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1. スカパー！の紹介



スカパー！とは

スカパー！とは、スカパーJSATグループが運営する
有料多チャンネル衛星放送サービスのブランド名称

心がたくさん動く、未来をつくる。

スカパー！は、挑戦します。

ひとりひとりのお客様と向き合い、
何を望まれ、どんなことに心を動かされるのかを知り、
最適なサービスと、他にはないコンテンツを、
ともにつくりだすことを。

心が動くほど、人生は輝く。世界は輝く。
そう信じて。

ブランドステートメント

加入件数 3,316,318
2017年5月末現在

http://www.sptvjsat.com/
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スカパー！の事業構造

プレミアムサービス スカパー！

衛星

放送事業者 プラットフォーム お客様

番組制作

編成

番組伝送（アップリンク）

請求・課金

プロモーション

維持・管理

・パック商品、単チャンネル等 約300のプロ
ダクトから自由に契約できる

・月々の支払いは、基本料421円+契約商品

・住宅環境に合わせて、3つのサービス（伝
送方式）の中から選んで契約できる

光ファイバー

映画チャンネル
アニメチャンネル
スポーツチャンネル
音楽チャンネル

多種多様なジャンルと商品をお届けするサービス



これまでの歩み

1996年 日本初の衛星デジタル有料放送サービス開始 「パーフェクＴＶ！」

1998年 ジェイ・スカイ・ビーと合併 「スカイパーフェクＴＶ！」（現：プレミアムサービス）

1999年 加入者100万件

2000年 ディレクＴＶ統合

加入者200万件

2002年 衛星110度サービス開始 （現：スカパー！）

2003年 加入者300万件

2004年 光ファイバー経由サービス開始 （現：プレミアムサービス光）

2011年 スカパーオンデマンドサービス配信開始

現在 加入件数は３３０万件



2. お客様の立場で考え抜いた施策
• 事例紹介 「アニバーサリー・サービスDM」



課題の顕在化

スカパー！加入者数の伸びの鈍化

顧客維持（リテンション）活動の重要性を認識

約３３０万人以上のお客様に向き合うために、

「お客様を知る」ことから始めた



“お客様を知る” 取り組みの紹介

1. 定量調査： 顧客構造分析

2. 定性調査： デプス・インタビュー



1. 加入～1年まで

視聴料金の
コスト見合いを
考える

解約

2. 見なくなる 4.解約3. 考える

チャンネル
リストラ／
基本料のみ

時間の経過にともない

受動的になり、番組を見なくなる
視聴関与のレベルが 高い

ロイヤルティ・プログラム

また解約される 解約防止

気持ちと行動の関係

• 水際の解約対策ではなく、契約期間中のコミュニケーションを手厚くするこ
とでお客様との長期に亘る関係の構築を目指した

解約予防



“価値を創る” 取り組みの紹介

1. ペルソナの開発

2. アイデア開発ワークショップ



加入1年目 ＜重要育成期＞ 加入3年目以降 ＜期待・優良顧客の維持拡大期＞

１年目 ・・・ 全てのお客様へ、多チャンネルのお試し視聴とコンサルコールをご提供

3年目以降 ・・・ お客様の支払い金額に合わせて、無料視聴チャンネルや特典をご用意

◆ファーストイヤー・サービス

加入初月 1ヶ月後 半年後 1年後

■通知ハガキ ■サポートBOOK
＆Welcomeコール

16日間
多チャンネル

プレゼント

■ご案内状
＆コンサルコール

◆ウェルカム・サービス

加入の御礼
お困り事の解消

• 顧客セグメント毎の対応方針を元に、視聴機会の提供を軸とした
コミュニケーション・ストーリーを設計した

ロイヤルティ・プログラム誕生

◆アニバーサリー・サービス

■DM＆コンサルコール

お好きなチャンネル
1ケ月

プレゼント

特典なし（一定金額未満）

一定金額以上

※2011年当時のサービス内容



アニバーサリー・サービス

＜DM表紙＞



アニバーサリー・サービス

＜DM中面＞



 アニバーサリー・サービスDMで大切にしたこと：

お客様一人ひとりに向けたコミュニケーション

1. 契約継続に対する感謝の気持ちを伝える

2. お一人ひとりの名前を呼びかける

3. 趣味嗜好に合わせたチャンネルの提案を行う



お客様の反応

レスポンス率

お客様からのコンタクトが増えた



お客様の声

「今回のＤＭなんですが、一人一人の名前が書いてあって、
大事にされているなぁと娘と感激しておりました。記念に
取っておこうって話してたんですよ。
ありがとうございます。」

