
エンタープライズカスタマーサクセス

（CS）の調査と展望 Part2 
～顧客は何に対して価値を感じるか？～
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今日のエンタープライズテクノロジー領域の事

業環境は、サブスクリプションおよび「as-a-

service」型のビジネスモデル（以降、本レポート

ではサブスクリプションと呼ぶ）への移行により

複雑化している。顧客は、サービスへのアクセス、

利用、支払いを柔軟に実施できるようになり、

製品や顧客体験に満足していなければ、比較

的容易にテクノロジー企業を切り替えることがで

きるようになった。また市場環境では、新たに台

頭したBITC（Born-in-the-Cloud）企業もエ

ンタープライズ領域に参入しており、かつてない程

に競争が激化している。エンタープライズ領域に

おける新たな流れにより、テクノロジー企業は、顧

客が得る成果（Outcome）と顧客価値

（Customer Value）の向上にますます注力す

るようになった。

最近までのエンタープライズ領域では、テクノロ

ジーソリューションの選択肢が少なく、スイッチン

グ・コストが高いという制約を受けていたことに加

え、ソリューションから得られる価値が低く見積も

られていた。そのためテクノロジー企業は、 「必要

十分な」 製品を作り出し、顧客に購入を促すこ

とのみが求められた。しかし今日の顧客は、テク

ノロジー企業に対して異った期待を抱いており、

効果的な製品にアクセスできるだけでなく、購入

から導入・定着、契約更新に至るソリューション

ライフサイクルにおいて、総合的なサービス提供と

動的な関与を求めている。

顧客の期待の高まりに対応するために、ほと

んどのテクノロジー企業が、 カスタマーサクセス

(CS) イニシアティブに取り組み始めたことは驚くこ

とではない。これは、従来のサポートや、トレーニ

ングサービスの枠を超えて、独自の顧客体験およ

び顧客が希望する成果を提供することを可能と

する体系化したサービスである

Deloitteが発表した 「エンタープライズカスタ

マーサクセス（CS）の調査と展望 」 のパート1で

は、テクノロジー企業の視点から、組織内におけ

るCS機能の立ち上げ、組織化の方法、顧客や

テクノロジー企業の組織に与える影響、直面して

いる共通の課題など、CSに関するいくつかの重

要なトピックについて説明した。

本調査では、顧客視点からCSイニシアティブ

について検討する。テクノロジー企業の顧客企業

に所属している上級幹部300人以上を対象に

調査を行い、最前線で提供しているCSイニシア

ティブについての視点を得ることで、新たな顧客

ニーズと嗜好を理解し、これらのサービスがビジネ

スの成果に与える影響を調査した。この調査プ

ロセスより、テクノロジー企業のCSリーダーが、顧

客にさらなる価値をもたらすために何をすべきか

を概説した。

はじめに
テクノロジー導入企業の高まる期待の分析
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デロイトは、カスタマーサクセス (CS) サービスについて、世界中の主要な6つの業界を対象に300人以上のテクノロジーソリュー

