


顧客が求めるエクスペリエンスは、個々人の性格と同様、千差
万別です。顧客によっては、ハイタッチセールスを通じて直接
ブランドに触れることこそ、素晴らしいエクスペリエンスである
と思っているかもしれません。そして以前の購入履歴をもとに、
何を求めているかを予想して価値のある商品が推奨されたら、
リピート客になってくれるのです。

あるいは利便性を求める顧客に対し、それに応えるサービス
が提供されたら、何度もリピートしてくれることでしょう。そう
いった顧客にサービスを提供するには、実店舗とオンラインや
モバイルをシームレスに統合し、即日受取から宅配まで幅広い
フルフィルメントオプションを用意するなど、連携されたアプ
ローチが必要になります。もちろん、とにかく早く買い物を済
ませたいため、レジに長い行列ができていようものなら躊躇な
く帰ってしまうような顧客がいることも、忘れてはなりません。

Manhattan Active® Omni は、オムニチャネルのカスタマーエ
クスペリエンスで収益をあげられるよう設計された、このタイ
プでは初めての統合型コマースのアプリケーションです。クラウ
ドで生まれた Manhattan Active Omni は、常に最新状態を
保ち、また拡張可能な注文マネジメントと在庫、フルフィルメ
ント、カスタマーエンゲージメントそして売り場ソリューション
のスイートです。

このテクノロジーによって、チャネル間の境界が一切なくなりま
した。機能はもはや世界共通となり、すべてのユーザがいつで
もどこからでも、単一のアプリケーションを使って利用できる
ようになったのです。特定店舗の売上を、リアルタイムに iOS
デバイスで見れたら、と思ったことはありますか？ それはでき
ます。コンタクトセンターの担当者が顧客とのエンゲージメント・
チャンスを Windows デスクトップでモニタリングできるよう
な、Twitter ハンドルを選べたら、と思ったことはありますか？ 
それもできます。店舗受け取り顧客に対してクロスセルをしたり、
または同じ取引内で不等価交換をするなど、そんな時にさっと
Android デバイスを引っ張り出して出来たらいいのに、と思っ
たことはありませんか？ それもできるのです。

Manhattan Active Omni なら、本社やコンタクトセンター、
または店舗など、どこからでもオムニチャネル業務のあらゆ
る側面に対して、指示を出すことができます。誰もが、販売
チャネルを問わず同じ包括的な視点から顧客とその履歴と取
引を見ることができ、また内蔵されているケース管理とソー
シャルリスニング、そしてコミュニケーション機能を使うこと
ができます。企業全体の在庫可視性や可用在庫のための高精
度のツールにより、オムニチャネルのフルフィルメントが容易
になり、すべての顧客の満足度とリピート購入に貢献します。 
次世代の売り場ソリューションやクライエンテリング、無線
IC 対応の店舗在庫管理そしてフルフィルメントは、効率と精
度を高めると共に、貴社のチームは心に残る顧客エクスペリ
エンスを提供できるようになります。

マンハッタンの Active Omni ソリューションズはすべてクラ
ウドネイティブなため、最新の機能が利用可能になればすぐ
に使うことができます。また需要ピークにあわせた自動スケー
リング機能もあります。つまり競合他社が、例えば連休に備
えてシステムのシャットダウンの準備をしている間ですらも、
こちらは常に革新を推進していられるというわけです。

MANHATTAN ACTIVE® OMNI

貴社のコマースを、 
あらゆる側面で統一します
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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。 
エンタープライズ 注 文 管 理ソ
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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従来の技術に縛られないようにするために。

場所を選ばずに、 
販売、フルフィルメント、 
そしてエンゲージ。

オムニチャネルのポテンシャルに 
応えながら利益も確保する
小売業は変化してきています。B2B から B2C、そして B2B2C に 
至るまで、ほぼすべての注文にデジタル処理が関係する今、 
各企業はその対応に追われています。配送も、顧客の望む方法
と時間に合わせてカスタマイズされなければなりません。顧客が
商品を今日欲しいにせよ、明日を希望するにせよ、または環境
に配慮して待つことを厭わないにせよ、貴社のフルフィルメント
戦略、販売そしてサポートは一貫している必要があります。モバ
イルはもはや、単純なチャネルというだけではありません。今や、 
すべてのチャネルにおけるメインのエンゲージメントプラットフォー
ムになっているのです。オムニチャネルのポテンシャルをサポート
する能力、そしてそれを利益に繋げることができる能力は、小売
業者にとって最優先事項になっています。

現在利用されているソリューションは、ほとんどがクラウドの 
観念など存在しなかった前世紀から持ち越されたものであり、 
4 ～ 5 ヶ所の流通センターから配送する程度で、もうすでに複
雑だと思われていた頃のものです。それは扱いにくいモノリシック
データ構造を採用しており、展開のためには大がかりな手作業
のサポートを、そしてスケールさせるためにはアップデートも必
要とします。インターフェースは反応が悪く、また一貫性もあり
ません。Manhattan Active Omni ソリューションズは違います。 
クラウドネイティブで、またマイクロサービスだけで設計されて
いるだけでなく、過去四半世紀の最良の設計と学習プロセスを
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、そしてスケーラブルな
Manhattan Active Omni は、何百、そして何千もの店舗や市場、
直送ベンダー、そして倉庫などからの注文を処理するオムニチャ
ネル小売業者のニーズを満たすことができるよう、特別に設計
されています。

マンハッタンは、貴社の革新の中核となれるソリューションを
創造できるよう努力しています。これで、年間 5 ヶ月もシステ
ムを凍結する必要はありません。ピーク時の需要を満たすた
めに、何百もの周期テストを実行したり、システムパフォー
マンスを再テストする必要もありません。購買過程の異なる
チャネルであるというだけで、同じ情報を引き出すために 
チームに複数のインターフェースのトレーニングをする 
必要もありません。Manhattan Active Omni なら、 
すべて不要になるのです。

Manhattan Active Omni は、オムニチャネルの世界に 
ピッタリです。なぜなら、オムニチャネルのために 
特別に構築されているからです。

あらゆるエクスペリエンスを 
提供できるようになります。
ライトユーザーから、オンラインやモバイルそして 
店舗で自在に買い物できるデジタルネイティブな 
ユーザーまで、Manhattan Active Omni 
ソリューションズのスイートは、Push Possible® を 
可能にすることで、顧客に「自分だけの 
エクスペリエンス」を提供できます。

