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PUSH POSSIBLE™ 

あなたのお客様のために
一般論としてのエクスペリエンスではなく、個々の 

顧客ごとに最適なエクスペリエンスを 
提供しましょう。

顧客が求めるエクスペリエンスは、個々の性格に違いがあるよう
に千差万別です。顧客にとっての素晴らしいエクスペリエンスとは、
ハイタッチセールスを通じて感じるブランドに対する親近感では
ないでしょうか。店舗スタッフから、過去の購入履歴に基づいて
自分の嗜好にあった商品を推奨されたら、その顧客の購買率は
高くなるでしょう。

あるいは利便性を求める顧客に対し、スタッフがそのお手伝い
をしてあげることが出来たら、リピーターとして何度も利用してく
れるでしょう。顧客にサービスを提供する為には、実店舗、オン
ライン、またモバイルがシームレスに統合され、当日集荷から宅
配まで幅広いフルフィルメントオプションがある演出力の高いアプ
ローチが必要です。また店舗に入ったら出来るだけ買い物を早く
済ませたいと考えている顧客や、支払いの長い行列に嫌気をさし
て購買をあきらめてしまう顧客を忘れてはいけません。

Manhattan Active Omni スイートは、世界で初めてオムニチャネ
ル向けに作られ、カスタマーエクスペリエンスを届けるために構築
されました。クラウドネイティブで誕生した

Manhattan Active Omni は、総合的なソリューションとサービス
のポートフォリオで、常に最新でいつでも拡張することが可能で
す。Manhattan Active Omni で販売チャネル間の境界を取り去
ることが可能になります。機能はすべてのユーザが、いつでもど
こからでも、１つのアプリケーションから利用できます。Android

タブレットから、リアルタイムに店舗の動きを把握することも可
能です。コンタクトセンターの担当者が、Windows デスクトップ
で Twitter 情報から顧客とのエンゲージメント・チャンスをモニタ
リングすることも可能です。iOS デバイスで店舗受け取り顧客への
クロスセルや会計処理をを行いたければそれも可能です。

Manhattan Active Omni は、本社、コンタクトセンター、あるい
は店舗でも、オムニチャネル業務のあらゆる側面からチームへの
指示を行います。販売チャネルを問わず、ケース管理、ソーシャ
ルリスニング、コミュニケーション機能を使って、顧客や取引に
関する総合的なビューを共有することができます。企業全体の在
庫可視性や可用在庫管理のためのツールが用意されており、全て
の顧客の満足度を向上させ、リピート購入していただけるように
します。POS、クライアンテリング、フルフィルメントアクションと
いった店舗機能は、モバイルアプリでも Web ブラウザからでも
利用可能です。マンハッタンの Omni ソリューションはクラウドネ
イティブのため、リリースされた最新機能をすぐにお使いいただ
くことが出来ます。またピークシーズンにおいても、自動拡張機
能によりオーバーフローによるシステム停止を回避でき、安定した
ビジネスを継続することができます。
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「�マンハッタンが大規模で革新的なオムニチャネル小売業者と複数の�
地域で成功している事実は、当社の選出プロセスに決定的に重要な�
意味がありました。Enterprise Order Managementソリューションは、
当社のオムニチャンネル運用の中核となるでしょう。そしてコマースの�
至る所で変化を促進し、顧客の生涯価値を高めてくれるでしょう。」

– ラコステ社
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MANHATTAN ACTIVE™ OMNI

現代の小売業者に向けた設計
Manhattan�Active�Omniはこれまで小売業界に提供された発注プラットフォームの中で技術的に�
最も進化したソリューションです。顧客はエクスペリエンス、価格、そしてスピードを優先しているため、�
そういったもののほとんどが誕生する前に設計された技術に企業はリスクを冒して出資すべきでありません。

オムニチャネル・プロミスを提供して利益を 
上げていくために、クラウドネイティブで 
スケーラブルでなくてはならないなど、
小売の方法は変化しています。B2B から B2C、そして B2B2C に至
るまで、各企業は対応に追われています。ほぼ全ての注文にデジ
タル処理が関係し、配送は迅速で無料でなければならず、また店
舗はカスタマーセールスとサポートは勿論のこと、フルフィルメン
ト機能も提供する必要があります。モバイルはもはやチャネルで
はなく、すべてのチャネルで主要なエンゲージメントプラットフォー
ムです。顧客へのオムニチャネル・プロミスをサポートする能力、
またそれを利益に繋げるようにする能力は、一流の小売業者にお
いて当然のことのように最重要項目に挙げられています。

しかし小売業者がカスタマープロミスを遂行するために必要で、
統合型コマース向けに設計されたソリューションはほとんどあり
ませんでした。事実、ほとんどが 4 ～ 5 カ所の物流センターか
ら出荷していた頃に設計されたもので、すでに対応に苦慮するよ
うな前世紀なものです。そのような設計のものは、扱いにくいモ
ノリシックデータ構造を採用しており、展開や拡張する為のアッ
プデートに大がかりなサポートを必要とします。インターフェイス
は反応が悪く、もしくは一貫性がなく、その多くはクラウドの思
想が生まれる前に設計されています。Manhattan Active Omni ソ
リューションは、

