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DEC

DE C サ ー ビ ス

5 A L o y a l t y S u i t e 。加 速 するマー ケティング・イノベーション
トランスコスモスは、日本で独占的に5A測定尺度を使用したコンサルティングパッケージ｢5A Loyalty Suite｣を提供。
認知から行動、推奨までのカスタマージャーニーの、一貫した視点でのコミュニケーションを実現を目指して、
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター(DEC)をすべてワンストップでサポート。
お客様企業のマーケテイング・イノベーションを加速させます。

デジタルマー ケティング・EC・コンタクトセンターサービ ス

スマホで 広 がる、つな がる。顧 客 との タッチポイント
広がり続けるお客様企業と顧客とのタッチポイント。広告でも、サイトでも、コールでも、チャットでも、botでも、
顧客とのあらゆるコミュニケーションチャネルに対応します。
しかも、シームレスに。

顧客の
心理・行動

（5Aプロセス）

知る・思い出す

興味を持つ

（認知：Aware）

アクイジションサービス

購入・利用・体験する

（調査 ：Ask）

Webプロモーション
ディスプレイ広告

リスティング広告

60以上の媒体の
広告自動レポート

（推奨：Advocate）

UX･CS/NPS改善に向けたアンケート、
インタビュー、
ソーシャルリスニング実施

サポート＆リテンションサービス

インフィード広告

動画広告

広告効果を最大限に
引き出すLPメソッド

コンタクトセンターサービス

O2Oプロモーション

顧客の声から
インサイトを発掘・制作

テキスト広告の
コピー生成支援

アウトバウンドサービス

Web行動履歴連携サービス コンタクトセンタープラットフォーム

セールスサポート

チャットプラットフォーム

ノンボイスサポート

音声認識×AI ソリューション

バックオフィスサポート

デジタルエクスペリエンスサービス
コンテンツマーケティング支援
One to One マーケティング（KARTE／Salesforce等）
Webサイト／
／

AI ・データドリブン
コミュニケーションサービス

カスタマーエクスペリエンス
分析／簡易コンサルティング

LINE活用

／

統合型ECプラットフォーム

ECサイト／モール構築

ECサイト／モール運用

AI・データを活用したチャネル統合型
コミュニケーションのためのプライベートDMP

プラットフォーム

オムニチャネル統合プラットフォーム（リアル行動データ）

システムプラットフォーム

トータルメール
ソリューション

メールマーケティング

インターネット
広告配信履歴

ECカスタマーケア

Webサイトの
アクセスログ

ECやEメールの
利用・購入履歴

ECロジスティクス

（オンライン行動データ）

CRMサービス

LINEやチャットの
配信・応対履歴

プライベートDMP

デジタルプラットフォーム

AI活用、
顧客ID別の
購入確率予測＆配信

アプリ構築・改善・運用

グローバルECワンストップサービス
EC/モールマーケティング

トランスコスモス独自の
SaaS型CMS

One to One
マーケティング運用

デ ー タ の 分 析・活 用

デ ー タ の 集 積・統 合

ＤＥＣサービス

ナレッジマネジメント

テレマーケティング

SNS運用
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マーケティングリサーチ

ブランド企画・製品企画デザイン
新規事業企画

インバウンドサービス
運用状況を可視化し、
成果を最大化

継続する・勧める

（行動：Act）

EC戦略・運用／オムニチャネル戦略／
CRM戦略・運用

コトラーの｢5A｣の測定尺度を使用した
ロイヤルティマーケティングサービス

トータルマーケティング戦略サービス

SNS広告

調べる・比べる

（訴求：Appeal）

AI／BI等の分析ツール

／ Google ／ Yext
Google ／ Yahoo!／ LINE ／ Instagram ／ Facebook ／ Twitter ／ YouTube ／ TiｋTok ／ Amazon
Salesforce ／ KARTE ／ b→dash ／ Adobe ／ Oracle ／ Amazon ／ Google ／ TreasureData ／ Sprinklr ／ Shopify
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MS

統 合マー ケティング ソリューション

マーケティング
データ蓄 積

先端デジタルソリューションと専門運用ノウハウを結集し企業とお客様のあらゆる接点の顧客体験価値を向上させます。
マーケティング効果を最大化させるカスタマージャーニー実現を目指してデジタルマーケティング／EC／カスタマーケアを
すべてワンストップサポートします。