Manhattan Active Omni は、これま小売業に提供されてきた中で、技術的に最も
高度な統合型コマースプラットフォームです。顧客はエクスペリエンスと価格、そして
スピードを優先します。そんな中、彼らが生まれる前に設計されたような古い技術に、
貴社のビジネスを任せることなどできません。
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真の「オムニ」を 
オムニチャネルにもたらす

買い物客の期待に応えるためには、注文のキャプチャーか
ら返品を受け取りまで、すべてのチャネルを通じて統一され
たアプローチが必要です。小売業者の能力に合わせて顧客
側が購買行動を変えるべきではありません。また、それを強
要する小売業者に対して我慢することもしないでしょう。

注 文 管 理 シ ス テ ム (OMS) が あ れ ば、 小 売 業 者 は 顧
客 の 取 引 や 在 庫 の 可 視 性 と可 用 性、 そして企 業 全 体
を 網 羅した 注 文のオーケストレ ーションなどに 対して、 
完全な指揮統制をすべてリアルタイムで実施することがで
きるようになります。この技術では機械学習を使うことで、 
あらゆるフルフィルメントオプションを検討しながら、同時
に製品性能や地域的な影響、財務費用、運用コスト、そし
て顧客満足の影響を考慮することで、顧客の期待に応えな
がらも最も利益のあるオプションが選択されます。

今までで最も高度な注文 
オーケストレーションと 
最適化ソリューション

マンハッタンの OMS は、他の多くの既存注文プラットフォー
ムよりはるかに進歩しています。既存の技術は、扱いにくい上、
設定展開やアップデートにも大がかりな手動のサポートを必
要とするものになってしまっています。またそのほとんどが、
まだクラウドが未熟な時に設計されたものであるため、イン
ターフェースの反応も悪く、また一貫性にも欠けています。

Manhattan 注文管理により提供される各種ツールを使えば、
小売業者は敏捷性があって力強い、そして完全に最適化され、
しかも現在のショッピング事情に合った組織を作り出すこと
ができるようになります。
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ソリューションの 
コンポーネント

特徴 + 機能

オーケストレーション
– 単一の記録ソースと顧客購入の 360° のビューで、どの 

チャネルからの注文もサポート
– 単一アーキテクチャにより、複雑さとコストを削減
– 移動中の注文に対する追加、変更、または削除
– 特定のマイルストーンを追跡して積極的に問題を提起そして

解決
– 注文ライフサイクルのプロセスに対するすべての変更を監査
– マルチブランド、複数国とマルチ通貨のグローバル展開の 

サポート
– チャネルにまたがるすべての注文の支払ライフサイクルを管理
– 直販や小売補充、卸売などの注文フルフィルメントを、 

ベース設定のオーケストレーションと優先順位付で最適化
– 宅配や店内受け取り、店舗に発送、店舗から発送そして即日

配送などを単一の注文内で混在させるなど、フルフィルメント
のあらゆる種類をサポート

– 任意のチャネルへの返品と返金の自動化
– オムニカートテクノロジーにより、注文はチャネルに関わらず

簡単に追加、削除、変更可能

相互運用性
– 顧客の注文を単一のビューで確認できるため、レガシー 

注文システムの活用など既存の資産の有効活用が可能
– REST サービスを通じて、顧客の購入履歴検索や取り置き、

またはクロスチャネル返品 / 交換などの機能が可能
– サードパーティの税務アプリケーションを使用して税金計算

を事前統合
– サードパーティのゲートウェイを使用して支払プロセスを 

事前統合

オーダーマネジメント
Manhattan Active Omni は、 コールセンターやデジタルコ
マース、オンライン・マーケットプレイス、流通センター、店
舗、直送業者そしてリセーラーなど、チャネルに関わらずイ
ンバウンドとアウトバウンドの顧客取引の全ライフサイクルを
管理する機能を提供します。小売業者の場合、マンハッタン
の OMS を使用することで、不正チェックからはじまり、決
済と記帳から、商品引き渡しや配送にいたるまで、完全な
エンドツーエンドの注文ライフサイクルを管理することがで
きます。 注 文 管 理 においては、 顧 客取引に対してそれを 
作成、作用、読み込みまたはそれに反応するすべてのシステムは、
相互連結されています。顧客の注文に関するあらゆる事項に対
して単一のソースを提供するほか、購買の過程の各ステップを
指揮します。それがデジタルコマースシステムであれ、顧客やコー
ルセンターのスタッフ、フルフィルメント担当リーダー、または
店舗スタッフであれ、取引やグローバル在庫をリアルタイムに
確認することができます。単一の顧客注文システムをすべての
チャネルとブランドそして地域で活用することにより、業者はオ
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さ
せることができます。

「 当社が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。マンハッ
タンの注文管理システム (OMS) によって 
製 品 在 庫 の可 視 性 が 拡 張されるので、 
製品配送を非常に効率良くそして効果的に
顧客に配達することができています。」

– PETSMART 社

7



例えば、フランスの顧客に対しては、物流センター (DC) と 
フランス国内の店舗在庫だけを表示するようにする。一方で
北米の顧客にはカナダと北米の DC の在庫を両方を開示して
も構わないことになります。あるいは、企業によっては自社
の販売チャンネルに対して開示する在庫は、市場向けに開示
する在庫とは異なったものにしたいと考える場合もあるかも
しれません。こうしたカスタマイズされた在庫ビューによって、
ショッピングの全過程で一貫性を示すことができるようにな
ります。

統一された流通をさらに改善しようとしているオムニチャネ
ルの小売業者にとって、適切な顧客に適切な在庫を公開す
れば、それでことが済むわけではありません。顧客の期待
に応え、さらに利益を最大化するためには、インテリジェ
ントな最適化を用いることで値下げや在庫切れを最小化し、
店舗スタッフとフルフィルメントのキャパシティを最大化し、 
そして納期を順守することが求められます。