マイクロサービスで完全に設計されたクラウドネイティブで、過去
四半世紀の分散型コマースの最良の設計とプロセス学習を取り入
れ、それらを単一のアプリケーションプラットフォームとして提供
しています。パワフルで現代的、そして拡張性のある Manhattan 
Active Omni は、オムニチャネル小売業者の要求に応えるために
設計されました。

マンハッタンは、あなたのために革新のリスクを減らすソリュー
ションを提供できるよう絶え間なく取り組んでいます。なぜ年間
で 5 カ月間もシステムを凍結させる必要があるのでしょうか？な
ぜ繁忙期のボリュームに対応するために何百回にも及ぶシステ
ムテストに時間を費やさなければならないのでしょうか？なぜ同
じ情報を得るために、異なるチャネルあるいは購入過程という
だけで、複数システムを使用しなくてはならないのでしょうか？
Manhattan Active Omni があればその必要はありません。

Manhattan Active Omni はこれまで小売業界に提供された発注
プラットフォームの中で技術的に最も進化したソリューションです。
顧客の優先順位ががエクスペリエンス、価格、スピードに移行
する中、その様な概念が生まれる前に設計された古いテクノロ
ジーに、投資するリスクを企業は冒すべきではありません。

想像し得るあらゆるエクスペリエンスを提供
店舗でショッピングしている人から、モバイルでショッピングを
行っている消費者まで、Manhattan Active Omni ソリューション
スイートは Push Possible™ を可能にし、買い物客に「個々のエク
スペリエンス」を提供できます。
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ソリューション・コンポーネント

ORDER MANAGEMENT
Manhattan Active™ Omni は、コールセンター、デジタルコマース、
オンライン・マーケットプレイス、物流センター、店舗、直送業者、
リセーラーなど、チャネルに関わらず顧客取引全般に関わる入出
荷を管理する機能を提供します。小売業者は、クレジットカード
の不正使用チェックから支払いの決済、および購入品の配送に至
るまで、顧客の注文ライフサイクルを完全にエンドツーエンドで管
理するために Enterprise Order Management をご利用いただけ
ます。Enterprise Order Management は、顧客とそのトランザク
ションに対して、作成、相互作用、読み込み、反応する全てのシ
ステムが相互に接続されます。注文に関わる全てのことにおいて
唯一のソースを提供します。デジタルコマースシステム、顧客、コー
ルセンタースタッフ、フルフィルメントリーダー、また店舗従業員
に対し、トランザクションとグローバル在庫のリアルタイム・ビュー
を表示します。全てのチャネル、ブランド、地域において、顧客
の注文記録を単一システムに纏めることで、オムニチャネル能力
やカスタマーエクスペリエンスを大きく改善することができます。

「�当社のオムニ戦略を実行する上で、�
製品フルフィルメント能力は重要です。
ManhattanのOMSにより製品�
在庫の可視性が拡張され、製品配送を
非常に効率良くかつ効果的に顧客に�
配達することができています。」�
 
– PETSMART

特徴 + 機能
オーケストレーション
– あらゆるチャネルからの注文を単一ソースでサポート　
– 単一アーキテクチャで複雑さとコストを削減　
– 輸送中のオーダに対する MACD（移動、追加、変更、または 

削除）
– 問題をプロアクティブに解決するために特定のマイルストンを追跡
– 注文ライフサイクルプロセス中のすべての変更に対する監査　
– 複数のブランド、国、通貨のサポートを提供 
– チャネルを跨る全てのオーダの支払いライフサイクル管理

フルフィルメント
– BOPIS（オンラインで購入＆店舗でピックアップ）、BORIS（オン

ラインで購入＆店舗へ返品）、宅配、店舗配送、店舗からの配
送をサポート 

– 同一オーダ内で、宅配、店舗ピックアップ、店舗からの出荷、
同日配送といったあらゆるフルフィルメントをサポート　

– すべてのチャネルからの返品対応および自動返金を実現　
– 適切な処理コードをベースに在庫調整を行い企業在庫レベルを

管理

相互運用性
– レガシー受注システムを活用することで、既存資産の有効活用

をしつつ、顧客注文をシングルビューで管理。
– REST サービスを通じて、顧客購買履歴検索、取り置き、クロ

スチャネル返品 / 交換といった機能を実現
– サードパーティの税計算アプリケーションとの連携による計算

結果の事前取り込み　
– サードパーティのゲートウェイとの連携による支払いプロセスの

事前取り込み
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オムニチャネルの中の「オムニ」
これまでになかった最新式の注文オーケストレーションと 
最適化ソリューション

買い物客の期待に応えるためには、すべてのチャネルを通じて、注文をキャプチャーする
ことから返品を受け入れることまで、統一されたアプローチが必要です。顧客は小売業
者の能力に合わせてショッピングの方法を変える必要があってはなりません。

