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プロバイダーのスムーズな
切り替えを実現
Silverpop への切り替えに関する 5 つの必須知識

ハイライト
•

2,000 社以上のお客様に対し、他のプロ
バイダーからの切り替えを支援

•

オンボーディング・プログラムにより、
御社とそのチームを 30 日以内に迅速に
移行

•

トレーニング・オプションにより、マー
ケティング・チームは自社に合った移行
パスを選択することが可能

•

専用機能により、Silverpop にコンテン
ツを容易に移行

マーケティング・テクノロジー・プロバイダーをお探しですか。そ
の場合は、現在のプロバイダーから移行するには、厳密にどのよう
な作業が必要なのかとお考えでしょう。どのくらい時間がかかるの
か、どのような手順が必要なのか、移行の完了までにどれだけの手
間がかかるのか、といったことを心配されているはずです。
Silverpop は現在、2,000 社以上のお客様と協働しており、これらのお
客様が提供しているブランドの総数は 5,000 を超えますが、ほぼす
べてが他社から Silverpop に移行されたお客様です。Silverpop は 12
年以上に及ぶ実績からあらゆる事例を経験しており、プロセスをで
きるだけスムーズに面倒なく遂行するために、移行の各ステップを
確実に予測し、先見的に対処し、管理する方法を培ってきました。
皆様にはぜひ質問したいことが 1 つか 2 つあると思います。ここで
は移行プロセス全体について詳述する代わりに、よくお問い合わせ
いただく 5 つの質問とその回答を以下に示します。これらに目を通
して、移行プロセスをストレスのない簡単な作業にする Silverpop
の計画とプロセスを、ぜひお知りになってください。
1 時間:「プロバイダーの切り替えには時間がかかるのではないかと
心配です」
弊社は、2,000 社以上のお客様に対し、他のプロバイダーから
Silverpop に移行するお手伝いをしてきました。効果的に構成された
実証済みのクライアント・オンボーディング・プロセスにより、
Silverpop のお客様の大部分は、30 日以内に移行を完了して
Silverpop の利用を開始しています。実際には、移行の準備が整った
お客様の大半は、2 週間でビジネスを開始できます。さらに良いの
は、Silverpop の場合、30 日間のプロビジョニング期間を設けてい
ることです。そのため、移行後に物事をスムーズに進めるための時
間が十分にあるので安心です。
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「マーケティング業務には、他のシステムとの統合が重要」
ここでも、Silverpop は多面的なアプローチをとって、重要
なシステムを Silverpop と素早く簡単に再統合できるよう
にします。
a) 統合をパッケージ化: CRM と Web アナリティクスの統
合はお客様から高い評価をいただいているため、できるだ
けスムーズに行えるようにしました。価格は固定で、作業
範囲も明確に定まっています。弊社はこれらの統合作業を
数多くこなしており、1 週間で立ち上げて使用可能な状態
にすることができます。人気の高いパッケージには、
Coremetrics®、Salesforce. com、Microsoft
Dynamics、Adobe Analytics、Webtrends などがあります。
b) API: API に詳しい人が社内にいる場合は、実質的にど
のシステムともニーズに合わせた方法で簡単に統合でき
ます。Silverpop の API ライブラリーを使用すると、
XML または Web サービス形式の柔軟な方法で実質的に
どのシステムとも簡単に統合できます。さらに、「スイッ
チをオンにする」前に、すべてが正常に動作するかどうか
を確認するためのわかりやすいドキュメントとテスト・
ハーネスも用意しています。

図 1: オンライン・リソースにより、オンボーディング・プロセスをガイド

「Web フォームは当社 Web サイトでホストされているの
で、新しいプロバイダーとの統合に不安を感じます」
前述のインポート・ウィザードを使用すれば、これらの
Web フォームを Engage に取り込み、各フィールドを
Engage データベースに対応付けてから、HTML コードを
Engage からコピーし、実質的にどこでもフォームをホス
トできます。送信されたフォームにより、すべての関連デ
ータが Engage に送られます。やはり、この上なくシンプ
ルなプロセスです。

c) カスタム統合: パッケージされた統合の内容とは少し異
なる統合が必要な場合でも、ご安心ください。弊社のカ
スタム統合サービス・チームはさまざまな経験を積んで
います。ニーズをすぐに評価して、カスタム統合を設計
できます。何でもお任せください。
2 コンテンツ:「移行の必要なコンテンツ* がたくさんあり
ます」 (*メール・テンプレート、ランディング・ページ、Web フォームなど)

「自動キャンペーンを多数作成したので、新しいシステム
で作成し直さなければならないのかと思うと心配です」

Silverpop にコンテンツを移すのはとても簡単です。
IBM® Silverpop® Engage では、メール・テンプレート用
HTML コンテンツの .zip ファイルをインポートできま
す。つまり、ファイルを 1 つアップロードするだけで、
メール・テンプレートの各コンポーネントを Engage
にロードし、すぐに使用できます。ランディング・ページ
も同様です。実質的に Engage の他にどのツールでも設計
でき、1 つの .zip ファイルをインポートするだけで、ラン
ディング・ページ全体をすぐに使用できます。

Silverpop の Programs 機能を使用すると、自動キャンペー
ンを容易に作成できます。ドラッグアンドドロップ式イン
ターフェースで、マルチトラック・プログラムを簡単に考
案、作成できます。また、プログラムを通して、事実上す
べての時点のユーザーの動きを簡単にレポートできます。
それでも、既存のキャンペーンを Silverpop で運用できる
かどうか不安な場合は、弊社の製品コンサルタントがプロ
グラムの作成方法を指導します。また、ご要望があれば、
御社の代わりにプログラムを作成します。