ENTERPRISE INVENTORY 
と AVAILABLE TO COMMERCE

注文のフルフィルメントを行うにあたって課題が発生した 
場合、まず最初に行うべきステップは、グローバルネットワー
クにおける製品入手可能性を確認することです。当然ながら、
見えてないものを販売することはできません。ただ、見える
ものは必ず販売できるというわけでもありません。在庫の一
覧は動的であるべきで、つまり何が必要とされているかだけ
でなく、それがどこにあるのか、誰が探しているのか、いつ
必要なのか、そして何のために必要なのか等も考慮されたも
のである必要があります。

顧客が、もしギフト包装や翌日配達などの付加価値サービス
を申し込んだ場合は、入手可能性は影響されます。一番近い
店舗に商品があっても、希望するサービスが提供されていな
ければ、その在庫は顧客が見る在庫の一覧からは除外され
ている必要があります。在庫可用性を表示する際、様々な制
約を考慮することによって、地域や個々の店舗そして特定の
顧客にいたるまで、あらゆる種類の区分に対しても、信頼で
きる在庫情報を動的に提供することが可能になります。
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MANHATTAN ENTERPRISE INVENTORY は、移動中や発
注済、そしてサードパーティーにより所有、またはフルフィル
メントが実行された企業内の全フルフィルメントロケーション
における在庫をリアルタイムで表示します。フルフィルメント
ネットワーク全体を横断するグローバルな在庫データを統合
することで、小売業者はすべてのチャネルでの販売機会を最
大化させることができます。すべての商品がネットワーク上の
どこにあるのかを常に把握していることが重要です。

特徴 + 機能
– 物流センターや店舗、サプライヤーのすべての手元の在庫

と輸送中在庫、そして発注済在庫をリアルタイムで確認
– 不良品、破損品、開封されたものなど、設定可能な 

サプライタイプを含めて在庫を管理
– 店舗在庫をバックルームや店内などに区分化
– 在庫イベントの公開、およびネットワークと外部アプリ 

ケーションをまたいで在庫水準をリアルタイムに同期さ 
せる際には、標準のプロセスを使用

– 複数のチャネルにわたる手元の在庫区分を仮想化するこ 
とで、物流センターにおいて単一のプールを確保

– チャネルを横断する、統合された単一の注文書体系を 
維持しながら、発注済や輸送中の在庫をチャネルまたは 
使用目的別に管理

MANHATTAN AVAILABLE TO COMMERCE は、Manhattan 
Enterprise Inventory を補完する高度な制約エンジンで、それ 
により小売業者は、ビューやシナリオの定義や再設定を素
早く行えるようになるため、適切な在庫を適切な顧客に対し
てマッチングできるようになります。この動的なビューでは、 
同時に地理的な位置やマーチャンダイジング、物流、財務、
店舗運営そしてその他ユーザー定義の特性などの要因を考慮
することにより、単なる在庫の可視性を、真の可用性にリアル
タイムに変えることができます。

特徴 + 機能
– 販売チャネル、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

– フルフィルメントでの障害による停止や店舗での作業 
負荷などの運営制約を考慮して可用性を管理

– REST ベースの API を使用して、グローバルや特定場所の 
在庫を外部から閲覧

– 任意のチャネルからリアルタイムに在庫を閲覧
– 条件付きまたは自動的な商品代替を業務ルールに 

従って提供
– 店舗に一定の在庫水準を確保することで飛び入りの客を 

失望させないようにする
– どの販売チャネルで発生した注文であっても、発送日と 

配送日情報を提供
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ADAPTIVE NETWORK 
FULFILLMENT

マンハッタンの Adaptive Network Fulfillment は、グローバ
ルな在庫の可視性やダイナミックな可用性のビューに、さら
に最適化されたソーシング機能までも追加します。これこそ、
在庫フルフィルメントでオムニチャネル小売業者が求めてきた
ものです。

店舗がオムニチャネルネットワークの最も重要な構成要素の
ひとつになりつつある今、フルフィルメントのために物流セン
ター (DC) の代わりに店舗を使うには、その複雑性を調整す
る必要があります。店舗の場合、そこの過去のフルフィルメン
ト実績やスタッフの負荷、店舗への来客数、そして在庫レベ
ルなど、追加の検討事項を評価する必要があります。

フルフィルメントのために店舗利用を最適化することで、 
顧客への近さから素早く配送できるほか、最適な在庫活用
によって利益性やサービスコミットメントも向上します。セー
ルやプロモーションそして他の繁忙期には、ローカルな在庫
や値下げされた在庫、または在庫が豊富なロケーションを活
用することで、フルフィルメントのキャパシティを拡大させ、 
また利益幅を増加させることができます。また、物流セン
ターの在庫にはない商品を近隣の店舗から調達することで、 
顧客の満足度を上げ、損失を防ぐこともできます。

在庫とフルフィルメントをプランニングするためのプロセスは、
ほぼ 100 年の間、変わっていません。それは、熟練したフルフィ
ルメントのプロの知識と洞察によって、長年培われた経験に
磨き上げられた芸というべき領域にまで高められてきました。
ただし、それも最近までのことです。この 5 年の間に、迅速
な無料配達という消費者需要をはじめ、フルフィルメント拠
点としての店舗という新しい位置づけ、そして利益最大化へ
のプレッシャーにより、そういった知識や経験も、もはや時
代にそぐわないものになってしまいました。

そのため小売業者は、オムニチャネルのイニシアチブや統一
された流通戦略によって、しかるべき顧客にしかるべき在庫
を公開できるようにしています。しかし、利益を増加させる
にはそれだけでは足りません。値下げと在庫切れを最小限に 
抑えながら返品在庫を最大限に活用し、同時に店舗の過去
実績や現在の来客数、そしてリソース負荷を考慮するには、
人間の能力だけでは不可能なリアルタイムな計算が必要に 
なります。

マ ンハッタン の Adaptive Network Fulfillment (ANF) は、 
インテリジェントでリアルタイムな最適化を用いて、フルフィ
ルメントや運送、店舗そして顧客などに関わる膨大な数の
パラメータをリアルタイムで評価することにより、店舗内の
ショッピング体験や店舗の労働力に与える影響を最小限に抑
えながら、デジタル的な影響を受けた注文の利益性を増加
させます。
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特徴 + 機能

最適化
– サービスレベルや無料配送、在庫一掃品そして顧客 

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案件を総体的に評価
– 各案件を、コストのフルフィルメント変換。例えば送料と 