Manhattan Enterprise Order Management があれば、小売業者は顧客の取引の完全
な指示とコントロール、在庫の可視性と可用性、また注文オーケストレーションを企業全
体で、すべてリアルタイムで獲得できます。また、小売業者は各フルフィルメントオプショ
ンを比較し、同時に製品パフォーマンス、地域的な影響、財務費用、運用コストおよび
顧客満足の影響を考慮して、カスタマープロミスを果たすために最も有利なオプションを
常に選択しています。

小売業者がカスタマープロミスを遂行するために使用する最も注文が多いプラットフォー
ムは、4、5 カ所の物流センターからの配送は複雑と捉えられた頃に作られた、前世紀か
ら持ち越された設計です。そういった設計は扱いにくく、モノリシックデータ構造を採用
しており、設定展開や拡張アップデートにも大がかりなマニュアルサポートを必要としま
す。インターフェイスは反応が悪く、また一貫性がなく、その多くはクラウド構想がおぼ
ろげに出てきた頃に設計されています。

Manhattan Enterprise Order Management は、小売業者に必要なツールを幅広い展開
モデルの中で提供します。このツールにより、敏捷性のある力強い、完全に最適化された、
しかもコラボレーション型の組織を、現代のショッピングの現実に合わせて構築します。
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エンタープライズ在庫と AVAILABLE 
TO COMMERCE（可用在庫）
オーダフルフィルメントにおいて、小売業者はグローバルネット
ワークの在庫可用性を見定めることから始めなくてはなりませ
ん。見えないものを販売することはできませんが、見えるものだ
けを販売するのも最良ではありません。在庫ビューは動的で、必
要としているものだけでなく、どこで探しているのか、誰が探し
ているのか、

いつ必要としているのか、合わせて何が必要なのか等にも対応す
べきです。様々な制約を考慮した可用在庫を表示することで、地
域、個々の店舗、特定顧客など、いかなるタイプのセグメントに
対しても、信頼できる在庫情報を提供することが可能になります。
このようなパーソナライズされた在庫ビューにより、顧客ショッピ
ングの全工程において、エクスペクテーションの設定に一貫性を
もたせます。

しかしオムニチャネル化を推進している小売業者にとっては、適
切な在庫を適切な顧客に表示するだけで終わりではありません。
カスタマープロミスに応え利益を最大化するためには、インテリ
ジェントな最適化、ディスカウントと在庫切れの発生の抑制、店
舗でのスタッフィングやフルフィルメント・キャパシティの最大化、
顧客への納期順守が求められます。

Enterprise Inventoryは、企業内の全フルフィルメントロケーショ
ンの移動中、発注済、サードパーティ所有 / 引当済みの在庫に関
するリアルタイムビューを提供します。フルフィルメントネットワー
ク全体のグローバル在庫データを統合することで、小売業者は
全てのチャンネルを通して販売機会を最大限にすることができま
す。ネットワークのどこにどの商品があるのか、いつでも把握で
きるようにしましょう。

特徴 + 機能
– 物流センターや店舗、サプライヤにおける、手持在庫、移動中

在庫、発注済（将来）在庫をリアルタイムにすべて表示 
– 不良品、破損、あるいはその他を含むすべての在庫の処理　
– 店舗在庫をバックルーム、フロアー、その他に区分け 
– 標準イベントを利用した在庫イベントの公開、ネットワーク上の

在庫ポジションおよびリアルタイムでの外部アプリケーションと
の同期

– 物流センターでの単一在庫プールと複数チャネル横串での論理
在庫管理　

– チャネル全体で統一された 1 種類の注文書を使用
– 手持在庫や移動中在庫をチャネルまたは使用形態別に管理

Available to Commerce は、Enterprise Inventory を補完する
高度な制約ルール設定エンジンです。小売業者が素早くビューの
定義や再設定が行え、適切な在庫を適切な顧客にマッチングで
きるようにします。この動的なビューは同時に要因を考慮するこ
とができます。例えば、物流、財務、店舗運営、およびその他ユー
ザー定義の特性などを考慮しながら、在庫の可視性を真の可用
性にリアルタイムで変えることができます。

特徴 + 機能
– 販売チャンネル、小売ブランド、配送方法、季節性、店舗キャ

パシティ/ 機能、在庫へのアクセスし易さ、在庫処分、在庫表
示ルール、安全在庫レベルなどに基づき、在庫可用性に関する
ルールを確立 

– フルフィルメント実施不可状態や店舗での作業負荷などの運営
上の制約に至るまで可用性を管理 

– REST ベースの API を通じて在庫ビューの変更が可能 
– リアルタイムの可用在庫のアップデートを全チャネルに提供　
– 来店客を失望させないための店舗での在庫プロテクション戦略　
– 任意のチャンネルにおける注文の予約と発送日の指定
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ADAPTIVE NETWORK  
フルフィルメント
在庫とフルフィルメントのプランニング・プロセスは、100 年以上
も同じ方法がとられてきました。熟練のフルフィルメントのプロが
培った長年の経験と深い洞察が、科学を磨き上げられたアートと
いうべきところまで高めてきました。

