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著者について
Jay Baer（ジェイ・ベール）とJeffrey K. Rohrs（ジェフリー・K・
ロアーズ）は、デジタル・マーケティング・エージェンシーを経営
していた21世紀になろうとした頃に（#FeelinOld）出会って
以来の友人です。５冊の書籍、数え切れない基調講演、50年に
渡るマーケティングの経験を持ち、二人は顧客のブランドをより
よくするための仕事に今も夢中です。

Jay（@jaybaer）については、convinceandconvert.com（Jeff
率いるデジタル・マーケティングのコンサルティング企業のウェブ
サイトです）をご覧ください。

Jeffは、YEXT（イエクスト米国本社）のCMOです。
http://www.yext.co.jp/about/leadership/jeffrey-rohrs/ 
の紹介をご覧ください。

彼の書籍「AUDIENCE ： Marketing in the Age of Subscribers, 
Fans and Followers」は、デジタル時代のマーケティングに 
おける、ファン作りの重要性、その方法を述べて高い評価を 
得ています。
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アメリカとロシア、あるいは中国との
開発競争のことではありません。

イーロン・マスク（SpaceX）とジェフ・
ベゾス（Blue Origin）のことでもあり
ません。

あなたの従業員、製品や位置情報が
より見つかりやすくなり、ウェブ全体で
より多くの顧客を惹きつけ、より多くの
セールスを達成し、その結果として良い
ボーナスを受け取れるようにする競争
のことです。

ウェブサイトは、ホーム・プラネット

25年近く、企業は華やかなウェブサイ
トの制作を重要な業務として、どの
企業も素晴らしいサイトを制作されて
います。見た目にも美しく、立派なサイ
トはいまや当たり前になってきました。
常に新しく、1年半に1度は、リニューア
ルし、よりよいカスタマー・エクスペリ
エンスを追究されています。

今や、ウェブサイトは、ブランドのホー
ム・プラネット、母なる星のようなもの
です ― 企業情報が集約されている
ホームベースです。

マーケティング担当者は、多くの時間や
費用をウェブサイトにかけています。

インターネットの成長スピードは、予測
をはるかに超え、その後、彗星のように、
新しいものがやってきました。

そう、スマホです。

2007年、スティーブ・ジョブスが iPhone
を紹介してすぐに、どのブランドもアプ
リを必要とし作り始めました。ショッ
ピング、ゲーム、クーポン、マップ、音楽、
エンタテインメント、ソーシャル・ネット
ワーク。ブランド各社は、あらゆる実験
をした結果、基本的なアプリに落ち着
きました。

そのようなアプリは、企業サイトと姉妹
関係のような存在です。

これまで、ウェブサイトとアプリの最適
化のために相当の時間と労力をかけ
られてきたことでしょう。確かにこの
2つは、企業の成功にとって重要な要素
です。

でも、考えていただきたいのです。

2020年がすぐそこに迫っている今、
現実を見てご提案したいと思います。

成功のためには、ウェブサイト、アプリ
だけでなく、その先を見据えた戦略が
必要です。

現代の宇宙開発競争

フラッシュバック、いつか来た道
ウェブサイトで企業の歴史をみてみましょう。Archive.orgおよび、長年にわたるウェブサイトの最大
規模のアーカイブサービスであるInternet Wayback Machine（ウェイバックマシン）を使えば、2,3
時間で泣いたり笑ったりしながら過去を振り返ることができます。



とはいえ、恐れる必要はありません。あなたのウェブサ
イトとアプリは、あなたの「ホーム・プラネット」であるこ
とに変わりはないのです。

ただ、あなたの顧客のデジタル・ワールドの中心、それ
だけでは顧客を惹きつけてはおけません。

今日、どのような消費者も、その消費者にとってのデジ
タル・ワールドの中心にいると考えられます。この世界
は、よりモバイル化しており、より瞬間的になっています。

下記をご覧いただければわかります。近年の傾向は：

• ニールセンのデータです。アメリカにおける平均的な
成人ネット・ユーザーは毎月45のモバイルウェブサイト
を訪問し、28のスマホのアプリを使っています。

• 2016年11月、モバイル検索は、デスクトップのウェブ
検索を史上初めて超えました。

• モバイルでの検索は、今日、検索全体のほぼ60％を
占めています。

• 音声検索は、今日、グーグル全検索の20％以上です。

1990年代に我々にデスクトップのインターネットをもた
らした「ビッグバン」（大爆発）は、何十億という「マイク
ロバースト」（沢山の小爆発）へと形態を変え進化してき
ました。