統合マーケティング活用

広告配信

マルチチャネル
one to one
マーケティング

スマートプロモーション
進化する広告メディアの配信ロジックに最適化させた広告運用で集客効率を高めます。
統合メディアマネジメント

アクセス
ログ

統合 成果計測

顧客の声からインサイト発掘・制作

広告成果を最大限に引き出すLPメソッド

誕生月にLINEで
割引クーポンが届く

その他 予 測 結 果

アクセスログ解析

ク リエイ ティブ 最 適 化

顧客データ管理

配信時期

コンテンツ管理

解約確率

ダッシュ ボード

購入確率

CXプラットフォーム

チャットで問い合わせ

電話で相談

● 商品購入への後押し
カートに入れた
商品の割引情報が
メールでお知らせ

マーケティング
オートメーション

● 商品購入
お店やECサイトで
商品を購入！

オムニチャネルカスタマーケア
お客様の問い合わせ利便性を高めながら、企業のサポートコストも削減します。
音声ｂｏｔ IVR

デジタル誘導

顧客満足度
ログ

QAマスタ

無人解決

ビジュアル
IVR

● 商品購入後のアクション

BEDORE

無人解決

デジタル誘導

※

SNS

API連携
プラットフォーム

低単価解決

有人chat

購入商品について
メールで問い合わせ

各種メディアやツール・DBとAPI連携

bｏｔ
お客様と双方向コミュニケーションを実現

coupon

ECサイトが商品を
探していたら
特別クーポンが届く

SNS
ログ

１to1
配信ログ

!

LINEで質問

会員登録確率

Ｗebサイトのユーザー利便性を高め、サイト来訪者の購入確率を 向上させます。

ＡＩ ／ 機 械 学 習 に よ る 予 測

Ｗebパーソナライズ
コンテンツSEO
リード獲得

SNSのタイムラインに
気になっていた
商品動画が流れる

● シーンに合わせていつでも問い合わせ

顧客
マスタ

DMPサービス

SNS

広告品質Hack

クリエイティブHack

購買
データ

● 商品購入のきっかけ

消費者の行動予測データをもとに
1to1マーケティングの効率を
最適化させます。

Adobe Advertising Cloud

統計学を用いて効率的に検証

利用シーン

SNS

購入商品をSNSに投稿
SNSでのつぶやきに
大好きなブランドから
メッセージが届く

難問解決

有人・bot のハイブリットで効果的な
コミュニケーションを実現

有人voice
Web行動履歴連携サービス

ソーシャルエンゲージメント

有人voice

応対
ログ
※OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
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アクイジションサービス
インターネット広告

インターネット広告・ソーシャルメディア・テレマーケティング・メール他、さまざまなチャネルからの効率的な
集客をプランニングします。リアル・デジタル双方のさまざまなデータを活用し、費用対効果の高いプロモー
ションを支援します。
サイト内回遊データ

Webプロモーションデータ

各種メディアからサイトへの送客

Webサイト

Google ／ Yahoo！

LINE ／Instagram

Facebook ／ Twitter

データウェアハウス

Amazon ／ Criteo

DWH

Yext

（Big Query など）

リアルデータ

データの管理／分析

Webフォーム

ソーシャルメディア広告
独自ツール×運用ノウハウ で
パフォーマンスを最大化

LINE広告で
マーケティング効果を最大化

ソーシャル広告の効果を最大化するために必要な３つの要素である訴求
開発(クリエイティブ)･運用改善･セグメント設計を弊社独自のメソッドと
ツールで支援し、パフォーマンスを最大化します。

LINE社との強固なパートナーシップでソーシャル広告専任チームが
LINE活用プロモーションをサポートします。

訴求開発

運用改善

自社サービスへのログイン連携やカスタマーサポートなど
CRM領域までを一気通貫でサービスを提供

アカウントの成果状況に応じた適切な施策を
自動でレコメンドする独自ツール

コンバージョンページ

コールデータ
購買データ

顧客の購買データをもとに統計予測モデルをAIを

Twitterの通常機能に加え、高精度なターゲティ
ングを用いた配信が可能

独自のPDCA高速化メソッド

サー チ広告
広告主のKPIに合わせたカスタマイズ性の高い
レポーティングを自動化することで、広告運用
PDCAの高速化を実現。連携できるメディア、計測
ツールの数は国内最大規模。

LINE株式会社、株式会社セールスフォース・ドットコム3社で transcosmos online
communications株式会社を設立
構築支援・システム開発などさまざまなサービスを提供

セグメント設定・配信

用いて算出し、顧客の 将来のLTV を予測、優良
顧客をリスト化／分析して広告配信。

各種広告データを統合管理する、独自開発した
マーケティングプラットフォーム。
広告成果の見える化と運用の効率化を実現。

アルゴリズム分析で導いた独自の運用メソッドで
LINE広告のパフォーマンスを最大化

大量のSNS投稿から自然言語解析AIを用いて
ユーザーインサイトを発掘し、根拠ある広告訴求
を創出する独自ツール

Google・Yahoo！ を始めとした主要媒体の広告
成果向上に必要な項目を網羅的に診断し、アカウ
ントのポテンシャル・弱点を明示。施策の立案や
プライオリティにリンクします。

クリエイティブ

O2 O

アルゴリズムへの最適解で
成果を最大化

デジタルとリアルをつなぐ
次世代プロモーション

独自メソッドにより
ECの売上を最大化

専任チームが主要メディアのアルゴリズムに
対して、AIを活用し日々研究。アカウント構成
や運用の最適解を発掘し、独自メソッドを用
いて成果を最大限に引き出します。

広告、チャット、SNS、アプリ開発、Web構築
など、さまざまなデジタル領域の顧客接点を
駆使して、ユーザーへの来店誘導・接客・購買
促進・ロイヤル化を支援します。