ただしこれは今までのお話です。

過去 5 年で、迅速かつ無料の配達という消費者の要求、フルフィ
ルメントアクティビティを行うロケーションとして店舗ネットワーク
が使える状態にあること、またマージンへのプレッシャーが、か
つての知識のほとんどを退廃させています。

小売業者はオムニチャネルイニシアチブで対応しており、統合物
流を追求している小売業者にとっては、適切な在庫を適切な顧
客に提供するだけでは話は終わりません。マークダウンや在庫切
れを最小限に抑えるためには、返品在庫の最大活用を行いつつ、
店舗パフォーマンス実績や現在のトラフィック、リソースへの負荷
などとのバランスを 考慮する必要があるため、人力だけでは出
来ないリアルタイムのインテリジェント最適化が必要です。

Adaptive Netowork Fulfillment（ANF）はインテリジェントな最
適化を用いて、フルフィルメント、輸送、店舗、および顧客に
至る様々な場所で多くのパラメータをリアルタイムに評価し、店
内のショッピング体験や店舗スタッフへの影響を最小限に抑え
つつ、デジタルによるオーダのマージンと収益性を最大限まで 
伸ばします。

Adaptive Netowork Fulfillment はオムニチャネル小売業者に
とって在庫パズルの最後の 1 ピースです。実現可能な約束を顧
客に対して行うために、グローバル在庫の可視性と動的な可用性
ビューにより最適化されたソーシングを付加します。

また、店舗はオムニチャネル小売業者のフルフィルメントネット
ワークの中で最も重要なコンポーネントのひとつとなりますが、
フルフィルメントを行うための物流センターとは対照にある店舗
を使用する複雑さと違いを調和させる必要があります。店舗では
追加の考慮事項、例えば従業員の負荷、店舗内のトラフィック、
および在庫レベルなどの過去の実績などの評価が必要です。フル
フィルメントのための店舗活用を最適化することで、

顧客との近さを利用した配達時間のスピードアップや、利益性と
サービスコミットメントを向上するために、最も有利な在庫利用方
法が活用できます。セール、プロモーション、その他の繁忙期に
はフルフィルメント・キャパシティを拡大することができ、また過
剰在庫 / 値下げ在庫を積極活用することで利幅を拡大できます。
実際に、しっかりとした供給レベルにある店舗を活用することで、
製品が物流センターになくても近隣の店舗から出荷が行え、販売
機会損失をなくし顧客満足度を向上させ、小売業者はマークダウ
ンやベンダー返品のリスク抑制というベネフィットを享受できます。
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特徴 + 機能

最適化
– サービスレベル、無料配達、クリアランスアイテム、顧客分類

に基づいて最適化戦略を定義
– 複数のフルフィルメント考慮事項を総体的に評価
– 配送 / ハンドリング、能力、不良品発生率、在庫レベル、供給

期間、販売価格、顧客との近さなどの各考慮事項を、フルフィ
ルメントのコストに換算

– フルフィルメント作業負荷を施設全体で均衡化
– 余剰ユニットを対処し、店内の最後のユニットを保護
– 不良品発生率履歴、精度、作業負荷を活用
– 運送費や取扱手数料に追加して、値下げ商品を店舗から宅配
– 余剰在庫あるいは最大フルフィルメント能力といったリアルタイム

データを元に、インセンティブやディターレントを活用
– 物流センターや、訪問客数の足跡が多い店舗など、大量販売

向けに設計された施設のフルフィルメントを優先

理解と調整
– 全体的なコスト内訳を含め各フルフィルメントを決定、および

決定パラメータの表示
– 1 件の注文の詳細、またはリアルタイムのグローバルネットワーク

パフォーマンスを表示

フルフィルメント
– 物流センター、店舗、サプライヤーの分散ネットワークへの 

注文の経路決定とリアルタイムの状況追跡
– 1 件の顧客配送でも複雑なマージイントランジット・フルフィル

メントフローをサポート
– ベンダーのドロップシップ注文フルフィルメントを活用
– フルフィルメントの中断、容量制限、および在庫保護を処理
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特徴 + 機能
– どのチャネルが起点でも顧客の最新の取引への迅速で簡単な

アクセスを作成 
– チャネル全体でひとつにまとまった需要と供給のビューを表示
– 最も問い合わせが多い注文や返品関連の情報をわずか数クリッ

クで提供し、問い合わせ電話回数を低減 
– しっかりとした品目検索と製品情報機能を用いて売上を獲得 
– 価格設定、プロモーション、税金、支払いの処理機能を提供 
– 注文の属性をどれでも顧客が変更可能 
– 妥協策や返品、その他の機能のさまざまなユーザーロールへの

アクセスをゲートコントロールして監視
– デジタルコマースの組込み型セルフサービスコンソールによる

注文の進捗問い合わせ、返品交換機能を顧客に提供
– 顧客注文、返品、交換で切替
– 返品および同等 / 変則的な交換をチャネル全体でサポート 
– 宅配、店舗で受取、店舗に発送など複数の配送方法のサポー