消費者が求める瞬間的な回答、購入意思、情報など、モバ
イル利用時の一瞬の意識や判断などのことです。そのよう
な瞬間的な製品やサービスが求められています。店舗の
営業時間や車での行き方が検索されています。

一番近くにある手数料不要のATMや、ペットOKの最寄
りのホテルなどを人々は探しているのです。消費者は、それ
ぞれが自分好みのアプリ、マップ、検索エンジン、ソーシャ
ル・ネットワーク、デジタル・アシスタントを持っています。
必要な時にさっと役立つお気に入りです。

このようなマイクロバーストから生成された消費者の関心
は、その瞬間を逃すと、消え去ってしまいます。 彼ら、彼女
らの関心をあなたのブランドに呼び込み、ビジネスにつな
げるためには、あなたの顧客があなたの存在を必要とす
るいたるところに、あなたや、あなたのブランドは、「存在」
して、見つけられやすくしているべきなのです。

今こそ、あなたのウェブサイトとアプリのホーム・プラネッ
トという世界から踏み出し、あなたのブランドにふさわ
しく、顧客に見つけられるための機会を作り出すべき時
です。そんな時代が到来したのです。

あなたが、The Everywhere Brandになる時がきま 
した。

消費者のデジタル・ワールド
モバイル検索は、全検索の60％ 音声検索は、Google全検索の20％
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デジタル・ナレッジとは、企業ブランド、人、製品、イベント、位置情報など、消費者のニーズに応える
実質的アセットと属性から構成されるナレッジです。

属性の情報例としては、住所、営業時間、電話番号などがあります。さらに、名称、写真、資格や経歴、
位置情報、医療機関や保険代理店などの営業時間なども表示されます。
利用の可/不可、価格、製品の原材料、ブランドのイベントの内容、日時、場所なども含まれ 
ます。

デジタル・ナレッジとは何でしょう？

The Everywhere Brandは、企業の情報であるデジ
タル・ナレッジが、企業のウェブサイトやアプリはも
ちろんのこと、オンライン上の消費者が目にす
るあらゆる場所で、常に正確なデータとして存
在しているブランドのことです。

このユニバーサルなアプローチは、顧客がデジタ
ル・ワールドの世界を経験する際に、顧客を助けよ
りよいブランド経験へといざない、より多くのビジネ
ス・チャンスを作り出す支援を行います。

Google, Apple, Facebook, Bing, 
Yahoo, Yelp, TripAdvisor, OpenTable,
Instagram, Snapchat, MapQuest,
Waze, Siri, Cortana, Amazon Alexa
ほか数百のインテリジェント･サービス
がThe  Everywhere Brandのデジタ
ル･ワールドを構成しています。これ
らは、あなたの顧客が必要な情報を
求める時、瞬時に回答を表示するデジ
タル・スペースです。

あなたの企業ブランドが上記のような各サー
ビスにおいて、正確に、最新の情報とともに
表示されるようにするか否かは、あなたの意
思決定でコントロールすることが可能です。

エブリウェア・ブランド



2016年のYEXT（イエクスト）の調査によれば、インター
ネットで検索した後に電話をかけた回数が3億34百万回
だったのに対し、経路検索をした回数は６億22百万回と
倍になっています。

車での行き方を聞くのは誰でしょう？

あなたのところに実際に行こうとしている人です！
偶然で、車での行き方を聞くことはありません。 
ウェブサイトの訪問は、その多くが、10秒あるいはそれ
以下です。よくあるのは、検索エンジンによってたどり
つくパターン。

電話する、あるいは、車での行き方を聞くというのは、
行く気になっている顧客です。ちょっと探りを入れるだけ、
で行き方を調べることはありません。

事業の拡大を考えているのであれば、
The Everywhere Brandの７つのキーを開発するタイ
ミングです。

1. 顧客中心主義であること
2. アクティブであること
3. 構造的に整理されていること
4. リアルタイムであること
5. 精度が高いこと
6. 適切に反応すること
7. イノベーティブであること

THE EVERYWHERE 
BRANDのデジタル・ワー
ルドはどのくらい重要なの
でしょうか？
YE X Tの最近のリサーチ結果では
企業自身のサイトより、第三者サー 
ビスからの検 索トラフィックが 