手数料、キャパシティ、返品率、在庫水準、供給日数、 
販売価格、そして顧客との距離など

– 施設間のフルフィルメント作業負荷を平準化
– 余剰在庫に対処、また店内の最後の在庫を保護
– 過去の返品率や在庫精度そして作業負荷データを活用
– 送料や取扱手数料に加え、現行または予測される値下げ

のある店舗から発送
– 過剰在庫や最大フルフィルメント・キャパシティなどの 

リアルタイムのデータに基づき、インセンティブや抑止 
対策を使用

– 物流センターや、来店客数が多い店舗など、大量販売向
けに設計された施設からのフルフィルメントを優先

理解と調整
– それぞれのフルフィルメントの決定事項を、全体的な 

コスト内訳と決定パラメータと共に表示
– 1 件の注文明細から、リアルタイムのグローバル 

ネットワークのパフォーマンスまで確認可能

フルフィルメント
– 物流センターや店舗、そしてサプライヤーなどの分散ネット

ワークへの注文経路決定と進捗状況のリアルタイム追跡
– 複数の併合経路をサポートするほか、必要に応じて注文も

条件的に合併
– 顧客には単一の配送で済むように、複雑な輸送途中の 

統合処理のサポート
– ベンダーのドロップシップ注文を活用
– フルフィルメント機能の停止や容量の制約、そして在庫 

保護の処理
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企業プロモーション
いずれの場合であっても、小売店舗のスタッフ側には最小限
の負担で、最大のカスタマーエクスペリエンス効果をあげるこ
とができます。なお、これらのプロモーションは、マンハッタ
ンのコマースシステム以外のシステムやサードパーティーのエ
ンドポイントへ公開または共有することも可能です。

特徴 + 機能
– ブランド化されたカードを用いて、自動的にオファーや  

自動化されたプロモーションを実施
– 取引の種類や論理的構成を設定して、 

取引のトリガーやターゲット、そしてメリットなどを決定
– イベント範囲の決定と、取引の割当
– 顧客をターゲットにした独占的なオファーの実現
– トリガー条件の選択による、除外項目の定義設定と調整
– 比例配分の規則を決定
– 取引の計算の詳細を完全に閲覧できるビュー

> 資格条件
> ターゲット
> メリット
> 限度と最大値
> 価格オファーの最高値と最低値
> 決済タイプのオファー
> 幾通りもの組み合わせによるプロモーション

Manhattan Active Omni では、すべてのチャネルや企業全
体にまたがるプロモーションと割引のライフサイクルも管理
できるようになります。これは、現代の複雑なコネクティッド
コマースの環境においては重要です。消費者によるショッピ
ングの開始点と終点は、デジタルと物理的地点のあらゆる組
み合わせの中から発生するためです。Manhattan エンタープ
ライズ　プロモーションは、複雑で多様に混在する取引とオ
ファーの方法をサポートします。業者や、小売ブランド内で
のプロモーション管理者のために設計されたこのアプリケー
ションは、単一または複数の組織向けや、すべての販売チャ
ネル用のプロモーションを作成することを可能にします。

Manhattan Point of Sale とコンタクトセンターのサービスを
使用すると、取引の計算と、カートやレシート、記帳などへ
のそれの出力は、すべて単一の企業プロモーションのコン
ポーネントで管理されます。プロモーション管理では、豊富な
API セットを使って簡単にサードパーティーのコマースやマー
ケティングのソリューションと統合できます。

Manhattan Active Omni ソリューションは、すべて同一の
プラットフォーム内にあるため、豊富なオムニカートや企業
プロモーション機能も、すべての販売環境にシームレスに統
合されています。つまり、顧客がオンラインで注文した商品
を店舗へ受け取りに来て、その場で何か商品を追加しても、
Manhattan エンタープライズ　プロモーションなら自動的に
最善のプロモーションを適用してくれます。これは、プロモー
ションのある商品をオンラインで注文した顧客がコールセン
ターに連絡して商品を追加した場合にも、同じことが起きます。 
本ソリューションでは、異種の条件カテゴリーで適用できる
ものを複数サポートしているため、それらを照合して混在さ
せることができます。それにより、販売は促進され、カスタマー
ロイヤルティも向上します。
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統一された  
カスタマー 
サービス
確実にオムニチャネルのカスタマー 
エクスペリエンスを届けるために

購買や配送に対する消費者期待は拡大する一方で
すが、販売側として確実に押さえておきたい側面は、 
カスタマーサービスです。基本的には、カスタマーサー
ビスに対するアプローチを、単なる問題解決を目的
としたものではなく、特別なエクスペリエンスを必ず 
保証できる方向へと変える必要があります。現在の消
費者は、どこでも、そしていたるところで商品を購入し、 
また受け取れることを望んでいます。当然ながら、 
ある特定のチャネルを選んだだけのために、自分が
悪いカスタマーサービスを受けることになるとは思っ
てはいません。

これは小売業者にとっては、消費者の考え方や行動、
そしてエンゲージメントの方法を、徹底的に理解した
上で対応しなければならないことを意味します。それ
には、コンタクトセンターのスタッフや店舗の従業員
に直感的なテクノロジーを使って成功できるようにす
る必要があります。同時にデジタルネイティブな顧客
には、スマートフォンやタブレット、またはバーチャル
アシスタントなどを利用して直接エンゲージし、問題 
解決できるセルフサービスツールを提供することも 
必要です。

マンハッタンのカスタマーエクスペリエンス管理ツールは、
単一のクラウドネイティブなソリューションの一部な
ため、小売業者は、特別なエクスペリエンスを生み 
出し、顧客のショッピングの全過程を通してインテリ
ジェントなエンゲージメントを行いやすくなります。
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クラウド 
ネイティブが  
優れている理由

クラウドで生まれた設計が世界 
レベルのサービスを可能にする
各種のクラウドサービスの違いには、分かりにくい部分もあ
ります。「クラウド」や「クラウドコンピューティング」と言う
表現が一般化され、企業の物理的な建物外にあるすべての
ソリューションを指すようになってしまったためです。一般的
には、「クラウド上で実行」とか「クラウドでホスティング」と
言った場合、レガシーソリューションのアーキテクチャや設
計概念を遠隔のデータセンターで実行できるように改造され
たものを指しています。クラウドで改造されたソリーションは、
ビジネスに非常に多くの可能性を提供できるクラウドアー
キテクチャのコア要素を完全には（または多くの場合まった
く）活用していません。単にソリューションの限界を、別の
建物内の別のサーバーに移しているだけです。そのため結局、 
拡張や導入、アップグレード、スケーラビリティ、ライセン
ス料、そして商品化までの時間が必要、といった問題が残っ
たままです。なぜなら、基本的に以前と同じモノリシックで
オンプレミスなソリューション設計のままだからです。

