してほしいと感じているのかを把握
し、今後の施策に反映していく考えです」
と浦田氏は前を向く。
　顧客ニーズにマッチしたサービスをタイ

ムリーに提供していくことで、ブランド力
の強化やコアなファン層の拡大、そしてグ
ループの事業拡大への貢献を目指す。
三越伊勢丹グループの汎用クレジットカー
ド会社として、さらなる成長を目指すエム
アイカード。同社のマルチチャネル戦略を
支える基盤として、Salesforceは重要な
役割を担っている。
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