専任チームがAmazon広告を中心としたEC
プラットフォームのプロモーションを独自の
マーケティングソリューションにより最適化
します。

オンライン上の企業情報を
一 括 管 理し、正しい 情 報 を
ユーザーに発信

AI・機械学習による最適化や
運 用アクションの自動 化で
Amazonにおける売上最大
化をサポート

Googleの LPに対する
評価ポイント を解明し、
広告効果を最大限に
引き出すLPメソッド

動 画 ／Yo uTu b e
動画制作とプランニング双方の機能を融合したYouTube専任組織
制作とプランニングを融合した専任組織により、ブランディングから獲得まで目的に合わせた最適な
運用・制作を提案・実行します。また、専用の撮影機材を完備したスタジオを所有し、要望に応じた
品質の高い動画撮影をスピーディーに行います。配信後は独自の視線分析メソッド GAZEHACK
により視聴者のインサイトに基づいた改善プランを導出。制作のPDCAを高速に回します。

インフィード／ソーシャル
スマートフォン上での効果が高い反面、
クリック率の劣化が早いため、
インフィードに特化した体制を有するクリエイティブチームにて必要
本数を制作し、
細かな差し替え対応により高い効果の持続を実現します。

広告適正本数を算出し高速PDCA
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顧客の声からインサイトを発掘・制作

独自レポートで広告を高速改善

ディスプレイ広告
動画広告・DSP・インフィード広告などを中心に、
デバイスを越えて顧客接点を意識したメディア
戦略を立案。プログラマティックなメディアバイ
イングで配信面・ターゲットを最適化し、広告
効果を向上します。

ディスプレイ
各種広告クリエイティブに対して、心理学を用いた制作や統計学を
用いた検証、運用効率化など、当社独自開発をしたオリジナルのクリ
エイティブ運用サービスを提供します。

独自の評価項目でLPを設計・強化

統計学を用いた多変量テストが可能

統計学を用いて効率的に検証

E C マー ケティング

データフィード広告

アプリマーケティング

顧客／商品データを自動的に広告活用し、一人
ひとりに最適化されたマーケティングで効果を
最大化。Googleショッピング広告やFacebook
ダイナミック広告を中心とした商品情報／在庫
と連動した手法で、お客様企業の課題を解決へ
導きます。

インストール数向上・売上拡大など、お客様企業
の課題を解決する最適な手法を提案。広告プラン
ニングから運用、DMPを活用したユーザー分析
など、総合的なアプリマーケティング支援で収益
の最大化を実現します。

テレマーケティング

アウトバ ウンドコール
チャネル別の顧客情報とコンタクトセンターで収集したノウハウをもとに、
売上向上につながる最適な施策を、適切なお客様に、適切なタイミング
で、適切なチャネルを通して効果的なアウトバウンドを実施します。

セールスサ ポート
インバウンドセールス、アウトバウンドセールス、インサイドセールス
を組み合わせた多局面でコンタクトセンターをプロフィット化させる
サービスを提供します。
07

DX

デ ジタルエクスペリエンスサービ ス

お客様企業のニーズにあわせ最適なサービスを提供するために、ヒアリング、業務診断、各種事前調査、
国内外の豊富なデジタルマーケティングの知見を活かし、サービスの導入から運用、分析まで最適な進め方を
提案します。

サイト 構 築 ／運 用 サービ ス
年間600社を超える豊富な実績とノウハウをもとにお客様のビジネス要件に最適な導線設計、コンテンツの企画・制作を実施しCMSの選定から導入
含めて対応。お客様企業の業務に最適な体制を、オンサイト、ニアショア、オフショア、受託を組み合わせて構築し業務効率化とコスト削減を実現。

お客様企業課題解決のための3つの方針

天津

オンサイト／ニアショア体制

札幌
ソウル

2

1

売上貢献

コストと機能の最適化

ヒアリングに加え、
簡易業務診断を行うことにより
顧客売上の最大化に貢献

業務範囲設定・KPI 設定により
コストと機能のベストな
バランスをお客様と
協議の上決定

3

業務効率化とコスト最適化体制の実現にむけて、お客様先に常駐して業務を
対応するオンサイトと日本国内の地方拠点のニアショアを組み合わせ運用
体制を構築

東京

大阪

名古屋

福岡
沖縄

オフショア体制

顧客体験価値の向上
WebサイトとSNSの連動や
データ分析に基づくコンテンツ配信など
デジタルマーケティングを提供

ホーチミン

ジャカルタ

マニラ

受託制作拠点
オンサイト拠点

体制と機能例

多言語翻訳、制作、検証を国内拠点と連携し、コストを抑えた体制
海外拠点とのコミュニケーション、品質管理、制作、翻訳までをワンストップ
で提供し、多言語のグローバルサイトを運用

事前調査

お客様先に常駐、ニアショア・オフショアのそれぞれの特徴を生かし、お客様の
課題解決に最適な体制を構築します。

オンサイト

お客様企業課題解決ステップ
1. 業務診断／各種事前調査
●
●
●
●

業務プロセス調査・設計
運用業務調査
KPI・SLA策定
自社・他社分析

●
●
●

競合比較
顧客シナリオ分析
各種ガイドライン策定

●
●
●
●

3. 運用体制

サイト構築、各種コンテンツ運用
各種コミュニケーションプラットフォームの導入
LINE、Facebook、Twitter、Instagram運用
● マイグレーション対応
ソーシャルメディアプロモーション

