
デジタルマーケティングのトレンド



挑戦
なぜ変革が必要なのか



もし１度しかチャンスが
なかったとしたら・・・



Past過去 現在Today

ショールームに足を運ぶ回数
# of showroom visits before purchase

Source: McKinyes, 2014



ゲームを再開する
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顧客はステージが進むにつれ良い体験を望む
Consumers expect increasingly better customer experience 

the more they are involved.

マーケティング費は顧客体験と相反
Traditionally marketing spend is not connected to 

customer experience.

どんなKPIで評価できるのか？
What are the KPIs connected to?

Customers? Patterns?

顧客の期待値
customer

experience
expectation

購買行動の各ステージにおける判断
Consumers experience their decision making process in 
different stages.

ブランド体験 Brand Experience

マーケティング体験Marketing Experience

購買体験 Buying Experience

オーナー体験 Ownership Experience



何を発信すべきか

顧客体験のカギとなるものは？



性能はもう問題ではない



課題はコンテンツの質を通した体験



投資をどう判断すべきか
より良い顧客の体験を生み出す投資が

どれだけビジネスに直結するか
判断するのは容易ではない

非常に困難 困難 難しい

遅れている会社

先進的な会社

先進的な会社の方が
見通しが立っている



個別ソリューションでは対応不可

マーケットニーズへの素早い対応



より早く、簡単に、より多くのアセット制作が必要になる
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顧客の要望により早く対応する必要がある

オーサリング Authoring プロダクション Production 統合 Integration

自動化されたパイプライン

従来のパイプライン

自動化 Automation



プラットフォーム
エクスペリエンスエンジン

継続

技術よりもプロセス

プロセス ハードウェア インターフェース差別化 削減 革新



単体ツールでは対応できない
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ビジネスコンセプト BUSINESS CONCEPT

アプリケーションレイヤー Application Layer

テクノロジフレームワークTechnology Framework

コンテンツ・データレイヤーContent & Data Layer

POSシステム Point of Sale System

クラウド Cloud-based Visualization Platform

３Dリアルタイムモデル 3D Realtime Model

AUTODESK
ENTERPRISE
SOLUTIONS

マーケティング体験Marketing Experience

テクノロジフレームワーク Technology Framework

コンテンツ・データレイヤー Content & Data Layer

クラウドビジュアリゼーション pラットフォーム Cloud-based Visualization Platform

３Dリアルタイムモデル 3D Realtime Model



ビジュアリゼーションは判断の中核

リード

コンフィギュレーション

販売



ビジネスコンテキストと技術
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ファネルの最適化
Move the right configurations to 

the funnel

商談成約率の向上
Increase conversion

クラウドビジュアリゼーションプラットフォーム
Cloud-based Visualization Platform

Experience 
Engine



何をすべきか？



是非、覚えておいていただきたいこと

単体ツールではなく、プラットフォームを考える

コンフィギュレーションはお客様に
紐づいたリーズである

ビジュアリゼーションプラットフォームは
プロセスの差別化である