ションを利用している企業に対して初の調査を実施した。この調査は、組織が受けるCSサービスを調査し、その効果について

評価すると共に、満たされていないニーズと新たに出現しつつある嗜好への理解を深めることを目的としている。

主な調査結果は以下

• CSサービスの普及率は上昇している：

各CSサービス(導入支援（onboarding）、CS計画支援（success planning）、適応・熟達支援（adoption）、利用

最適化支援（usage optimization）、優良顧客支援（advanced customer）)は、購入、導入、利用、更新の各段

階で、回答者の50%以上に提供されている。

• しかしながら、顧客への提供価値や成果は本当の意味で最大化されていない：

現在提供されているサービスレベルに満足している顧客はわずか3分の1である。また、90%の顧客がビジネスの目標と目

的についてテクノロジー企業と話し合っているにもかかわらず、約50%の顧客は、購入した製品では部分的にしか期待した

成果をもたらしていないと答えている。

• 適応・熟達支援及び利用最適化支援が最も価値のあるCSサービスである：

回答者の半数以上が、これらのサービスが製品の継続的かつ広範な利用を促進するために不可欠であり、より迅速な

価値の実現を可能にすると答えている。また約50%がこれらのサービスに対して支払意思があると答えている。

• 顧客は、一貫したサービス提供と継続的な関与のために、購買前～購買後迄の全フェーズでCSの関与を求めている：

‐ 顧客の90%が、ビジネスケースを定義し、潜在的なソリューションのROIを評価するために、購買前の段階でCSの関与

を求めている。しかしながら実際には、テクノロジー企業から構造化された購買前のサービスを受けているのは、わずか

20%に留まっている。

‐ 約80%の顧客は、テクノロジ企業のテクニカルサポートに依存している。しかしながら、そのサービスに対して61%は「あま

り満足していない」と回答している。問題を積極的に解決し、製品ロードマップを顧客ニーズに合わせるためには、CS

チームの関与拡大が求められている。

• 顧客の信頼と支持を得るためには、価値を追跡、実証するための確立された仕組みが必要である：

現在、テクノロジー企業を信頼できるアドバイザと考えている顧客は、わずか25%に過ぎない。調査結果の詳細を見ると、

顧客と定期的なレビューを行い、顧客の価値を追跡する手助けをしているCSチームは、信頼されて顧客の支持を得る可

能性が2倍高いことがわかった。

エグゼクティブサマリ
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この調査は、テクノロジー企業内のカスタマーサクセス

担当者 (または同等の役割の担当者) と定期的にやり

取りするテクノロジーソリューションの購入者を対象として

いる。

今回の調査では、幅広いトピックについて調査するた

めに、IT部門、またはテクノロジーソリューションの購入を

決定する立場にある300人以上に対し、CSサービスに関

する見解と経験、実現した価値、ベスト・プラクティスに

関して質問を行った。

回答者は、複数の地域、売上高、業界にまたがって

おり、調査対象となったリーダーの25%以上が、年間売

上高100億ドル以上の企業に所属していた（図1-3）。

また、テクノロジー企業が提供するさまざまなビジネスモデ

ルを考慮するため、サブスクリプション契約と非サブスク

リプション契約の両方を利用する顧客から情報を収集

した（図4）。

73%

4%

16%

7%
22%

18%

10%

25%

13%

5%
6%

図1 地域別の回答者 図2 業種別の回答者

アメリカ

南北アメリカ(アメリカ合衆国を除く)

ヨーロッパ 中東 アフリカ

アジア太平洋

銀行および金融サービス

ヘルスケア・ライフサイエンス

小売業・電子商取引

テクノロジー・通信・メディア

コンシューマー・産業機器

エネルギー・資源

その他

図3 調査回答者に占める年間組織収益の割合 (米ドル)

13% 14% 47% 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

$200-500M $501M-1B $1.1B-10B >$10B

15% 50% 25% 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図4 サブスクリプションモデルに対する全体的なテクノロジー支出の割合

<20% 20%-40% 41-70% >70%

調査方法
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顧客の期待に応える新サービスの導入により、カスタマーサクセス機能

は飛躍的に進化している。しかしながら、この調査では、テクノロジー企業

には、総合的な顧客体験を向上させ、顧客提供価値を最大化するた

めのサービス設計とデリバリーに関して改善余地があることが示されている。

この調査から得られた重要なポイントは以下の通り。

• カスタマーサクセス（CS）はますます主流になりつつあり、回答者の

少なくとも50%に対して以下5つの主要なCSサービスが提供されている。

• 導入支援：onboarding

• CS計画支援：success planning

• 適応・熟達支援：adoption

• 利用最適化支援：usage optimization

• 優良顧客支援：advanced customer

• 回答者のほぼ全員が、ビジネス価値が組織の最優先事項であること

に同意している。

• 顧客の約40%は、ビジネスの成果と価値実現に向けた製品導入と利

用を成功させるためには、CSサービスは 「非常に重要」または 「重要」

であると考えている。

• 調査対象の顧客の半数以上が、価値実現を支援するCSサービスに

対して支払意欲があると回答している。

しかしながら...