オフショア
● ニアショア
● オンサイト
● ソーシャルメディアセンター
●

独 自 開 発 の デジタルプ ラットフォーム

CXプラットフォーム

豊富な知見と実績をもとに機能を強化

顧客データ管理

連携

プログラマー

コーダー

アクセスログ解析

LINEと各種チャネル/DB連携を
より柔軟に実現

「DEC CMS(デックシーエムエス)」
は、販売・導入実績豊な
SaaS型CMSです。お客様企業内のWebサイトやマーケティ
的なデジタルマーケティング施策を実現します。
■
●
●
●
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DEC CMS の特長
プラットフォームは、全世界で利用されているDrupalをベースとしたAcquia
マルチランゲージ、マルチサイトマネージメントでグローバル対応にも優位的
コールセンターやソーシャルメディアなどユーザーとのタッチポイントも全面サポート

One to Oneマーケティング運用サービス
オフラインデータ、オンラインデータを
シームレスに繋ぎ、顧客のステータスを
常に最新な状態で統合管理する仕組みの
構築をトータルサポート。効果的なデジタル
コミュニケーションツールの運用を実現

ブリッジディレクター
プログラマー

コーダー

運用センター

数多くのLINE公式アカウント導入・運用実績を活かし、これまで

LIN E向け統合サービス

設計からLINEスタンプ制作、LINE Beacon などの最適活用まで
お客様企業のKPI達成に向け、全面的にサポートします。さらに、

の予測に基づき、友だちごとに最適なメッセージを最適な時間帯に

ユーザーの利便性と満足度を向上施策として、LINEを活用した

配信することで、
メッセージの反応率を最大化します。

チャットbot / 有人チャットによるお問い合わせ対応も可能です。

LINE ID

配信履歴

各種MA・CRMチャットツールや外部データ

行動履歴

ベースとの連携にかかる工数を大幅に削減し
ます。そのため、商品・サービスの成長段階に
応じた施策が可能となります。

アカウント導入数100社以上の知見をもとにプランニング、配信

購入確率と配信推奨時間を予測することに成功。
「WHITE BASE」

「DEC Connect (デックコネクト) 」はAPIを
介する設計のため、LINEとSalesforceなどの

LINEに関するサービスをワンストップで提供

見えなかった友だちの過去の行動履歴を可視化し、友だちごとの

「 Acquia 」の機能を拡張し、開発した高効率、高機能
ングデータなどを一元管理し、企業として効果的かつ効率

各種サイト／コンテンツ運用

オフショア

ブリッジディレクター

AIを活用した成果報酬型ソリューション
「transcosmos WHITE BASE ®」

ダッシュボード
コンテンツ管理

ニアショア

業務設計担当者

ディレクター

LINE公式アカウントのメッセージ配信を最適化

Ｗｅｂサイトのユーザー利便性を高め、サイト来訪者の購入確率を向上
コンテンツSEO
リード獲得

相談

依頼

2. 提供サービス

QC
チーム

QCマネージャー

お客様担当者

Webサイトのパフォーマンスを高めるための重要な
ファクターを総合的に分析・レポーティングするカス
タマーエクスペリエンス分析／簡易コンサルティ
ングサービス

アンケート

設計力

運用力

アカウントの目的に合わせた
集客コンサルティングを行い、
最 適な方法での認 知獲 得を
支援します。

アカウント導入数100社以上の
知 見をもとに、設 計 〜 運 用 〜
PDCAの実施まで、LINEマーケ
ティング の 成 功をトータルサ
ポートします。

購入確率予測
ＤＬ数Ｎｏ．
１

開発力
トランスコスモスが独自開発
したAPI連携プラットフォーム
「DEC Connect（ デックコネ
クト）」
をハブとし、LINE効果の
最大化を目指す各種開発業務
にも対応しています。

使用回数
Ｎｏ．
１

配信時間推奨
平均ＤＬ数 Ａ社ＤＬ数

平均使用回数 Ａ社使用回数

ソーシャルメディアセンター

歴代No.1スポンサードスタンプ実績
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サポート&リテンションサービス

お客様の心理・行動が多角化し幅広いニーズに合わせたコンタクトセンターサービスがますます重要となって
います。従来の電話対応に加え、Webチャットやメッセージングアプリなどの活用、bot・AIなどの最新技術の
導入を行い、より利便性の高い戦略的コンタクトセンターの構築・運用を実現します。
オムニチャネル オプション

インフラ拡張 オプション

Amazon
Connect

(One to One コミュニケーション)