ト関連オプションを付与
– 店舗検索や店舗レベルの在庫可視性を活用 
– 柔軟で簡単に追加できる UI を使用して拡張
– 使われていない投資を RESTful API アーキテクチャを用いて 

最大限に活用
– ソーシャルコミュニケーションと顧 客の見識を得る目的で

Customer Engagement とシームレスに統合

CONTACT CENTER
現在、大勢の人にとって最も価値の高い商品はお金ではなく、時
間です。1 顧客は価格よりもサービス品質と利便性に価値を置き、
ひとつの産業として、我々は格別な体験を提供するために努力し
ています。ビジネスの 72 パーセントで、顧客体験の向上を最優
先事項としています。しかし企業は未だ、サービスレベルが不十
分なために毎年 600 億ドル超を棚上げにしたままです。2 優れた顧
客サービスとは、何が顧客に不快感を呼ぶか理解し、それを取
り除くことです。

全注文数の大部分にデジタル処理が影響しているとしたら、「私
の注文はどこ？」といった質問の回答は、消費者自身の指先で得
られるはずです。しかし顧客が実際のヘルプが必要なときには、
あなたと話しができることを望むでしょう。そしてサービス担当
者は、この対話をスムースにかつ迅速に行うために、使いやすい
ツールと顧客の取引データへのアクセスが必要です。これを適切
に行えば、コンタクトセンターは複雑な質問をする顧客に後々ま
で残る印象を与え、非常に優れた機会を作る事ができます。

Contact Center は忘れられないオムニチャネル体験を作るため
に必要な情報と能力をカスタマーサービス担当者に、まさに指先
で与えることができます。サービスに関して言えば、忠実な顧客
を作る方法は顧客の問題を迅速かつ簡単に解決するサポートを
することです。Manhattan Contact Center があれば、まさにこれ
が可能になります。
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CUSTOMER ENGAGEMENT
顧客は買い物をした企業と関係性を持っていると信じています。
企業に自分のことを認識してもらいたいと考え、自分が企業を価
値あると感じることと同じくらい企業が自分に価値があると感じ
て欲しいと思っています。顧客は必要な時に備えていてる企業、
そして存在価値を認め、声を聞いてくれる場を求めています。

Customer Engagement は従業員とカスタマーサービスのプロ
に、顧客の好み、傾向などの顧客に関する全体像を見るために
必要なツールを与えます。また顧客が何度も戻ってきてくれるよう
なブランド定義体験を提供する機会も与えます。

小売業者が自問すべきことは「顧客について理解しているか」で
はなく、「顧客について理解している情報がカスタマープロミスを
果たすために役立っているか」です。

Customer Engagement は小売業者がいつ、どこで、どうやっ
て顧客の声を聞き、顧客がどのように買い物するか観察するた
めに設 計されました。Customer Engagement は、リアルタイ
ムの顧客注文、取引履歴、傾向のデータと同じビューに、社交
上の会話のような体系化されていない見識を組み合わせていま
す。その結果、小売業者が積極的に顧客の体験話に目を通すな
ど、次の行動を起こすために顧客の豊富な情報を提供して、同じ
ツール内ですぐさま調整を行い満足感を届けられるようにします。
Customer EngagementはManhattan Active Omniの一部のため、
Enterprise Order Management など、スイートの他の機能と接続
できるようになっています。そのため、購入プロセス中に潜在的な
問題が生じても、小売業者と顧客との履歴の内容に自動的にその
問題が反映されるようになります。問題はそれが重大になる前に
修復しなければなりません。豊富な見識と注文を同じツールの中
で組み合わせて、オムニチャネルショッピングに何ができて、どう
して、どうやってといった、すぐに行動に繋げられる見識を提供し
ます。これは業界初であり、唯一の機能です。Manhattan Activeアー
キテクチャは柔軟性が高いため、Customer Engagement が顧客
とその注文に関して把握していることはすべて、既存のマーケティ
ングオートメーションやロイヤルティソリューションからも簡単にア
クセス可能です。

Customer Engagement により顧客担当チームは、チャネルを
問わず、持っている力で顧客にオムニチャネル・プロミスを提供
するための次のステップに進む事ができます。

顧客を把握すること、また購入者の購入プロセスを改善すること
にいくら努力を費やしても、計画通りに進まないこともあります。
重要なのは、問題が生じることではなく、問題が生じたときに、
カスタマーサービス担当者が顧客へのプロミスを変わらず確実に
果たせるように備えていることです。プロセスには、好み、傾向、 
注文とコミュニケーション履歴がすべて揃った、顧客に関する
総合的なビューが重要です。しかし顧客を理解すること事態は、 
実体の半分でしかありません。アプリケーションを切り替えずに、
自分の知識だけですぐに行動を起こせ、顧客の好きなコミュニ
ケーションチャネルを使ってプロミスを果たし、顧客を導くこと
はできますか？ Manhattan Customer Engagement があれば、 
それが可能です。