アプリケーションをクラウドネイティブに設計するということは、
将来どのような状況にも対処できるような、柔軟性と弾性を
持たせるということです。「クラウドネイティブ」という言葉は、
アプリケーションがクラウド内で生まれたことを指しており、
つまり仮想化やコンテナリゼーションを利用し、API を幅広
く使用し、そしてインターネットのスケーラビリティを活用す
ることで、膨大な演算能力を自動的に利用できることを指し
ます。こういった違いにより、スケーラビリティや信頼性、拡
張性、そして価格面で大幅に改善されています。Manhattan 
Active Omni なら、小売業者は顧客取引やインタラクショ
ンに関する単一のリアルタイムな事実を扱うことができるよ
うになります。マイクロサービスだけで構築された単一のシス
テムが、コンタクトセンターや店舗内のスタッフとオンライン
の顧客をサポートします。ユーザーによっては異なるエクスペ
リエンスやインターフェースを経験するものの、スピードと一
貫性、そして正確さは同一です。小売業者にとっては、統合
する際の問題は回避でき、将来アップグレードや拡張性の動
作不具合を心配する必要もありません。

マンハッタン・アソシエイツがクラウドネイティブなアプロー
チを取っているのは、弊社のお客様がその顧客との約束を
守り、そして顧客や従業員のために素晴らしいエクスペリエ
ンスを生み出せることができるようにするためです。
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コンタクト センター
特徴 + 機能
– 複数の小売業者ブランドやウェブサイトをまたぐ注文でも、

単一のダッシュボードからアクセス
– 商品検索で言語を動的に切替え
– 顧客がコミュニケーションの際に希望する言語を捉え、 

そして指定
– スタッフは、注文のライフサイクルにおけるすべての変更を

時系列的に閲覧可能
– 希望する配送方法に対して柔軟な決済や請求方法を 

提示するほか、受け取りの時間やその他の高度な 
オムニチャネルのフルフィルメント戦略を提供

– どのチャネルから発生したかにかかわらず、顧客の最新の
取引情報に迅速かつ簡単にアクセス

– 需要と供給を単一のビューからチャネルを横断して閲覧
– 注文や返品に関して最も問い合わせ件数の多い情報は 

数クリックで提供できるようにすることで、問い合わせ 
対応にかかる時間を短縮

– 強力なアイテム検索と製品情報機能で、売上を獲得
– 価格やプロモーション、税計算、そして決済処理などの 

提供 

– 配送先住所の変更やクーポン券の追加など、顧客による 
注文への変更が可能

– 代替案の提示や返品受付機能などのための各種ユーザー
役割に対する、アクセスの制限や監視

– 顧客が出荷状況の追跡や返品を行うための、ブランド化さ
れたデジタルセルフサービス機能の提供 

– 顧客の注文と返品、そして交換の間をシームレスに切替
– 返品およびチャネルを横断した等価 / 非等価交換を 

サポート
– 届け先へ配送、店舗受け取り、または店舗へ発送など、 

スタッフが複数の配達方法を提供できるようなオプション
を用意

– 店舗検索と店舗内での在庫可視性の活用
– 設定可能な拡張性ツールでユーザーインターフェースを 

カスタマイズさせ、ビジネス目標を達成
– ケース管理やソーシャルコミュニケーション、そして顧客に

関する洞察のためのManhattan 顧客管理エンゲージメント
とシームレスに統合

現在、多く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。貴社の顧客は、価格よりもサービスの品質と利便性
に価値を置いています。だからこそ、企業の 72% では、カス
タマーエクスペリエンスの向上が最優先事項になっているので
す。それにもかかわらず、サービスレベルが低いことが原因で、
企業はいまだに毎年 600 億ドルものお金を無駄にしています。* 

優れたカスタマーサービスとは、何が顧客の悩みの原因になっ
ているのかを知り、そしてそれを取り除くことです。

注文の多くがデジタル処理されている状況では、「私の注文
はどこ？」といった質問の回答は、消費者自身で簡単に見つ
けることができるはずです。それでも、さらにヘルプが必要
になったら、多くの場合は誰かと直接話をすることを望みます。
このときサービスエージェントがスムースで迅速なインタラク
ションを行うためには、使いやすいツールで顧客の取引デー
タにアクセスする必要があります。これを適切に行えば、コン
タクトセンターは難しい質問の回答を求めてきた顧客に対し、
好印象を与える機会を創出することができます。

Manhattan コンタクトセンターは、貴社のカスタマーサービ
ス担当スタッフが忘れられないオムニチャネル・エクスペリエ
ンスを生み出すために必要な情報や機能を提供します。顧客
の問題を迅速かつ手軽に解決することで、好印象を保つこと
ができます。
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顧客エンゲージメント
ける「何を」、「なぜ」、そして「どのように」に対して、価値あ
る洞察を提供します。Manhattan Active Omni の柔軟性ある
アーキテクチャのお陰で、Manhattan 顧客エンゲージメントが
貴社の顧客について把握していることは、他の既存のマーケティ
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でも、
すべて簡単にアクセスできるようになります。これにより、それが
どのチャネルであるかに関わらず、貴社のオムニチャネルのポテ
ンシャルを毎回必ず引き出すことができるようになるのです。

どんなに顧客のことを理解し、またどんなに顧客の購買過程を
よりよくするために努力をしたとしても、予定通りに進まないこ
とはあるものです。ここで重要なのは、その時に貴社のスタッフ
がそれでも顧客との約束を果たすことを保証できるかどうかで
す。このプロセスには、顧客に関する総合的なビュー、つまり好
みや傾向、注文履歴や通信履歴がすべて揃ったビューが必要に
なります。しかしそれだけでは十分ではありません。アプリケー
ションを切り替えずに、しかも顧客が好むチャネルを使って、
即座に行動を起こし顧客を助ける必要があります。Manhattan 