60代以上 女性

1. カスタマーセンターに寄せられたお客様の声：

2. ブログ・ツイッター等、スカパー！に直接届かないお客様の声：



全日本DM大賞 「金賞」受賞 2011年3月

対外的な評価

DMA国際エコー賞 「リーダー」入賞 2011年10月



アニバーサリー・サービスで実現したこと

DMに「あなた」に向けたメッセージを盛り込むことで、

1 対 N “一方通行” のコミュニケーション から

1 対 1 “双方向” のコミュニケーション へ

「お客様の立場で考える」 「顧客接点の可能性」

お客様

+



3. お客様の立場を最優先する人財育成
• 事例紹介 「心の目を育てる」



スカパー・カスタマリレーションズ

会社名： 株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ

所在地： 東京都品川区／北海道札幌市中央区／沖縄県那覇市／神奈川県横浜市

設立： 2000年8月

代表取締役社長： 出水 啓一朗

事業内容： スカパー！のカスタマーセンター業務 他

スカパー！に加入するには、
どうしたらいいですか？

チャンネルを変更したい
のですが。

今日のプロ野球の試合は、
何チャンネルで見られますか？

スカパー・カスタマーリレーションズ（SPCC)は、スカパーＪＳＡＴからカスタマーセンター
運営業務を受託し、お客様対応を行っている

お電話ありがとう
ございます。



ミッション＆行動指針

＜ミッション＞

お客様の快適な
スカパー！ライフをサポートする

＜行動指針＞

1.お客様の“時間”を大切に

2.お客様の“期待”を大切に

3.お客様の“気持ち”を大切に



トランスコスモス㈱㈱ベルシステム24りらいあコミュニケーションズ(株）

カスタマーセンターの運営体制

『効率』 と 『品質』両面で、全センターを統一基準で運営
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• インハウス2拠点とアウトソーサー3拠点の5センター、 365日 10：00～20：00
• お客様対応を行うのは、1000人のCSR（Customer Service Representatives）
• 100人のSV（Supervisor）を中心に、QA（Quality Assurance）やTR（Trainer）等の専門知識を

持った管理者がCSRをサポート
• 本社部門は、コールコントロール、運用設計、ナレッジ提供、システム運営、品質管理 等



＜外部調査機関による満足度調査＞

お客様満足度

90.4％



品質保証統括部の位置づけと役割

＜方針＞

『 お客様とのコミュニケーションの平準化と高度化を
実現する人財を育成する 』

1. プログラム設計・・・CSR・センター管理者向け 統一の研修カリキュラム
2. 実施指導・・・センター管理者のミッションに合わせた専門トレーニング
3. KPI管理・・・お客様満足度、NPS、応対評価、デビュー率、退職率

情報共有
意識合わせ

研修

ス
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パ
ー
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センター

お客様

1.プログラム設計
2.実施指導
3.KPI管理

マネジメント

品質管理

CSR

TR

SV

QA



対話

• お客様からのお問い合わせは、1日に8,000～20,000件
• お客様との対話は約10分。1時間に及ぶ場合もある

電話は、対話による双方向のコミュニケーション
CSRの応対が直接、お客様の気持ちに影響する

26



CSR育成で大切にしている視点

①
心の目

④
応対

テクニック

②
業務知識

③
応対

マナー

お客様の感情（事前期待・気持ち）
をとらえる

基本的なコミュニケーション
マナーを守り、どんなお客様も
不快な気持ちにさせない

最新情報を把握し、お客様に
正しく伝える

お客様一人ひとりの状況や感情
に合わせて、お客様に適した
コミュニケーションを取る



“心の目”を育てる研修プログラムの紹介

1. オペレーター向け 導入研修テキスト

2. オペレーター向け 電話応対の卓上ツール

3. 1本の会話のカスタマージャーニーマップ



“お客様の声”の紹介

NPS（ネット・プロモーター・スコア）：
10点を付けて下さったお客様の声

1. お客様の不安な気持ちに寄り添う

2. おもてなしの気持ち

3. お客様に合った最適な提案



顧客接点の付加価値

お客様ともっと良い関係を作るコミュニケーション力（会話力）
をCSRが発揮することで、お客様満足を更に高めていく

お客様応対に必要な、基本的マナーや業務知識の定着に加え、
「適応力」と「積極性」のコミュニケーションスキルの向上を進めている

適応力

積極性

それぞれのお客様に合わせた応対をする力

お客様を知るために、お客様に対して働きかける力



人間対応力とは

マニュアル
な応対

一人ひとり
のお客様に
合わせた

応対

実現するには何より、 お客様の立場で考える
『 心の目 』 を持つことが大切



4. 次のステージへ



スマートコンタクトセンターに向けて

6/14 プレスリリース



スマートコンタクトセンターが目指すこと



顧客接点の変化に対応する

スマートコンタクトセンターの実現により、お客様と繋がるその
瞬間をリニアにとらえ、コミュニケーションをより価値あるものに

テクノロジーの進化、ソーシャルメディアの発達によって、
コミュニケーションのあり方は急激に変化している



コミュニケーションの質を高める

SKY Perfect Customer-relations Corporation     

人間対応力 テクノロジー×



ご清聴 ありがとうございました

株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ
品質保証統括部 大田慶子

tel： 03－6701－4339 e-mail：kota@spcc-sp.com