Webチャット

タブレット

電話
メール
ビジュアルIVR

メッセージングアプリ
Webチャット

電話

FAQ

マネジメント

音声bot
テキストbot
FAQ動画コンテンツ

自己 解 決 型サポート

ユーザー

AI
スピーカー

自動応答

品質／VOC管理
セキュリティ管理
レポート管理（CMS）
メッセンジャー
KPI管理
WFM
採用

ISO27001に準拠したセキュリティ体制・設備

●

プロフェッショナル人材育成

●

クラウドソリューション

●

オペレーター

ボイス対応
ノンボイス対応
多言語対応

CRM

感情認識
待ち時 間 表 示
音 声 認 識テキスト化
AIオートモニタリング

顧客管理
履歴管理
ナレッジ 管 理
FAQ
アンケート

: 2,068名
: 4,002名
: 417名
: 459名
: 60名
： 7名

自社プラットフォームとクラウドソリューションを融合することで、緊急
立ち上げ、繁閑の差が激しい案件にフレキシブルに対応します。

※2019年6月時点

大規模プラットフォーム

データセンター・各拠点の有事、障害発生を考慮し、BCP対策が
網羅されたプラットフォームでサービス提供をしています。
Main System

インフラ

23言語
●

SV認定者
LD認定者
証券外務員（1・2種）
生命保険募集人
家電アドバイザー
ファイナンシャルプランナー

スクリーンロガー
FAQレコメンド
会話タグ付け
会話要約
音声認識
感情認識
オペレーション
ダッシュボード

多言語対応

日本語・英語・韓国語・中国語・広東語・台湾語・インドネシア語・タイ語・スペイン語・ポルトガル語・ドイツ語・フランス語・
イタリア語・オランダ語・デンマーク語・ノルウェー語・スウェーデン語・ハンガリー語・ポーランド語・ロシア語・その他

東アジアを中心としたグローバル拠点

効率化／
品質 オプション

メッセージングアプリ
パソコン

24 時間 365日

Backup System

●

情報セキュリティ対策

プライバシーマークやISO27001の取得は
もとりより、ハードウエア／ソフトウエア両面
のさまざまな取り組みにより、お客様に安心
いただけるサービスの提供に努めています。

●

非接触型ＩＣカード・指静脈認証システムによる入退出チェック

FAQサイト

効率化

CRM コンタクトセンタープラットフォーム

共有部分とオペレーションルームの入室権限をICカードに
設定しています。また、身体的特徴により判別する、虹彩に
次いでセキュリティが高い指静脈認証システムを順次導入
しています。

拠点D
※

監視カメラ
センター内の出入り口や内部、サーバールームには監視
カメラを設置し、24時間映像記録を保存しています。

ノンボイスコミュニケーションシステム
拠点A

音声AI-botサービス
Webアクセス状況やコール問い
合わせ状況の判断を踏まえ、
適切なチャネル設計で構築・運用

チャットサポート
WebチャットやLINEなど
メッセージングアプリの活用

簡単なお問い合わせや定型対応は自己解決
による解決を促進し、運用の最適化を実現
します。複雑なお問い合わせは、応対内容を
記録の上コミュニケーターへ引き継ぎ、
コールバックやSMSによるノンボイス誘導
をし、人手不足を解消していくための運用を
実現します。
短期間でシステム構築も行えるため災害
時のBCP対応へも有効です。

テキストチャットを利用した顧客コミュニ
ケーションで、効率的かつ個客に快適な
サポート体験、購入体験を提供します。ｂot
による自動対応に加え、有人対応が必要な
場面ではコミュニケーターが対応すること
で、運用の効率化を実現します。

JQA-IM0223

入退室の制限／履歴管理

音声AI-bot
ウェアラブル端末

※2020年3月末時点

●

Digital Contact Center

人によるサポート

スマホ

※一部センターに限る

札幌、横浜、宮崎、福岡、那覇にて対応

ビジュアルIVR
音声認識IVR
AIスマートルーティング 音声チャットボット

柔軟な対応

国内最大 規模 32拠点 18,470席
稼働センター

iMessage

コール／メール／チャット／LINE／SNS etc…

国 内 最 大 規 模 のサービ ス体 制

Web行動履歴連携サービス

拠点B

拠点C

音声・感情認識ソリューション

緊急事態発生時に備えた
コンタクトセンター運営

スマートフォンからのお問い合わせ時に、お客様の
Web閲覧履歴やエラーコードをコミュニケーター
へ連携し、お客様の状況をくみ取った応対や、
ニーズに合ったアップセル・クロスセルの提案を
実現します。

FAQコンテンツ制作・運用
ログ分析に基づいたFAQサイト
構築・運用、コンテンツ制作を実施
ログ分析に基づいたFAQサイト構築・運用、コン
テンツ制作を実施します。
独自指標であるコンテンツカバー率から、作成
して公開すべきFAQやコンテンツを抽出し、デジ
タルチャネルにおける情報提供を最適化します。

BCP対策

BCP (Business Continuity Plan) の観点から
複数センターに業務を分散したいという要望に
お応えし、テレワーク・ニアショア・オフショアセン
ターの活用によるコスト最適化や、雇用創出を
通じて地域社会の活性化・発展にも貢献します。

transpeechは、お客様企業のコンタクト
センターにおける課題を解決する音声認識
ソリューションです。
トランスコスモスが長年培ってきたコンタ
クトセンター運用ノウハウに音声・感情認識
システムを組み合わせることで、リスクの
回避・品質の改善・コストの削減といった
さまざまな運用上の課題を解決します。