Web フォームの移行はもっと簡単です。Web フォーム・
インポート・ウィザードを使用すれば、Web フォーム用
HTML をインポートし、Silverpop のユーザー・インター
フェース内から直接、Engage データベースに各入力フィ
ールドを簡単に対応付けることができます。さまざまな場
所にある Web フォームをほんのわずかな時間で Engage に
直接移行できます。
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3 トレーニング:「当社のチームはすでに現在のアプリケー
ションに馴染んでいます。Silverpop に慣れるにはかなりの
学習が必要でしょう」

「当社には、Silverpop に段階的に移行する必要のある部門
が複数あり、関係者全員と作業を調整することに不安を感
じています」

Silverpop は直感的なユーザー・インターフェースのおかげ
で、毎日新しいお客様を獲得しています。その上、弊社の
トレーニング部門では、毎月 100 時間以上のライブ講習を
提供しています。また、トレーニング・クラスに対する調
査を絶えず行って受講者の満足度を測定しており、講師は
常に高い評価を受けています。さらに、特定の機能につい
て「今この瞬間」に学習する必要が生じた場合でも、講習
の大半はオンデマンドの Web ベース・トレーニング形式
で提供されています。最後に、アプリケーション全体で簡
単にアクセスできるオンライン・ヘルプがあります。つま
り、弊社のお客様は極めて操作の簡単なアプリケーション
を使用し、Silverpop の強力な機能をすべて最大限に活用す
るためのトレーニングを常に利用できるのです。

Engage には、最大規模の最も複雑な企業でもサポートで
きるパワーとスケールがあります。一部の大企業には非常
に複雑な組織がありますが、Silverpop にはまさにそのため
のエキスパートがいます。Silverpop のインテグレーショ
ン・コンサルタントは長年にわたって、ビジネス・ニーズ
を理解し、それぞれのニーズを満たして各組織がスムーズ
でタイムリーな移行を達成できるように支援する移行プラ
ンを作成、管理してきました。

「計画がどんなに優れていても、ほとんどの場合、障害が
発生します」
Silverpop を導入して 3 日目のお客様も 3 年目のお客様
も、問題に遭遇された場合は、高い評価を得ている弊社の
24 時間 7 日間体制のサポートを昼夜を問わずご利用いただ
けます。全サポート案件の約 40 パーセントが 2 営業時間
内に解決しており、お客様サポート調査においては、弊社
の担当者は問題解決能力と優れたサービス提供能力で非常
に高いスコアを常に得ています。

4メールの到達率: 「ホワイトリスト登録は手間のかかるプ
ロセスで、プロバイダーを変えたせいでメールの到達率を
下げたくありません」
確かに、新しい IP アドレスを取得すると、ホワイトリス
ト登録が必要になる場合がありますが、心配は無用です。
Silverpop はホワイトリスト登録について熟知しています。
最初にかけるウェルカム・コールの際、Silverpop の担当者
が各 ISP のさまざまなホワイトリスト登録要件についてお
話し、Silverpop 側で対処するプロセスとお客様が実行する
必要のあるステップを説明します。

IBM 社の一員である Silverpop について
IBM 社の一員である Silverpop は、メール・マーケティン
グおよびリード管理ソリューションを提供するクラウドベ
ースのデジタル・マーケティング・プロバイダーです。
Silverpop Engage は、さまざまな情報源から集めた顧客デ
ータや個人行動に関する情報を利用して、パーソナライズ
されたやり取りをリアルタイムで伝達し、推進します。顧
客に関する行動ベースの深い知見と直感的なエンゲージメ
ント・エンジンを提供することで、オムニチャネル・マー
ケティングの複雑さを軽減し、購入プロセス全体で卓越し
た顧客体験を実現します。IBM の統合マーケティング・ポ
ートフォリオの一員である Sliverpop は、より適切な 1 対
1 のやり取りによって、見込み客をロイヤルな顧客に転換
します。世界中の 5,000 以上のブランドが Silverpop に信
頼を寄せています。詳細については、次の Web サイトを
ご覧ください: silverpop.com

専門のメール配信部門はホワイトリスト登録をよく理解し
ています。このチームのエキスパートは全員、ISP と緊密
な関係を築いており、特にメール到達率について長年の経
験を積んでいます。ほとんどの場合、ユーザーが気付かな
いうちに問題をトラブルシューティングして解決してしま
うでしょう。
5 リソースの制限:「担当者は自分一人しかいませんが、移
行を完了するには誰かの助けが絶対に必要です」
わかります。そのような状況は珍しいことではありませ
ん。だからこそ、Silverpop では、新しいお客様に弊社のオ
ンボーディイング・プログラムの 1 つを利用することをお
勧めしています。これらのプログラムでは、Silverpop のエ
キスパートを御社の担当に割り当てて、Engage プラット
フォームへの移行プロセスをガイドし、プログラムを開
始、運用するお手伝いをいたします。これらのエキスパー
トは、アカウント・マネージャーでもあり、製品コンサル
タントでもあります。御社と連携してビジネス目標を理解
し、Engage をニーズに合わせて確実に設定、構成できる
ように支援します。パッケージは 30 日または 90 日間の追
加ガイダンスとして提供されています。

詳細情報
IBM Silverpop の詳細については、日本 IBM 営業担当員ま
たは IBM ビジネス・パートナーにお問い合わせいただく
か、次の Web サイトをご覧ください:
ibm.com/software/marketing-solutions
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