であると出ました。

あらためて、お考えいただきたいのです。

あなたのウェブが当事者であるあなた
の企業サイトでなく第三者のサイトか
ら、ほぼ３倍のトラフィックを集めてい
るのであれば、トラフィックが多いと
ころに力を入れるべきなのではありま
せんか？

2.7倍

6THE EVERYWHERE BRAND

EVERYWHERE
BRANDの
７つのキー



顧客中心主義であること
多くの企業は自社が、顧客中心主義でいると信じてい
ます。本当にそうでしょうか？

The Everywhere Brandは、顧客の立場にたつだけで
なく、マッチングには様々なパターンがあるということも
理解しています。ドレスからダンス、テニス・シューズなど
など。The Everywhere Brandは、購入に至るまでに
起きがちな問題を探し、購買力の促進と満足度を高め
るための支援をします。

デジタル・ワールドがよりインテリジェントになるという
ことは、消費者が使うサービスにおいて、あなたのブラン
ド、人、製品、イベント、位置情報を見つけてもらうため
に、あなたのビジネス情報が正確に表示されているか
どうか、を定期的にチェックし、管理する必要があります。

連携は必須

検索、マップ、デジタル・アシスタント、その他の
インテリジェント・サービスは、あなたのブラン
ドの幅広い情報を活用し、特定の消費者、彼ら
の位置情報、他の人の活動ほか、関係し得る組
み合わせを想定し、可能な限りベストな情報を提
供します。消費者があなたのビジネスを検索した
場合に、どのように、消費者の目にあなたの情報が
届いているのか、このことを検証していないと、あなた
のビジネスが置かれている状況を正確に把握していない
ことになります。

The Everywhere Brandsのマーケティング担当
者は、消費者が各デバイスからそのブランドの何を 
見つけようとしているか、実際にカスタマー・エクスペ
リエンスをなぞるように体験し、消費者にとって重要
なサービスの検証をします。

その上で、オンライン上で修正、管理される必要のある
そのブランドの人、製品、位置情報について俯瞰的に
デジタル・ワールドを管理します。

インテリジェント・サービスとはなにか？
インテリジェント・サービスは、デバイス、アプリ、あるいはテクノロジーな
ど所有するナレッジ・ベースを活用して意思決定し、各消費者に最も関連性
の高いコンテンツを提案することを目指しています。

これらのサービスのいくつかは、消費者の位置情報、行動、関心、交流について
のリアルタイム、前後の関連性を考慮したナレッジを使い、インタラクティブにユー
ザーと関わります。

例えば、ATMという一般的な検索でもGoogleマップは、消費者の近くにあるATM
を知らせるだけでなく、最近、頻繁に訪れた可能性のあるATMを提案してくること
もあるでしょう。



情報の矛盾を発見した場合、The Everywhere Brand
は実際に、何らかの修正をすべく対応し、顧客の検索や
購買に支障を及ぼさないように調整します。

オンラインで企業の従業員や製品、位置情報に関する
間違った情報を見つける―これがよくあるケースです。
こういった情報間違いは、顧客をイライラさせ、結果的に
ビジネスを失うことにつながります。

The Everywhere Brandは、アプリ、ウェブサイト、消費
者が使うインテリジェント・サービスなどデジタル・ワール
ドを横断的にチェックし、これらのエラーを修正します。

従来、この作業の多くは手作業だったので非常に時間を
要していました。大抵は、ブランドに所属しているSEO
チームとか、マーケティング部門内のソーシャル・ネット
ワーク系のチームのプロジェクトでした。

そのアプローチは間違っているのでしょうか？

あなたのスタッフや製品、位置情報について公表されて
いる事実を更新することの何がそんなに大変なのでしょ
うか？ 実は、あなたが考えているよりもかなり複雑で時間
がかかるのです。あまりにも手間がかかりすぎるのです。

• あなたのスタッフ、製品、消費者向けの位置情報につい
て情報提供する何百種類ものインテリジェント・サー
ビス（マップ、アプリ、検索エンジン、GPSシステム、デ
ジタル・アシスタント、ソーシャル・ネットワークなど）
があります。

• マニュアルのアプローチでは、それぞれが、情報を1つ
変える度に個別に更新されなければなりません。

• インテリジェント・サービスの中には、あなたの情報を
自動的に更新できるメカニズムを提供できないものも
あります。

• あなたが提供する情報が更新されるという保証がない
というのもよくあるケースです。

• 多くのインテリジェント・サービスは、ユーザーに情報
提供への参加を促すのですが、それが、あなたの提供
する情報と一致しないあるいは、ユーザーからの情報
が優先されたりします。