フィールドプロモーション
コールと連携した顧客との関係値構築
により離脱抑止と売上拡大に貢献
ラウンダースタッフが顧客に対してリテン
ション活動による関係値構築を実施します。
データを活用し、離脱防止だけでなく、アップ
セル・クロスセルと売上拡大を図ります。

緊急コンタクトセンター
短期間で専用センターを開設
「リコール」
「 顧客情報漏えい」などの緊急事態
発生時に短期間で専用コールセンターを開設し、
回線や応対スクリプトなどの緊急対応に必要な
基本パッケージを提供します。

トランスコスモスフィールドマーケティング株式会社は、
トランスコスモスの100％出資の子会社として、特に店頭、
キャンペーンのブースなどを中心としたフィールドサービス
を事業ドメインとし、人材派遣、人材紹介から業務受託
まで幅広いサービスを多角的に事業展開しています。

※OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
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EC

グ ローバルECワンストップサービ ス

ECサイト構築・運用、フルフィルメント(入荷・ピッキング・梱包・出荷)、カスタマーケア、Webプロモーション、
分析などのオペレーションや、弊社のEC販売チャネルを活用した商品販売までを、お客様のニーズに合わせて
ワンストップでサービスを提供します。
撮影エリア

グ ロ ーバ ル E Cワンストップ サービ ス（ 日 本 市 場 向 け）
市場調査・分析からECサイト構築・運用、Webプロモーション、
フルフィルメントまでの業務をワンストップでサービス提供する
だけでなく、
「日本直販」や「藤巻百貨店」などトランスコスモスのECチャネルを通じお客様企業の商品を販売します。

ECモール・自社のECサイトで販売

ECサイト構築・運用エリア
調査・分析エリア
カスタマーケアエリア

ECワンストップサービス
ECワンストップサービスはお客様企業のEC事業スキームを構築、運用までフルパッケージで支援させて頂く
サービスです。売上拡大と業務効率化の両軸を網羅した6つのサービスファンクションにより構成されています。

商品仕分け・保管エリア
Webプロモーションエリア

配送・顧客サポート
ピッキング・梱包エリア

サイト構築・集客

フルフィルメント

受発注・在庫管理エリア

調査分析・戦略立案

ギフト加工
エリア

商品入荷
商品受領エリア

返品商品
保管エリア

商品出荷

商品採寸
エリア

出荷エリア

売上拡大

transcosm os eCo m m e rce H U B

国内・海外 EC モール連携

Store Front System

ストアフロントシステム

Call Tracking System

Amazon※

コールトラッキングシステム
※Amazonは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です

CXプラットフォーム

チャットbot
プラットフォーム連携

Marketing Automation
System
電子チケット規格連携

メールマーケティング
エンジン連携

オーダーマネジメント
システム

展開国・地域

アクティブストア数

流通総額

175カ国 100万 17兆円

99.98％
アップタイム

10,149/ 分
オーダー処理

1

「Shopify」導入支援

トランスコスモスは「Shopify」の販売
パートナーおよび開発パートナーと
してさまざまな案件に対応しています。
お客様の課題解決に向けて、現状分析
から要件定義、システム開発までを
トータルでご支援いたします。

2

構築期間と
コストの削減

一般的にカスタマイズや追加開発の
度に、またはトラフィックが増える度
に多くのコストが掛かるECサイトで
すが、
「Shopify」を導入することに
より大幅なコスト削減と構築期間の
短縮を実現します。

3

Unlimited

トランザクション

LV1

PCI DSS対応

ワンストップで
提供

サイト構築から運営、ロジスティクス
運用、マーケティング、コンタクトセン
ターまで、EC 事 業 者の業 務をワン
ストップで支援。さらに大手ECマー
ケットプレイスでのサイト運用や代理
販売まで提供します。

トランスコスモスのECサイトで販売

決済システム連携

ストアフロント連携

BI・分析ツール連携
国内・海外配送会社システム連携

Process Management
System

EC業務工程管 理
システム

Digital Apply System

店舗電子申込書システム
ヤマト運輸
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Order Management System

マルチチャネル販売に対応した世界最大のクラウド基盤のECプラットフォーム

消費者

トランスコスモス・イーコマースハブは、当社がお客様企業に提供してきた50年にわたるITアウトソーシングの
オペレーショナル・エクセレンスが凝縮された統合型ECプラットフォームです。
EC事業に必要な全てのシステムをシームレスに統合し、リアルタイムに連携。
さらに、物流・決済・広告などのさまざまな周辺サ−ビスとも密接に連携することでお客様企業の多様なニーズに
柔軟にお応えします。