特徴 + 機能
– 高度なケースマネジメントとエスカレーションフレームワークを

使用して問題を迅速に解決
– あらゆるデバイスや OS に展開可能な顧客エンゲージメント

ツールを統合
– コミュニケーション機能のあるソーシャルネットワークで顧客の

対話を聞く
– 好みと体験の履歴を注文 / 顧客システムの記録にネイティブに

統合
– 注文マネジメントから予測通知を利用して問題を検知して、 

ケースを開始
– 顧客との対話を最大限に活用するために、生涯の支出、買い

物の傾向、社会的な見識、またインテリジェントなアラート 
通知を表示

– コミュニケーションチャネル全体のチームの業績をまとめた
ビューのある統一型のエージェントダッシュボードでパフォーマ
ンスを向上

– 顧客、従業員、店舗または品目に関連するビジネス上のトレン
ドイベントに迅速に対応

– 各ソーシャルチャネルで顧客の声を聞き、対話し、もっと積極
的なカスタマーサービスを提供

– 顧客の各チャネルでの以前の対話や取引に関するビューを、 
現在対応中のケースとともに提供

– 追 加 設 定 など なしで、 通 話 受信/転送/保留/電話会議/通 話 
終了といった機能とともに自動で顧客ダッシュボードを表示する 
電話機操作の統合機能を利用して顧客との衝突を低減

– 受信メール、チャット、ソーシャルリクエストを受信し、ネイティ
ブチャネルで返信
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顧客を理解するだけでは足りません。
個人に合わせられた、すぐに使える見識により、格別の経験を保証
多くの店主にとって、顧客を理解するために、実店舗およびデジタルコマースの統計を集計する努力、データを使える状態で組
み合わせて表示する努力、また社会的感情といった外部データを利用するといった努力は決して新しいアイデアではありません。
小売業者が顧客を理解するために、たとえデータがうまくまとめられて表示できたとしても、大概は既に見たことのあるビュー
です。そのデータを元にして、優れた購入体験を確保するためにリアルタイムの調整を行おうとするのは不可能です。あるいは、
少なくとも顧客チームに複数のシステムとエントリーポイントが必要です。

クラウドネイティブで、反応が素早く、常に最新の Manhattan Active ソリューションにより小売業者は、ソリューションに直接
構築されたすぐに使用できる見通しと予測的な分析を持って非常に優れた体験を保証し、顧客をショッピングのどの段階でも賢
く引きつけられるようサポートします。
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POINT OF SALE
従来の POS システムは、全くもって統合されたコマース向けの設
計ではなく、また現代の小売環境に必要な幅広い顧客中心型機
能を提供していません。多くのレガシーシステムは、ネットワー
ク在庫、オンラインと実店舗の複合の注文、店内プロモーション
のような機能に悪戦苦闘しています。同時に、E コマースプラット
フォームは店内取引をサポートできるほど堅牢であることは滅多
になく、Manhattan Active Omni を使用する以外は妥協している
ことを意味します。

実店舗ビジネスで効果的に競合するには、店主は店舗従業員が
コネクティッドしている顧客の一歩先を進んでいるようにするエ
ンゲージメントプラットフォームが必要です。店舗従業員は店舗
のデザインやフォーマットの変更、また新しいオーダーと支払い
タイプのコンビネーションに適応してます。これまで店舗システ
ム展開の選択は、ほとんどが経営上の意思決定ではなく、技術
が左右する決定でした。

Point of Sale は、Manhattan Active Omni プラットフォームの一
部として、店内、従来の Windows ターミナル上、あるいはモバ
イルの iOS や Android デバイスなど、どこでも展開可能で、あ
らゆるフォームファクターで共通の、対応が早いインターフェイス
を使用します。マンハッタンの Point of Sale は、常設店舗ある
いは臨時店舗、ハイタッチサービス、また大量販売もサポートす
るので、小売業者はビジネスに最適な展開戦略を選択できます。

Point of Sale はグローバルなネットワーク可用性へのリアルタイム
のアクセスを備えています。1 回のスワイプで、店舗は顧客を喜ば
せる機会を逃すことはありません。ここでの在庫の棚は無限であ
り、顧客エンゲージメントが行われる場はどこも、単一の、かつ
てないほど管理しやすいソフトウェアで作業が行われ、固定レー
ンでもモバイルデバイスでも、簡単でわかりやすいソリューショ
ンです。

またプロモーションイベントやセール価格設定機能があり、Point 
of Sale は Manhattan Active Omni のグローバルなプロモーショ
ンや価格設定機能を店内で活用します。プロモーションイベント
やセール価格設定では、既定の理論を活用して、市場、地域、チャ
ネル、および顧客ごとに割引商品用の整った環境を作成し、適切
な割引を適時に行うシンプルな形にします。

CLIENTELING
マンハッタンの Clienteling により、店舗チームはショッピングの
重要ポイントで顧客をサポートすることができます。店舗を訪れ
る前、訪れている間、そしてその後も、個人に合わせた配慮やサー
ビスを提供できるようにします。Clienteling は Point of Sale と同
じプラットフォームの一部で、シームレスに店舗従業員にデジタ
ル販売のヘルプを提供し、販売と素晴らしい店内体験の両方を
促進します。