顧客エンゲージメントなら、ついにそれが可能になるのです。

「 お客様は別に、完璧さを期待しているわけではありません。 
ただ、問題が起きたらその解決は、期待しています。」

– BRITISH AIRWAYS 副社長、DONALD PORTER 氏

顧客は、一度ある所で買い物をすると、そことの関係ができた
と考えるものです。自分のことを認識してもらいたいし、感謝
されたいし、その企業が自分にとって重要なのと同じように、
自分も相手にとって重要な存在でありたいと思っています。そん
な中、その顧客が貴社を必要としている時、あなたは駆けつけ
ていますか？ 

小売業者が自らにすべき問いかけは、「自分の顧客を理解して
いるか？」ではありません。「自分の顧客について知っている事
柄と今持っているツールで、顧客との約束を確実に果たすのに
役立つだろうか？」です。Manhattan 顧客エンゲージメントは、
顧客がいつ、どこで、どのように買い物をし、そしてブランド
についての意思疎通をしているか、そういったことを調べるこ
とができるよう設計されています。この技術では、日常会話な
ど体系化されていない洞察を、リアルタイムの顧客注文や取引
履歴、そして傾向データなどと組み合わせます。Manhattan 顧
客エンゲージメントには、「ブラックブック（調査書）」的な好み
や連絡先など、豊富なクライアンテリング機能のほか、予約管
理などもできるため、顧客の購買過程の要所でパーソナライズ
されたサービスを提供できるようになっています。Manhattan 

顧客エンゲージメントから提供される実用的な洞察により、 
小売業者は顧客のエクスペリエンスに関するストーリーを積極
的に読み取って、満足の行く結果を得られるよう、即時に調整
をすることができるようになります。

Manhattan 顧客エンゲージメントは Manhattan Active Omni

の一部として、そのスイートの他の部分と本質的に連動してい
ます。従って何か問題が発生したら、それは顧客の履歴に自動
的にハイライトされ、大きな問題になる前に是正することがで
きます。注文に顧客インテリジェンスを組み合わせた最初のそ
して唯一のツールであり、オムニチャネルでのショッピングにお
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特徴 + 機能
カスタマーサービス
– 高度なケース管理とエスカレーションフレームワークを使用 

して問題をすばやく解決
– カスタマーエンゲージメントツールを統合し、どんなデバイス

または OS にも展開可能に
– ソーシャルネットワークから情報収集・顧客との対話のため 

のコミュニケーション機能も完備
– 顧客の好みやエクスペリエンスを、注文と顧客情報システムに

自然に統合
– 注文マネジメントの予測通知を使って問題を検出し、ケースを

作成
– 生涯支出や購買傾向、ソーシャルインサイトの表示、また 

インテリジェントアラートなど
– 企業内チームの成績を一覧できる統合されたビューを使って

サービスを向上
– スタッフと顧客の間との、管理されたメールおよびテキスト通信
– ソーシャルチャネル全体を通じた顧客の意見の収集と 

対応そしてエンゲージ
– 顧客の過去のインタラクションや取引を、チャネル全体を 

通じた統合ビューとして表示
– かかってきた電話に対して自動的にロードされる顧客 

ダッシュボードなど、すぐ使えるテレフォニー統合
– メールやチャット、ソーシャルリクエストの受信と、その 

ネイティブなチャネルでの返信

CLIENTELING

– 店舗内のあらゆるタスクや予約、そしてルックブックを統合
ビューとして表示

– 店舗のアウトリーチや店内での顧客との対話を、顧客 
プロフィールや履歴、そして好みに応じて設定

– ハイタッチな顧客エンゲージメントのための個別の「調査書」
として活用

– 製品スタイルやコーディネート、セパレートを顧客の好みに 
合わせて整理

– 注文履歴や顧客ウィッシュリストを含む、チャネル全体を 
俯瞰する 360° の顧客ビューの表示

– 来店予約のスケジューリングや新商品に関するお知らせなど、
スタッフと顧客の間で電子的に連絡

– 通信チャネルに関わらず、すべての顧客インタラクションを 
ひとつの場所からアクセス

– お勧めの表示、メモ帳、顧客ノート機能
– 完全なチェックアウト機能が付いているので、あらゆる場所が

売り場に変身
– パーソナライズされた顧客別のショッピングと接客
– 推奨商品のパターン化、またはサードパーティの推奨 

エンジンとの統合
– デジタルカタログにインタラクティブなルックブックを 

活用して、顧客アウトリーチと来店を促進
– 顧客アポイントメントの作成と管理
– 店舗から顧客へのアウトバウンド・マーケティングのサポート
– ローカライズされた日付と時間、言語のサポート
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デジタルセルフサービスと会話型コマース
顧客は、場所を問わずに購入、返品、そして配送ができるの
であれば、同様に場所を問わずに返品、交換、そして問題解
決ができることを期待します。デジタルマーケットプレイスでは、
こういった「どこでも、そしてすべての場所で」のオプションを
提供するところが増えています。

ミレニアル世代や Z 世代の消費者がコマースで力を持つように
なっています。そして多くの場合彼らは、気に入ったブランドと
はデジタル的にエンゲージすることを好みます。小売業者にとっ
ては、セルフサービスはよくあるリクエストや質問に対応する
上で、大きな経費削減につながります。そういった効率化は、
小売業者が 220 万ドルも毎年平均で費やしている無駄なオンラ
インサービスのコストを削減するのに役だちます。

こういった状況の中、販売業者が顧客エクスペリエンス全体
を管理しやすくするため、マンハッタン・アソシエイツでは顧
客によるアクセスを増強すべく、Manhattan Digital Self-Service

と Manhattan Virtual Assistant Support で セ ルフ サ ービ スの
オプションを拡張しました。Manhattan Digital Self-Service は、
Manhattan Active Omni のプラットフォームから小売業者のデ
ジタル環境に向けて、リアルタイムに提供される機能です。この 
技術により、消費者は問い合わせや調整ができ、そして購買 
体験も瞬時にやり直すことができます。顧客からの問い合わせに
よる摩擦を減らせるだけでなく、多くの顧客が自分で処理したい
と思っているタスクに対する専用サポートを解放できるため、
コスト削減もできます。