• 大勢の人、製品、イベントや場所がかかわるブランド
は、多大な努力をして、各情報を更新することになり
ます。しかも、それらの情報は、重要なサービスすべて
に入っています。

• 新しいサービスは、定期的に出てくるでしょう。未来の
AIツール、自動運転車、ドローン・デリバリー・サービス
などもブランドや位置に関する情報が必要になります。

アクティブであること

これはこのお店の営業時間ですか？
もし、Facebookでどこかの場所にチェック・インしたことがあれば、この
ような質問を見たことがあるでしょう。Facebookはユーザーがある場所
にチェック・インしたら、そのユーザーからクラウド・ソースとしての位置情
報を得ようとしているわけです。GoogleやYelpはともに、ビジネス・プロ
フィールを「編集提案する」ようにユーザーに促しますし、Googleマップを
使っている時にスマホを振れば、「地図の間違いを報告する」と推奨メッセー
ジが出てきます。

善意からなされている工夫なのですが、オンライン上の企業情報＝デジタル・
ナレッジをきちんと管理したいと考えるマーケティング担当者にとっては、フィ
ルターのかかっていない、未確認情報だらけです。

だからこそYEXTは、ブランド各社にユーザーの提案をスクリーニングして
いただくようにして、情報の中から正確さが保証されるものだけを配信する
よう、お手伝いするのです。
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The Everywhere Brandは、体系的に整理されてい
ます。人、プロセス、テクノロジーを組み合わせることで
対応し、不正確なデータ問題を解決します。

テクノロジーが、最後になっていることにお気づきでしょう。
テクノロジーは単なるツールだからです。テクノロジーが、
時間を短縮してビジネスの成長を促進するソリューション
を提供するためには、人とプロセスこそが大切なのです。

The Everywhere Brand は、組織全体からその業務に
ふさわしい人員を集め、組織のデジタル・ナレッジの最適
な情報源を特定します。マーケティング、IT、店舗/施設
運営担当、製品、法務などから集まる代表者たちは、それ
ぞれにステークホルダーなのです。デジタル・ワールドか
ら顧客が受け取る情報が正確で詳しく、最新であること
は、これらの担当者にとっても有益であるからこそ参加
者全員に正確さを保つ意味があります。

The Everywhere Brandをベースにして、コラボレー
ションするチームワークが必要なのです。

情報源が確認できたら、次にThe Everywhere Brand
は、プロセスを決めます。そこからデジタル・ナレッジが
インテリジェント・サービス、社内システム、企業サイト、
アプリを横断的に更新していきます。

作業や情報源の重複はなくなり、整合性が取られて、望む
結果を得られるようになります。

その企業のデジタル・ナレッジを包括する情報源がシン
プルに１つに集約されるのです。

さらに進化してくると、The Everywhere Brand
は、プラットフォームを作って信頼できる中心的な情
報源として活用しつつ、プロセスに従ってデジタル・
ワールドを横断的に管理するようになります。The Yext 
Knowledge Engine（イエクスト・ナレッジ・エンジン
以降同）は、情報を一元化して、「１度の更新で、すべての
場所に配信する」しくみを、提携している重要なインテリ
ジェント・サービスすべてと共有します。

この段階では、主要なインテリジェント・サービス上
すべてにおいてあなたの従業員、製品、位置情報などが
最新情報で、維持される状態になっています。

さらに、企業サイト、アプリ、社内システム（POSや、
顧客サービスルーティングなど）も更新、一元化される
ので、情報源の核となるセンターからすべてが参照され
ることになります。

あなたのブランドの全情報の記録が１つのシステムで
管理できるでしょうか？

もちろんです！

真の情報源とは？
YEXTでは、何千という顧客と人、製品、位置情報に関
するデジタル・ナレッジを整理、管理、メインテナンスを
担当してきました。

これらの経験から、デジタル・ナレッジのための真の
情報源が整理されていないと、トラブルや情報の混乱
が生じやすいことを十分理解しています。

詳しくは、巻末ページのリンクをご覧ください。あなた
のブランドがその真価を見つけるためのお手伝いがで
きる、私たちのユニークな方法をご覧いただけます。

体系的に整理されていること



人、プロセス、テクノロジーを組み合わせること
で、The Everywhere Brandは必要な時に必要な場に
おいて、リアルタイムの情報を消費者にお届けすることを
目指しています。消費者の現在のモバイル中心主義を考
えれば、これは一層重要になってきています。comScore（
インターネット視聴率、デジタル市場分析を行う企業）に
よれば、アメリカでは、オンライン滞在時間のうち71％は、
モバイル（スマホやタブレット）上だそうです。