ECサイト・システム

カスタマーケア

お客様企業の商品

統 合 型E Cプ ラットフォーム

ECプロモーション

＆

ECワンストップセンター北柏（日本）

ワンストップセンターに各EC運用機能を集約することで、運用相互間でのシームレスなコミュニケーションを実現、
『 オペレーショナル･エクセ
レンス』を向上します。急激に変化するマーケットにおけるお客様企業の売上拡大に向けて、
『リアルタイムマーケティング』の実践による販売･
マーケティングの効率化と消費者視点でのスピーディーな運用改善により、
『 カスタマー･エクスペリエンス』を最大化します。

マーケティング
オートメーション
システム

業務効率化

事務局・受発注

Warehouse Management System

ウェアハウスマネジメントシステム

www.666-666.jp

fujimaki-select.com

テレビ・ラジオ・新 聞、カタログの 総 合 通 販
サイト。1,000万人の会員に対し、お客様企業の
商品を通販、EC販売

日本をテーマにした魅力ある商品、商品にまつ
わるストーリーや職 人のこだわりを大切に、
生活が豊かになる一品を販売
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AI

AI・データドリブン コミュニケーションサービス

さまざまなチャネルのデータを統合し、AI･BIと連携する「仕組み」を活用して、ターゲット層に絞った広告･
メッセージ配信の最適化やKPI管理の見える化など、AI･データに基づく統合コミュニケーションの「運用」
サービスや、それを担う人材の育成支援・研修サービスを提供します。
あらゆるコンタクトチャネルで収集・蓄積したデータを統合し、機械学習やMIツールなどで分析
結果を開花。広告配信やMAツールなどの外部システムとの円滑な連携を支援するトランスコスモス
独自のプライベートDMPサービス。
DECodeにデータ投入
トランスコスモスのDMP「DECode」に
お客様の運用業務で蓄積したデータを投入

DataRobotで予測

OM

生活者と店舗・商品をつなぐプラットフォーム

Gotcha!mall（ガッチャモール）

生活者と店舗・商品を、テクノロジーの力でマッチングし、スマホから店舗へ誘導、
お買い物やお食事を促進するモール型プラットフォームです。

プッシュ型

従来広告の
アプローチ

運用現場に実装・活用

「DECode」のデータを把握し
DataRobotで予測スコアを算出

オムニチャネル統合プラットフォーム

AI

生活者

ブランド

独自のアルゴリズムによる
個々の生活者に応じた
買い物の動機付け

＆

テクノロジーによるマッチング

プル型
のアプローチ

店舗

能動的な接触習慣

マーケティングやCRMの業務システムに
予測スコアを読み込み収益を最大化

売上創出

小売り企業における導入期待効果

送客

（回遊・流入）

客単価
買上点数

顧客育成
「売上・利益連動」の成果報酬モデル

Algorithm Platform for Shopping

能動的でGotcha!な買い物体験

初期費用、月額固定費は不要。
経済合理性のある計測的なプロモーションが可能です。

FOOD

AIで確度の高い
セグメントを予測し
ターゲティング

SALE

AI、独自アルゴリズムで、

SALE

広告/CRM施策

新規顧客の獲得

ネット広告配信の最適化
メッセージ配信の最適化
● チャットによる自動対応
●…
●

24H

●

公式Webサイト（PC）

BIダッシュボード

チャット

SE

KPIレポートの自動化
品質管理アラート機能
● ターゲットリスト抽出
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電話

機械学習用AI・自動化ツール

Celonisによる
カスタマージャーニー診断サービス

DataRobot

AIが自動的にさまざまなアルゴリズムを取捨選択
し、最適な予測モデルを自動で構築・実装する
ことで、業務効率化とコスト削減を実現します。分析
結果の解釈支援機能も充実しており、API連携
などによるシステム実装も容易です。
ドラッグ＆ドロップで
データアップロード

ボタン１つで
高精度モデルを作成

たくさんのお店から
ガッチャを選択

作成モデルを
すぐに業務へ実装

プロセスマイニング最大手の「Celonis」を活用し、
カスタマージャーニーやチャットシナリオの分析や
モニタリングを実施。PoC形式でのカスタマー
ジャーニー診断サービスや、Celonisの導入支援・
コンサルティングを提供します。

Celonis紹介・
デモ・
課題ヒアリング １次提案

カスタムデモ・
2次提案

PoC

年間
ライセンス
導入決定

無料コイン１枚で
ガッチャを1回
まわします

ガッチャの
アニメーションが
流れて……

顧客の閲覧履歴や購買履歴から購入確率と配信推奨時間を予測する
ことで、ターゲットリストやKPIの管理業務を効率化しつつ、友だちごと
に最適なメッセージを最適な時間帯に配信し、反応率とROIを最大化
します。
買う確率 高

購入確率予測
過去の購買実績データから
友だち毎に予測

配信時間推奨
過去の行動時刻から
友だち毎に算出
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LINEの有効友だち