ネイティブなバーチャルアシスタントのサポート技術によって、 
現在増大している会話型デバイスを使ったコマースを、小売業者
も活用できるようになります。これで、「アレクサ、私の注文は
どこ」と言う便利さが、顧客エンゲージメントにももたらされます。 
最初の音声登録から認証まで、全顧客エンゲージメントはマン
ハッタンにより管理されます。いったん接続されたら、顧客は商
品の返品や注文の取消ができるほか、カスタマーサポートに折
り返し電話するようリクエストすることもできます。消費者の購
買方法が進化するにつれ、ブランド側も同様に進化する必要
があるのです。マンハッタンは今後も、期待を超えたエクスペリ
エンスを提供するお手伝いをすると共に、顧客ロイヤルティと
価値を固定っし、カスタマーエクスペリエンスの真の管理を提
供し続けてゆきます。
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特徴 + 機能
– 設定可能なルック・アンド・フィールに 

よって、どんなブランドのデジタル 
エクスペリエンスにもマッチ

– 注文や発送の確認などのお知らせには、 
直接顧客宛のメールを生成

– テンプレートを使ってメールにブランディング
やレイアウトを素早く適用

– 購入後のエクスペリエンスは顧客自身に 
よってコントロールが可能

– ネイティブなプラグインによる、UPS や
FedEx などの主要キャリアのリアルタイム
追跡

– 返品処理の開始とラベル印刷機能
– 注文の店舗受取り時間帯の延長
– 商品交換の有効化
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POINT OF SALE

従来の POSシステムはオムニチャネル販売向けの設計にはなっ
ていないため、現代の小売環境に必要な広範囲な顧客中心型
機能を有していません。多くのレガシーシステムでは、ネットワー
ク在庫、オンラインと実店舗との複合注文、または店内プロモー
ションといったことに対する機能は十分とは言えません。逆に 
E コマースのプラットフォームでは、店内取引をサポートできる
ほど堅牢ではありません。Manhattan Active Omni なら、そう
いったことで妥協する必要は一切ありません。

実店舗ビジネスで効果的に競争優位性を保つには、 
店舗従業員が接客している顧客の想定する一歩先の 
サービス提供ができ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。そして、変遷を続ける店舗の 
デザインやフォーマットをはじめ、注文と決済タイプの新しい
組み合わせにも適応しなくてはなりません。つまり今では、店舗
システムの選択は技術的な決定だけではなく、ビジネス上の決定
になっているのです。

Manhattan Active Omni プ ラ ットフォ ーム の 一 部 で あ る
Manhattan Point of Sale (POS) は、店内や従来の Windows
端末、またモバイルの iOS や Android デバイスなど場所を問
わずに展開が可能で、しかもどのフォームファクタであっても同 
じように応答の早いインターフェイスが使用されています。マン
ハッタンの POS は、常設店も臨時店舗も、またハイタッチサー
ビスや大量販売もサポートしており、ビジネスの状況に応じて
最適な展開戦略を選択できるようになっています。また、グロー
バルネットワークの可用性にリアルタイムにアクセスできます。 
これで店舗スタッフは、カードを 1 回スワイプしてもらうチャンス、 
顧客に喜んでもらうチャンスを逃すこともなくなります。店は 
常にエンドレスアイルであり、そして顧客エンゲージメントも 
単一で簡単管理のソフトウェアで行われます。固定されたレジ
で使おうがモバイル機器で使おうが、簡単で直感的なソリュー
ションです。回復力のあるクラウド技術をベースに構築されて
いるため、ネットワークがダウンしても、Manhattan POS は 
オフライン操作で実行可能で、価格やプロモーションを含む 
完全な清算機能がサポートされています。

Manhattan POS は、Manhattan Active Omni のグローバルプ
ロモーション機能と価格設定機能（しかもローカライズされた
日付や言語そして消費税にも対応）を活用することで、市場や
地理的位置、チャネルまたは顧客別のオファーを店内で展開
できる環境をつくり出します。適切なオファーを適切な時に、 
非常に簡単に提供できます。
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台頭する 

機械とAI
ここ数年の間に、「人工知能」や「機械学習」など、まるで SF
に登場するような用語が一般的になりました。しかし、これら
の概念は特に新しいものではありません。「人工知能 (AI)」は、
1956 年のダートマス大学の夏季研究プロジェクトが始まりです。
ただし、それがサプライチェーンで使われるようになったのは
ごく最近です。

それは、ついこの間までは、人間の知恵や創造性、そして決
意さえあれば、サプライチェーンはどんな繁忙期も乗り越えら
れたからなのです。店舗のプロモーションと言えば、商品と店
舗の組み合わせ 1 組だけに限られていました。あるいは、輸送
の年間契約交渉も簡単でした。処理できる容量しか扱ってい
なかったためです。しかし、そんな時代は終わりました。

現代のサプライチェーンの速度と規模、オムニチャネルの影響、
そして利用可能な人的能力の減少により、現在のコマースと物流、
そしてフルフィルメントは、複雑な新しい現実に直面しています。 
その結果、テクノロジーの世界ではどこも AI を注目するよう
になり、その結果巨大な汎用インテリジェンスハブが作られ
るようになっています。マンハッタン・アソシエイツでは、それ
とは違うアプローチを取っています。機械学習は、マーケティ
ング戦略としてではなく、学習ツールと考えています。それは、
顧客に関する問題でかつては不可能と考えられていたようなこ
とでも解決させるために利用できる、強力な応用科学です。

応用機械学習を活用することで、 
今まで不可能だったことも可能になります。

マンハッタンが編成した深い知識と才能を持ったデータサイ
エンスのチームは、高等数学と機械学習利用の先駆者になっ
ています。そのようにして開発されたツールは、マンハッタン
のソリューションに組み込まれており、以下のような困難な問
題の解決に役立っています：納期を守りながら、同時に店舗
への影響を最低限に抑えて利益を最大化するための最適な
注文フルフィルメントの場所をリアルタイムに決定する。ある
いは、何百もの市場で数千ものプロモーションの組み合わせ
が同時進行している中で、単一の SKU に単一のプロモーショ
ンを実行した場合の影響を見極める、などです。コネクテッド・
コマースの速度とデジタルサプライチェーンが、不可能と思え
る問題を継続的に生み出して行く限り、マンハッタン・アソ
シエイツはサプライチェーンの科学に投資を続けて、そういっ
た問題に取り組み続けて行きます。
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店舗在庫とフルフィルメント
特徴 + 機能