私たちは、ますますスマホに依存していますし、そこ
から得る情報が、タイムリーで、正確であることを期 
待します。もし、それがベン＆ジェリーズで「アイスク
リームのコーンが無料の日」であれば、それについて知り
たいと思います。特に歩いてすぐ近くにあるならなおさら
です（#ChunkyMonkey）。

銀行の支店が祝日で閉店なら、地図上でもわかれば便利
なはずです。

また、近くのストアが探している商品のセールをしている
のなら、「見逃せないアラート」が来れば便利でしょう。

The Everywhere Brandは、スマホが必要なタイミン
グで消費者の注意を惹く新しいチャンスを生み出すとい
うことをよく理解しています。

結果として、イベント、セール、スペシャル、キャンペーンや
タイムセールなどのデジタル・ナレッジをリアルタイムで配
信するあらゆるチャンスを見逃しません。

The Everywhere Brand は、サービス提供に影響しか
ねない想定外の事態が起きた場合にも、モバイルの顧客
に対しての責任ある立場にあることを自覚しています。

ですから、あなたもEverywhere Brandを目指すなら、
対応を検討してみてください。天候や疾病による閉店、 
その他緊急事態がデジタル・ワールドに適切に反映される
ようにするのです。事態が解決されて、ビジネスを再開
するタイミングでは、それがまたすぐに反映されて表示さ
れるようにするのです。

リアルタイムの天候予測には、
リアルタイムのモバイル情報が必要
2016年１月、アメリカ東海岸を冬の嵐ジョナスが襲いました。
カジュアル・レストラン・チェーンであるsweetgreenは、
嵐の間、閉店せざるを得ませんでした。 

彼らは、どうやって情報を顧客に対して配信したのでしょ
うか？ Google、Facebook、Yelp、など各サービスに
Yext Knowledge Engineを通じて営業時間を更新、配信
したのです。

Sweetgreenの顧客は、この最新情報のおかげで、吹雪の
中、閉店している店舗に向かわずに済んだのです。

リアルタイムで
あること
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人、製品、位置情報に関する特有の詳細なデータを作成し
表示するブランドは、しないブランドより多くのビジネス・
チャンスをデジタル・ワールドから生み出すことは、SEOの
時代からよく知られている事実です。

あなたがプロデュースするコンテンツが、より多く最適化
されサイトへのトラフィックが増えるわけです。

同じことが拡がり続ける情報サービスにおいても言えます。

実際、デジタル・ナレッジ・マネジメントの核心部分は、
公開されるあなたの情報の最適化にあり、それにより、
さらに多くの場に現われ、人々の目にとまることでブランド・
エンゲージメントが促進されるのです。

けれども、そのほとんどをウェブページの構造化されて
いないデータに依存しているSEOとは違い、これらのサー
ビスは構造的データをベースとしているので、一層の精度
と特異性が要求されます。

Googleによると、ホテル関係の検索の70％は、「室内プー
ルのあるホテル」とか「ジャクジがあるホテル」など個別の
設備に関するものだそうです。

体系的に整理されたデータを載せ、常に構造的である
ウェブサイトを管理しているホテルは、こういった検索
に対してぴたりと表示されます。

ですから、構造化されたデータが非常に重要なのです―検索
エンジンと情報サービスは、あなたのEverywhere Brand
が質問事項に対していかに適切かを判断するのです。

インテリジェント・サービスが進化し拡大するのに伴い、
ブランドのために詳細で構造化されたデータを提供し
て検索に回答することが、より多くのチャンスを生み出し
ています。

インテリジェント・サービス側にとっても、消費者の検索
行動は変化し続けると知っているのでデータを保有する
ことが望ましいのです。

アンストラクチャード（非構造化）から
ストラクチャード（構造化）データへの
流れ
検索エンジンの結果ページ(SERPs)は、10のブルーのリンク
から、今日の情報カード、マップ、その他の構造化されたデー
タのマッシュアップへと進化してきました。