特徴 + 機能
– オムニチャネル販売用の単一の反応の早いユーザーインターフェ

イスを活用
– 店舗のアウトリーチと店内での対話を、顧客プロファイル、履歴、

好みと合わせて設定
– 触れ合いのある顧客エンゲージメントの個別の「お得意様 

リスト」のように対応
– 製品スタイル、コーディネート、セパレートを顧客の好みに 

合わせてコーディネート
– 注文履歴や顧客のウィッシュリストを含め、チャネル全体の

360°の顧客ビューを表示
– 推奨、メモ帳、顧客ノートを提供 
– 完全装備のチェックアウト機能を備えた POS をどこでも実現
– 顧客特有のショッピングと誘導式販売をパーソナライズ
– レガシーまたはサードパーティの商品推奨エンジンを統合
– 対話型のルックブックとアシスタント付きコンテンツ販売を統合
– 顧客アポイントメントの作成と管理
– 店舗から顧客へのマーケティング配信をサポート

特徴 + 機能
– オムニチャネル販売用の単一の反応の早いユーザーインターフェ

イスを活用
– 自動で「最適取引」結果を得ることができる、複雑な価格設定

プロモーションのマネジメント
– 売掛債権の店内マネジメントとルール順守の連携
– 顧客アポイントメントと関連タスクのカレンダービュー
– 業界最新の売り場ハードウェアオプションをサポート
– iOS、Android、Window あるいはブラウザの境界を越えて、 

固定デバイスあるいはモバイルデバイスのさまざまな組み合わ
せによる展開

– オンサイトの障害許容力を備え、途切れることのない業務を 
実現

– アップデートに影響を与えずにビジネス特有の拡張をサポート
– サードパーティの支払いシステムと安全に統合
– フォームファクターや使用事例用に合わせたデジタルカタログ

をサポート
– ルック & フィールのブランディングと直観的なワークフローを 

構成
– 全取引タイプ対応、設定変更可能、豊富な機能セットを備えた

一元化されたウェブベースの管理を活用
– 全取引タイプの記録を単一のシステムで提供
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古いものがこれからの
新しさに。
驚きや喜び、そして価値を店先に取り戻す

先の 100 年で、ショッピングは人類の文化の引き潮に沿うように、20 世紀
初頭の小型の地方店舗から、1940 年代から 1960 年代の大都市の素晴らし
い商業施設へと移行し、さらに 1970 年代から 1990 年代には街中から都
市型モールへと変わってゆき、21 世紀初頭にはオンラインに最初の一歩が
踏み出されました。現代的に進化し、チャネルを問わずすべての販売の大
多数はデジタル処理が関わっています。

しかし、変わっていないことは、セールスの大多数が実際に発生していると
ころに店舗があるということです。ほとんどの店主が顧客体験をオンライン
で向上させるデジタルツールの提供に大きく踏み出している中、店舗や店舗
従業員はかなり放っておかれています。店舗受け取りや店舗から配送といっ
たサービスのために店舗をフルフィルメントネットワークに取り入れることに
より、状況が深刻化しています。小売業者は環境作りのためにフォーカスを
少し戻す必要があります。シンプルなツールで店舗従業員が店舗の完全な
指示とコントロールができるようになり、さらに顧客に関する 360°のビュー
と、すぐに使える見識を得て、効果的に販売と処理を行えるようにします。

マンハッタンのソリューションは特に、店舗従業員の役割を発展し、スマー
トに業務するための単一の覚えやすいインターフェイスを提供するために開
発されました。Manhattan Active™ ソリューションは店舗従業員とマネー
ジャーが、デジタル販売の新しいニーズ、オムニチャネルカスタマーサービス、
また効率的なオンラインフルフィルメントスペシャリストとしてのサービス方
法を習得するようサポートします。

店舗ネットワークはオムニチャネル小売業者の強みであるべきです。店舗は
顧客と顔を合わせ、関係性を作り、育む唯一の場です。オンラインの巨大
企業が店舗を購入して建設しているのには理由があります。デジタル上の
パーソナライゼーションのコンビを実際の環境で行えば、これまでになかっ
たレベルのブランド・ロイヤルティーを提供できるからです。既存のネットワー
クのある小売業者は、オムニチャネル・プロミスを届けるためにそのネット
ワークで利益になるように活性化できれば、非常に有利な立場を得ること
ができます。

Manhattan Active Omni は一元化された反応の早い、クラウドネイティブ
のアプリケーションを活用し、従業員とマネージャーのために店舗の完全な
指示とコントロールを提供します。タブレットで高額商品販売するために顧
客と関わっている場合も、従来の端末から誰かのことをチェックする場合
も、あるいはハンドヘルドデバイスを使ってデジタル注文を処理する場合
も、業務方法を変更する必要はありません。顧客のためのマンハッタンの
ソリューション、Push Possible™ は拡張性、適応性、接続性に優れ、トレー
ニングや冗長性などの人件費を削減します。
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STORE INVENTORY & FULFILLMENT