在庫
– サイクル・カウント、無線 IC サポート、そして在庫サプライ

監査で在庫精度を確保
– 手持在庫と販売可能在庫、品質チェック待ち在庫、そして 

不良在庫などを仕分けるため、在庫処理コード構成で店舗内
在庫を表示および管理

– 製品レベルで、入荷予定日が決まっている発注済および 
移動中の在庫の受領予定を表示

– より高い精度での継続棚卸を管理そして調整 

– 店舗補充と、受取や在庫処理機能とを統合
– パッケージ単位での監査や、無チェック受領、そして間違った

店舗での受取などに対するサポートするとともに、品物、 
パッケージ、ケースまたは積荷単位で受領できるよう受領 
プロセスを合理化

– プルバックや転送処理を用いて、シーズン末の在庫返品や 
リバランスを管理

– リバランスとベンダー返品のため、在庫の店舗転送処理を 
特別に開始する機能

フルフィルメント
– フルフィルメントと業績そしてリスクに対するローカライズさ

れた洞察を基に、店舗内のユーザーエクスペリエンスと 
フルフィルメント活動をコントロール

– 店舗内フルフィルメントのダッシュボードによる作業量の 
可視化と、プッシュ通知による店員へのアラート、そして 
店舗内フルフィルメントの停滞数のリアルタイム表示

– 最も優先順位の高い注文や配送を自動的に特定することで、
店舗フルフィルメント作業負荷を管理し危険な状態にある 
注文を識別

– 注文とバッチ、チーム単位の集品とスロット集品を使い、 
店舗オペレーションやプロセス、そしてレイアウトに基づいて
集品を最適化
> 複数の部署とスタッフの間で注文を分配
> スロット集品で仕分けを回避
> 店舗レイアウトに基づいて集品経路を最適化し、流れを誘導
> 最適化された集品経路が無線 ICデータにより導かれるため、

集品が迅速化
– ステージングや注文検索、顧客照合、そして商品受け取り 

証明のための受領サインのキャプチャーなどで、店舗受け 
取りを管理

– 期限が過ぎた注文受取を識別し特定することで放棄された 
注文を管理し、在庫を店舗フロアに戻す

– 期限切れが迫った注文受取を識別し、積極的に顧客に連絡
して受取日を延期

– 追加設定なしで主要な宅配便会社とすぐ統合で切る機能を
使って、メインテナンスの必要なく運賃比較、配送処理、 
そして貨物追跡が可能

– 特殊製品や個別リクエスト、そして製品固有のタスクなどの
ための、詳細指示による集品と荷造り

– ネイティブなプリントサービスを使用した印刷と再印刷機能
– Site-to-store 注文の受領とステージングそして受け取りを 

可能にする機能

従来の小売店の在庫の信用度は、一般的に言って高くありません。 
商品に頻繁に触れるため、典型的な店舗の在庫精度は 70 パー
セント程度でした。これはオムニチャンネルでのフルフィルメン
トによるプレッシャーがかかる前のことです。顧客が商品をオン
ラインで購入し、そして店舗で受取できると約束されたのなら、
その商品は必ずその店舗に在庫としてあり、かつその顧客の
ために確保されている必要があります。もし用意できなければ、
その売上は失敗であるだけでなく、多くの場合その顧客自体も
失うことになるでしょう。デジタル処理が関わるコマースのタッ
チポイントとして店舗ネットワークを活性化することは、優れた
オムニチャネルのエクスペリエンスを提供するためには最重要
の事項になっています。

Manhattan 店舗在庫管理は、在庫精度を確実にし、そして品
切れのリスクと店内補充の手続きを減らすことによって、結果
的に販売を促進します。店員のためにマンハッタンにより特別に
設計されたモバイル用の受領・在庫管理の機能を用いることで、
積荷やケース、カートンまたは品物ごとの取り扱いであれ、店舗
在庫補充や site-to-store 注文、プルバックや転送などのプロセ
スが簡単になります。

在庫精度が業務上の最重要事項の場合は、簡単で単刀直入な
在庫管理とフルフィルメント活動はそれに次ぐ重要度になるで
しょう。オムニチャネルのコマース戦略により、店員の責任は拡
大されました。店員は、卓越した販売とサービスを提供しながら、
同時にオンライン注文の店舗受け取りや、店舗からの配送また
は店舗への配送などへの期待に応えなければなりません。

Manhattan 店舗注文フルフィルメントは、あらゆるフォームファ
クターやオペレーティングシステムでも実行できるよう設計され
た反応の速い単一のインターフェース上に、ガイド付きのコント
ロールが提供されます。専用のオペレーションとカスタマーサー
ビスチームがあるような大きな店舗でも、または店員が業務を
掛け持ちしているような小さなお店であっても、どちらにも対
応できる理想的なシステムです。堅牢な集品や荷造り、店舗か
らの配送、または店舗での受取り、どれもが使いやすいモバ
イルインターフェイス内で実行できます。店内のフルフィルメント
情報や各種アクティビティとプロセスにリアルタイムにアクセス
できるため、顧客満足を確保しながら効率の良い店舗フルフィ
ルメントが可能になります。

Manhattan 店舗在庫とフルフィルメントは、ネイティブな無線
IC サポートを特徴とする一般的な IoT フレームワークを活用す
ることで、店舗の業績をさらに向上させます。オーバーヘッドや
ハンドヘルドの無線 IC スキャニング技術を利用し、より高い店
舗在庫の精度を活用することにより、マンハッタンは販売でき
る製品の数量を増やし、店舗からのフルフィルメントの失敗を
減らし、そして店舗内で集品中の店員の生産性を向上させます。
この技術は、店員が顧客の求める商品を素早く探すのにも役
立ちます。
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「 Manhattan 店舗在庫とフルフィルメントに
よって、スタッフがバックルーム作業に費やす
時間は削減され、在庫の精度も高まりました。
それにより店内のカスタマーエクスペリエンス
も店舗売上も向上し、オンライン注文の店舗 
受取りや、店舗からの配送といった次の 
ステージへの環境も整います。」
– LAMPS PLUS 社
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