買う確率 中

店頭オペレーション軽減やキャンペーン参加促進など、
店頭販促のさまざまな課題を解決するソリューションです。

自社ブランドサイト、検索エンジン、
マップ、SNSなどの、
あらゆるデジタルサービス上で正確な情報発信を可能
にするクラウドプラットフォームを提供します。

LINEセールスプロモーション

Yext（イエクスト）

導入・運用
サポート

会話を科学するＡＩ研究所
「コミュニケーションサイエンスラボ」

認知拡大施策

LINEオープンキャンペーンアンケート型
●

Yextで管理する店舗・拠点の情報は
世界150以上のパブリッシャーに正確
かつ迅速に届けます。

ローカル検索での表示増加（MEO
効果）やインバウンドユーザーへの
露出増加を行ないます。

デジタル景品

LINEポイントインセンティブ

●

テクノロジーパートナー商品

LINEパートナーパッケージ
電話や経路検索などのユーザーアクションが増加し、来店客の増加が見込めます。

マシンラーニング･ソリューション社や大学･研究機関と連携し、マーケティング
コミュニケーションのデジタル化・AI化に関するオープンイノベーションを推進
しています。｢消費者と企業のコミュニケーション実態調査｣、コールセンターの
音声ログから応対品質を自動判定するAIの開発、広告コピー自動生成ツール
｢AIコピーライター言葉 匠｣の共同研究など、独自の社会調査や機械学習／
NLP関連の研究を実施しています。

休眠

Gotcha!mall プラットフォームを活用した、商品訴求
キャンペーンや、小売り企業の店舗連携したキャンペーン
展開が可能です。

検索のためのプラットフォーム

●

transcosmos WHITE BASE®

店舗でご利用

店頭販促ソリューション

DataRobot

LINEメッセージ配信を最適化するAI成果予測システム

クーポンGET!!
お店にGO!!

ライブ体験の全てを電子化するウェブプラットフォーム

MOALA（モアラ）

負担なく導入できる電子チケット「Quick Ticket」を起点に、ライブ体験に関わるあらゆるサービスを
電子化することでライブをもっとおもしろくする、コネクテッドスタジアムプラットフォームです。
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transcosmos service network
国内

66拠点

30の国と地域・168拠点

北海道エリア

コンタクトセンター

33拠点 18,740席
ビジネスプロセスアウトソーシング 26拠点 7,490席
デジタルマーケティング
9拠点
ECワンストップ
2拠点

コンタクトセンター
6拠点 3,630席
ビジネスプロセスアウトソーシング 6拠点 1,680席
デジタルマーケティング
3拠点

札幌

※複数サービスを提供する拠点含む

沖縄エリア
コンタクトセンター
5拠点 3,950席
ビジネスプロセスアウトソーシング 4拠点
830席
デジタルマーケティング
2拠点

うるま
那覇

コンタクトセンター
5拠点 2,260席
ビジネスプロセスアウトソーシング 1拠点
130席
デジタルマーケティング
1拠点

仙台

中・西日本エリア
コンタクトセンター
5拠点 2,370席
ビジネスプロセスアウトソーシング 6拠点
980席

川口

九州エリア
コンタクトセンター
ビジネスプロセスアウトソーシング
デジタルマーケティング
ECワンストップ

5拠点 2,460席
6拠点 2,640席
2拠点
1拠点
福岡

神戸

京都

名古屋

東京

市川

横浜

首都圏エリア

大阪

佐世保

長崎

東北エリア

青森

沖縄

和歌山

大分

熊本

コンタクトセンター
ビジネスプロセスアウトソーシング
デジタルマーケティング
ECワンストップ

7拠点 4,010席
5拠点 1,230席
1拠点
1拠点

宮崎

海外 29の国と地域・102拠点
コンタクトセンター

45拠点 16,750席
28拠点
19拠点
37拠点
10拠点

ビジネスプロセスアウトソーシング

デジタルマーケティング
ECワンストップ
システム開発

アジア

NORWAY

コンタクトセンター
5拠点
デジタルマーケティング 4拠点
ECワンストップ
11拠点

690席

SWEDEN
FINLAND
ESTONIA
POLAND
UKRAINE

UK

北米・南米 17拠点

36拠点 15,520席
ビジネスプロセスアウトソーシング 24拠点
デジタルマーケティング
15拠点
ECワンストップ
12拠点
システム開発
10拠点

※複数サービスを提供する拠点含む

DENMARK
BELGIUM

66拠点

コンタクトセンター

CANADA

CHINA

HUNGARY
BULGARIA
UAE

INDIA
MALAYSIA
SINGAPORE
INDONESIA

U.S.
SOUTH KOREA
TAIWAN
PHILIPPINES
VIETNAM
THAILAND

MEXICO
COLOMBIA

BRAZIL

SOUTH AFRICA

ARGENTINA

ヨーロッパ 他

19拠点

コンタクトセンター
4拠点
ビジネスプロセスアウトソーシング 4拠点
ECワンストップ
14拠点

540席

2021年9月現在

お問い
合わせ
トランスコスモス株式会社

0120-120-364

9:00〜18:00
［土･日･祝日を除く］

g̲sales@trans-cosmos.co.jp

www.trans-cosmos.co.jp

※この他にもさまざまなサービスを提供しております。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にご相談ください。※サービスの価格の詳細については各営業担当にお問い
合わせください。※トランスコスモスは、
トランスコスモス株式会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。※その他、
本文中に記載されている社名、
製品・
サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

2021.09-01