従来の小売店の店舗在庫の信用度は歴史的に見ても低いです。
商品のルーチン化した取扱が原因で、店舗レベルの在庫精度は
大概 60 パーセントに留まっています。しかもこれはオムニチャン
ネルフルフィルメントにより圧力がかけられる以前のことです。顧
客が、店舗で受け取るというプロミスの元、商品をオンラインで
購入する場合、在庫の情報はストック在庫であるべきです。店舗
にその商品がなければ、販売を 1 件反故にするか、顧客をひとり
失うことになります。多くの場合、デジタル処理が関わるコマー
スの出入り口として店舗ネットワークを活性化する能力は、オム
ニチャネル・プロミスを顧客に届けるための最重要項目です。

Store Inventory は在庫精度を確実にすることで販売を拡大し、
品切れのリスクを削減、また店内補充のステップを減らします。
店舗従業員のために特別に設計されたモバイルでの受領と在庫
の管理の機能を用いて、Store Inventory は店舗補充、ウェブサイ
トから店舗に注文、戻し、転送、積荷、ケース、カートンあるい
は品目ごとに取り扱います。

また、在庫精度が第一の仕事で、その次に、店舗従業員にでき
るだけシンプルで分かりやすい在庫作成とフルフィルメントアク
ティビティを作成することが続きます。

オムニチャネルコマースのイニシアチブにより店舗従業員の責任
の数が増えています。極めて秀でた顧客販売とサービスを提供す
る責任があり、さらに顧客期待を満たし、オンラインから注文し
て店舗で受け取り、店舗から配達、店舗へ配達のオプションに
も応えています。

Store Fulfillment ソリューションは、あらゆるフォームファクター
とオペレーティングシステムで実行できるように設計された単一
で反応の早いインターフェイスから、完全な指示とコントロール
を提供します。専用の業務とカスタマーサービスチームがいる規
模の大きい店舗でも、従業員が二役担っている規模の小さい店
舗でも、しっかりとした集品、梱包、店舗から配送、また店舗
で受け取りといったフローをすべて使いやすいモバイルインター
フェイスで提供します。店内のフルフィルメント情報、アクティビ
ティ、およびプロセスへのリアルタイムのアクセスにより、顧客満
足を確保しながら効率の良いフルフィルメントが実現します。

特徴 + 機能
フルフィルメント
– わかりやすいビジュアルの進捗状況表示と、次のステップを 

指示するガイド付きのフローで、従業員研修や新人研修の 
時間を削減

– フルフィルメント、パフォーマンス、およびリスクへのリアルタ
イムの可視性を備え、店内ユーザー体験とフルフィルメントアク
ティビティをコントロール

– 新規業務を従業員にアラートするプッシュ通知機能や、店舗内
の未処理のフルフィルメントのリアルタイムカウント機能により、
店舗作業量の可視性を提供

– 優先度の高い注文や配送を店舗フルフィルメント作業量を管理
する機能豊富な設定ルールを使用して識別

– 注文、バッチ、ソーティング戦略を用いて、店舗作業、プロセス、
レイアウトを元に集品を最適化：
> 複数の部門と従業員に注文を分配
> 店舗レイアウトに基づいて集品経路とガイドフローを最適化

– ウェブサイトから店舗への注文に備えて入荷とフルフィルメント
を統合

– ステージング、注文検索、顧客検証、および受領サインキャプ
チャを用いて、顧客集品を管理

– 主要な小包キャリアとすぐに連携し、メンテナンスなしで、店舗、
配送、また小包追跡を評価

– 特殊製品、個別リクエストおよび製品特有のタスクを詳細指示
によりピック＆パック

– ネイティブプリントサービスを使用して機能を印刷および再印刷

在庫
– セグメント化した店内在庫の表示、在庫処分コード設定を使用

して手元にある在庫、販売可能在庫、品質チェック待ち在庫、
および不良品在庫を分割

– 到着予定日が決まっている発注済および配送中の在庫の受領
予定を表示

– 高い精度でコンスタントに在庫を管理
– 入荷と在庫整理機能で店舗補充を管理
– 品目、パッケージ、ケースまたは積荷ごとに店舗で受領、パッケー

ジレベルの監査サポート付き
– ウェブサイトから店舗へ注文して、受領、ステージング、および

集品を実現

注釈
1 Gfk
2 フォレスター
3 NEWVOICEMEDIA
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今すぐアクティブに。 
MANHATTAN ACTIVE™ 
詳細は、manh.com をご覧ください。

「�Inventory & Fulfillmentは、従業員がバックルーム作業に�
費やす時間を削減でき、さらに在庫精度を高めるために�
役立ちます。これにより店内の顧客体験を高め、店舗売上を
向上し、オンラインで購入して店舗で受け取り、また店舗から
配送のオペレーションを設定できます。」

– LAMPS PLUS, INC.
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