• 既存のサービスに対する顧客満足度は低く、CSサービスに 「非常に満

足」または 「満足」と回答した顧客は平均して約30%に過ぎない。

• 顧客に提供される価値を積極的に測定して追跡しているテクノロジー

企業は60%に過ぎず、顧客の期待する価値を満たしているテクノロ

ジー企業はさらに少数である。

• テクノロジー企業を無条件に信頼し、支持したいと考えている顧客は

ごく一部に過ぎない。当然のことながら、カスタマーサクセスマネージャー

（CSM）が積極的かつ頻繁に関与する顧客はこのような顧客である。

価値の実現は

顧客の頭の中にある
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従来、ソリューションによってもたらされる価値

を測定することは、非常に主観的であり顧客の

認識に基づいていた。そのためテクノロジー企業

は、顧客に対して「その製品の性能を評価して

いるか」や「価格に見合う、もしくはそれを上回わ

る利益を感じているか」といった従来の質問をし

ていた。

しかしながら、顧客データがユビキタスになり、

デジタル化されたプロセスや遠隔計測により透

明性が向上した時代において、顧客価値を測

定するために知覚価値だけに頼るのは不十分で

ある。顧客価値の測定は、より客観的であり、

テクノロジープロバイダが提供する製品やサービス

により最大の利益をもたらす顧客の能力に根差

したものでなければならない。

デロイトは、CSによってもたらされる価値をより

効果的に測定するために、顧客に提供する価

値をビジネス価値、顧客体験価値、パフォーマン

ス価値の3つの柱に大別した。（図5）。

• ビジネス価値 (BV) ：

定量化可能なビジネス上の成果（総所有

コスト（TCO）の削減、収益の増加、運用

効率の向上など）を達成し、ソリューション

への投資を正当化するために役立つ、テクノ

ロジー企業のソリューションから得られる価値。

• 顧客体験価値 (EV)：

購買前後の様々なタッチポイントやインタラ

クションにおいて、提供される顧客体験の質、

ビジネスのしやすさ、確立される関係性の深

さから得られる価値。この値は、NPS/CSATス

コア、顧客紹介の数、更新率の増加などの

指標に反映される。

• パフォーマンス価値 (PV) ：

製品の品質、機能の有用性、ソリューション

の互換性、UI/UX、問題/エラー/バグのない

中断されない使用感などの観点から得られ

る価値。ダウンタイムの短縮、発生した不具

合の数、顧客のフィードバックに基づいて組

み込まれた新機能の数などがパフォーマンス

価値の指標となる。

この調査を通じて、デロイトは3つの価値につい

て、それぞれ顧客のニーズ、期待、満足度に関

する情報を収集した。

ビジネス価値

顧客はビジネス価値を

実現できているか？

図5 提供される顧客価値を測定する3つの柱

顧客体験価値

顧客にとって我々とのビジネスが

どれだけ行いやすいか？

パフォーマンス価値

製品が約束された通りの

役割を果たしているか？

提供される顧客価値

「価値」の定義
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ビジネス価値は、テクノロジー企業が測定可

能なビジネス目標を推進し、より高い投資収益

率を実現するための能力に焦点を当てている。

概要

調査対象となった顧客の90%が、ソリューショ

ンの購入前または購入直後に、テクノロジー企

業と要件やビジネス目標について話し合っている

と回答している。しかし、調査対象となった顧客

の50%近くが、ソリューション導入後に、望んでい

たビジネス上の成果を完全には得られていない

と回答している。

CSサービスはビジネス価値実現を支援する

今日の顧客は、テクノロジー企業から幅広い

CSサービスが提供されており、主要なCSサービス

として、導入支援（onboarding）、CS計画支

援（success planning）、適応・熟達支援

（adoption）、利用最適化支援（usage 

optimization）、優良顧客支援（advanced 

customer）の5つがある（図6) 。

調査結果によると、主要なCSサービスはそれ

ぞれ50%以上の回答者に提供されている。

導入支援は最も広く受け入れられているCS

サービスであり、回答者の4分の3近くが導入支

援を受け、30%以上が追加料金なしでサービス

を受けている。これらのサービスをテクノロジー企業

が重視しているのは、ポストセールスチームが顧客

と関係性を構築するための最初のプラットフォー

ムとして提供しているという事実に起因する。適

切に実行されれば、これらのサービスは、顧客と

長期的な関係性を構築するための窓口と追加

の製品やサービスをアップセル/クロスセルする機

会を確立することができる。

図6 CSサービスを提供していると回答した割合

導入支援 CS計画支援 適応・熟達支援 利用最適化支援 優良顧客支援

74% 51% 61% 58% 66%

ビジネス価値:

顧客は優れたビジネス成果

を実現するサービスに対し、

支払意思がある
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回答者の大多数は、適応・熟達支援、利用

最適化支援がビジネス成果に最も大きな影響

を与えると回答している（図7）。この調査結

果は、様々な業界および利用モデルで一貫して

いた。導入支援は、顧客に製品と主要な機能

を理解してもらうための重要なサービスである。一

方で、製品を継続的にかつ広範囲な利用を促

進するためには、主要ユーザーグループの適応・

熟達度合いを測定・追跡することが重要である。

また利用を最適化するための支援は、顧客のビ

ジネス価値をより早く実現する手助けとなる。

しかしながら、顧客は適応・熟達支援、利用

最適化支援が望んだ成果を達成する鍵である

と考えているにもかかわらず、顧客の目標達成

に向けたCSサービスの有効性に満足しているとい

う顧客は3分の1未満である（図8）。

複数のサイロ化されたサービスチームでは、各

チームで異なる目標を持ち、組織全体に顧客中

心主義が浸透していない。そのため、多くの場

合で顧客が望む成果をもたらすためのカスタマイ

ズがされていない定型的なサービスを提供してい

る。顧客のライフサイクルに関与するすべてのチー

ムは、顧客への提供価値と成果を最大化する

ために、顧客ニーズと要望に対する共通認識を

持ち、目標や目的を統一する必要がある。

導入支援 適応・熟達支援 利用最適化支援 優良顧客支援

図7 CSサービスがビジネス成果に影響を与えると考える回答企業の割合

26% 63% 55% 37%
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50%近くの顧客が、適応・熟達支援、利用最適化

支援のサービスなど、ビジネスの成果を実現するために不

可欠な高品質なサービスには支払意欲があると回答し

ている（図9）。しかし、チェンジマネジメントを促進する

などの専門的なサービスについては、顧客の受容度が低

い傾向にあり、顧客の3分の1近くが、そのサービスを望ん

でいない、または支払意思はないと答えている。チェンジ

マネジメントサービスが、組織内での製品の定着と利用

を促進するための重要な手段であるにも関わらず、サー

ビスの評判が良くないのは、顧客がテクノロジー企業には

これらの分野の専門知識が不足していると考えており、

社内もしくは他のコンサルティングサービス企業からサービ

ス提供をうけることが選択肢にあるためだと思われる。

図8 適応段階・最適化段階のサービスに満足している回答者の割合

図9 CSサービスに対する支払意思のある回答者の割合

適応・熟達支援 利用最適化支援

適応・熟達支援 利用最適化支援

31%

47% 48%

29%
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顧客は購買前からCSサービスを求めている

現在、ほとんどのCSサービスは購買後の活動

に重点が置かれているが、顧客の90%は、購買

前にビジネスケースを定義し、ソリューションから得

られる潜在的なROIを評価するために、購買前

からCSサポートを求めている。

しかしながら、購買前の支援が顧客にとって

重要であるにも関わらず、購買前にCSMと話を

したと回答した顧客は半数に過ぎず、購買前に

CSサービスを受けたのはわずか20%のみである。

また購買前のCSサービスを受けた上で、購買前

のCSサービスが十分であり、より良いビジネス成

果の実現に役立ったと考えている顧客は20%に

満たない（図10）。

上記の調査データは、購買前の活動、特にソ

リューション評価と意思決定プロセスにおける顧

客のサポートに重点を置いたCSが欠如しているこ

とを示している。

購買前のCSが欠如している理由は、販売契

約を結ぶという目先の目標に焦点を当てた取り

組みが、顧客価値を最大化し顧客の成功に貢

献するというCSの基本理念と合致しないことに

起因している可能性がある。

この点において、CSMが、購買前と購買後の

CSサービスを結びつけ、顧客が購買する前に約

束した価値を実現することで、顧客に差別化さ

れた価値を提供する機会が存在している。

90%

54%

20%

図10 購入前段階におけるCSの関与

90%の顧客が購買前プロセス

におけるCSの関与

購買前段階でCSMと相互にやり

取りすると回答したのは54%のみである

確立された購買前段階のCSサービスを

受けていると回答した割合はわずか20%
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顧客視点からはサブスクリプションと永久ライセ

ンスの差異はなくなりつつある

サブスクリプションと永久ライセンス（無期限

使用のライセンス）の顧客において、CSサービス

のニーズは縮まっており、CSサービスの利用率の

差は10%未満である。興味深いことに、永久ラ

イセンスの顧客の方がサブスクリプション顧客に

比べCSサービスにお金を払う傾向があり、特に適

応・熟達支援、利用最適化支援のサービスに

対して支払意欲がある永久ライセンス顧客は、

サブスクリプション顧客より12%以上多く見られ

た。この支払意欲の高まりは、利用方法の最適

化等のサービスを製品の利用期間を通じて長期

的にテクノロジー企業からサポートしてもらいたい

という顧客の潜在的ニーズに起因している。

またテクノロジー企業が、サブスクリプション及

び永久ライセンスモデルの両方の利用形態を設

計・提供していることは、両方の顧客と長期的

な顧客関係性を構築していくことに関心がある

ことを示している。
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顧客体験価値は、テクノロジー企業と顧客と

の関係の質に焦点を当てる。これらの関係は、ラ

イフサイクル全体にわたる、人間とデジタルの相

互作用、やり取り、およびビジネス行為によって

得られる総合的な体験によって形成される。

概要

調査対象となった顧客のうち、テクノロジー企

業を信頼できるアドバイザーと考え、不安なく支

持すると答えたのはわずか4分の1だった。テクノロ

ジー企業のカスタマーサクセスマネージャー

（CSM）は、成果重視のサービスを提供するだ

けでなく、購買前後の活動において、迅速かつ

能動的な関係性を重視し、一貫性のある顧客

体験とテクノロジー企業に対する総合的な満足

度を高める必要がある。

能動的な価値の追跡は、満足度、信頼度、支

持を増大させる

CSMの支援を受けてソリューションの価値をト

ラッキングしている顧客の満足度（～66%）は、

自らトラッキングしている顧客（～40%）よりも

明らかに高かった。また価値を能動的にトラッキ

ングせず、ソリューションが提供している価値のみ

に依存している顧客の満足度はさらに低い結果

であった(36%)。これらの結果は、適切なサポート

がない場合、顧客がソリューションを過小評価す

る傾向があることを示している（図11）

顧客は、価値を示す指標に確信が持てない、

もしくは、指標をどこで取得し、どのように追跡す

るかがわからないために、ソリューションを過小評

価している可能性がある。

図11 実現されたビジネス価値に満足している顧客の割合

テクノロジー企業がソリューションの価値を

トラッキングしている顧客66%

40%

36%

自らソリューションの価値を

トラッキングしている顧客

価値をトラッキングしていない顧客

顧客体験価値:
CSMは顧客体験と顧客支持を
形成する
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この調査では、ビジネスの成果とソリューション

が提供する価値のトラッキングについて、定期的

なフィードバックを実施したCSMの方が、無条件

に支持する顧客が多いことが示された。

定期的なフィードバックを実施していないCSMの

顧客と比較して、支持者になるだけに留まらず、

より強いCSサービスへの信頼と潜在的な収益の

増加の可能性を示した（図12）。

図12 継続的な関与が顧客の信頼、支持、潜在的な収益の可能性に与える影響

顧客支持26%

58%

81%

12%

41%

76%

CSサービスへの信頼

プロバイダのソリューションと

サービスを無条件に支持

CSMが信頼できる

アドバイザであることに同意

テクノロジー企業の

ソリューションへの支出を

増やす予定がある

72%
定期的なビジネスレビュー

により顧客を支援

収益の向上

顧客支持

全体の72% 残り28%
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より深い製品知識とより多くの直接的な関係性が差別化要素となる

顧客は、購買前後にCSMとやり取りすることが、全体的な顧客体験に影響を与える重要な役割を果たすということに言及しており、4分の3近くの顧

客が、製品に関する深い知識と顧客のビジネスニーズを正しく理解していることが、最も重要なCSMの特性であると回答している。

また、60%近くの顧客は、ビデオ会議や電話、電子メールよりも、CSMとの対面での会議を好むと回答しており、人間関係が全体的な顧客体験の向

上に大きな影響を与えている（図13）。

62% 74%

図13 CSMの期待

顧客は、電話や電子メール

よりも、CSMとの対面での

会議を好む

顧客は、CSMの深い製品

理解が成功を実現するため

に不可欠と考えている
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パフォーマンス価値は、使いやすさ、安定性、

互換性、可用性など、ソリューション品質に対す

る顧客のニーズを満たす、または上回るテクノロ

ジー企業の能力に焦点を当てている。

ソリューション機能の有用性、UI/UX、製品の

信頼性/安定性、パフォーマンス速度、稼働時

間、およびその他の機能がパフォーマンス価値の

指標である。

改善サイクルの向上に注力する

サポートサービスを強化することは重要である

が、最大価値と影響をもたらし、頻繁なサポート

の必要性を減らすために、製品を継続的に改

善する必要がある。

顧客からのフィードバックを継続的に求め、製

品設計とロードマップに組み込むテクノロジー企

業は、フィードバックを組み込まないテクノロジー

企業に比べて、顧客の支持、信頼、収益の可

能性が大幅に増加する（図14）。

興味深いことに、調査対象となった顧客の

75%近くが、テクノロジー企業は顧客のフィード

バックを一部製品開発に組み込んでいると回答

している。しかしながら、購買後のテクニカルサ

ポートに対する需要の高まりは、このフィードバック

からの改善サイクルの包括性を向上させる余地

があることを示している。CSMは、顧客のソリュー

ション利用を支援・モニタリングし、サポートレベル

を向上させる役割を担っているため、このギャップ

を埋める製品企画及びロードマップに反映できる

顧客フィードバックを蓄積することができる可能

性がある。

85%

全体の75%

62%

75%の顧客は、テ

クノロジー企業は

顧客からのフィード

バックを製品開発

に反映していると

回答している

テクノロジー企業

の製品への支

出を増やすこと

を計画している

図14 収益の可能性に対するフィードバックループの影響

顧客の声を製品開発ロードマップに反映

パフォーマンス価値:
製品とサポート品質の最大化

残り25%
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テクニカルサポートサービスのレベル向上に対する

支払意欲

調査対象となった顧客の80%近くは、問題へ

の対応と明確なビジネス価値の創出を支援す

るために、テクノロジー企業が提供するテクニカル

サポートサービスに強く依存していると回答してい

る。さらに、これらのサポートサービスに対して、

CSMによる積極的な支援（42%）及びモニタリ

ング（53%）の需要が高まっている。

より充実した一貫したテクニカルサポートに対

するニーズは、製品パフォーマンスにギャップがあり、

製品の継続利用を妨げているためと考えられる。

顧客は、製品のギャップを解消するために、よ

り優れたテクニカルサポートサービスを積極的に求

めており、67%近くの顧客が、ストレスのないサー

ビス利用のためにサポートサービスに対して支払

意欲があると回答している（図15）。

約80%の顧客がテクニカルサポートサービスを

頻繁に利用しているが、約61%の顧客は、提供

されるサービス品質に対して あまり満足はしてい

なかった（図15）。このギャップは、必要不可

欠なサービスとしては大きい。主に受動的なサ

ポートサービスから、ビルトイン、自動化、能動的

に提供されるサポートサービスへと強化することで、

時間と効率の損失を削減し、満足度を向上さ

せることができる。

39%
満足している

61%
あまり満足していない

図15 テクニカルサポートサービスのフィードバック

67% 33%
進んで支払う 仕方なく支払う
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顧客の価値を最大化するためには、現在の

CSサービスの提供方法を根本的に変える必要

がある。プロバイダは、提供する価値を明確に定

義するために購買前の段階からの関与を増やす

必要がある。また購買後の段階では、これらの

期待を満たすために、適切なサービスを特定し、

カスタマイズする必要がある。CSサービスの提供

者は、顧客自身での価値のモニタリング及び顧

客が認知した価値だけに頼る代わりに、能動的

に顧客提供価値をモニタリング及び報告する必

要がある。価値を明確な柱及び重点分野に分

類し、各分類の主要指標を特定することは、提

供価値をより総合的に測定するために役立つ。

またテクノロジー企業は、顧客のフィードバックを

製品ロードマップに反映させる改善サイクルを向

上させ、継続的により良い価値を提供し続ける

ことに取り組むことが重要である

本レポートは、本調査で把握した回答の一部を

まとめたものです。より詳細を知りたい場合は、

お問い合わせください。

カスタマーサクセスに関するDeloitteの新しい調査結果や見解を知りたい場合は、

以下にご連絡ください

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

Tel: 03-5220-8600 E-mail: dtc_subscription@tohmatsu.co.jp

担当：Systems & Cloud Engineering Unit

パートナー 根岸弘光／ マネジャー 井上多加志

今後の展望

エンタープライズカスタマーサクセス（CS）の調査と展望 Part2
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それぞれ法的に独立した別個の組織体です。
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