このシフトは、検索者のデバイス、位置、履歴、目的に基づい
た最も関連性のある結果を提供するよう、エンジンが徹底的
に追究することに起因しています。クリック１回で最適・最多
の情報を得られることがベストですから。

Yext Knowledge Engineを使っていただければ、構造化
されたあなたのデジタル・ナレッジは、Google、Bing、そし
てPowerListings®Network上で網羅・提携している100
以上のインテリジェント・サービスに直接、提供されます。

精度が高いこと



ところでスマホでの検索は、PCで行う場合と何が違う
のでしょうか？

Alexa、Cortana、Google あるいは、Siriで音声検索を
する場合、どのように違っているのでしょうか。

音声検索をする人は、検索結果が10のブルーリンクにな
ることは全く想定していません。直接の回答を求めている
からです。百度（バイドゥ）の元チーフ・サイエンティスト
であるアンドリュー・イングによれば、2020年までに、
全検索の50％は音声検索になるそうです。

しかも、その音声検索では、多くの正確な情報を求められ
ます。

The Everywhere Brand は、Facebookのローカル・
ページ、Instagramのロケーション・タグ、Snapchatの
ジオフィルターなどのユーザーの位置情報が表示される
フィルターで、ソーシャル・アセットに正確なデータを流し
込みます。

なぜでしょうか？ 正確な位置データはローカル・ブラン
ド・エンゲージメントを高め、それがビジネスにつながる
ことが明白だからです。

The Everywhere Brandは、体系化されたデータの
登場、ライドシェア、音声検索などすべて、人、製品、位置
情報に関して正確な情報を提供したところが勝者になっ
ていく未来を熟知しているのです。

UBERのピックアップもドロップオフも
ぴったり正確な場所で
Uberの位置情報でも、YEXTが精度を高めるお手伝いをしています。

YEXTでは、ユーザーの指示した場所も、Uberがお客様をピックアップ
する場所も、指定した通りの正確な場所になるよう支援しています。

12THE EVERYWHERE BRAND



顔の見えない取引が行われる現代では、
The Everywhere Brand は、お客様との直接的な対話
を非常に重視しており、正直なレビューを依頼し、誠実に
回答します。

Jay BaerとDaniel Leminが電子書籍 ̶ How to Win 
Digital and Real-World Tra�c with Location Reviews 
̶ で書いたようにローカル情報の検索結果は、今や、顧客
のレビューに大きく影響されています。

どの検索エンジンの結果ページも、ひときわオンライン・
プラットフォームのレビューやレーティングを前面に出し
て紹介しています。すでに毎日ご覧になっていてご存知
でしょう。

でもここで申し上げたいのは、まだ十分理解されてい
ない、大きなシフトが起きていることです。Googleは
現在、ウェブのオーガニックな検索結果に当事者のレ
ビューを表示しています。

当事者レビューから、
より高いレーティングを
あなた自身のウェブサイトでレビューを呼び込み、表示
するもう一つのメリットは、より多くの星を、つまりより
高い評価を自身のサイトで目にすること可能性が出て
くるのです。

Yext Reviews（イエクスト・レビュー）を活用し始め
てからDenny’sでは、ローカルのレストランのレーティン
グでほぼ星１つ分、評価があがったのです。なぜかおわ
かりですか？

レビューへの受動的なアプローチをしていると、ネガ
ティブなレビューがハイライトされ、贔屓してくださる
顧客のレビューが目立たなくなってしまうのです。です
から、ファンの背中を押して（#FireUpYourFans）検索
に出やすくしたいのであれば、アクティブにレビューを
生成していく戦略が必要なのです。それも早くするの
がお勧めです！

当事者のレビューとは、あなた自身のウェブサイトとアプ
リにあなたが情報を流して表示しているものです。オーガ
ニック検索のエクスペリエンスにこれらが影響するだけで
なく、レビューも頻繁にあなたのGoogle ナレッジ・カー
ドに現われるのです。

The Everywhere Brandでは、当事者のレビューがより
目に触れやすくなるため、顧客からのレビューを積極的に
引き寄せると知っています。

そして、ネガティブなレビューに対して逃げ腰になりま
せん。

逆に、The Everywhere Brandは、その声に耳を傾け、
顧客体験をより良いものへと導くフィード・バックを提供
します。

常に簡単に行くわけではないのですが、時に、最悪の
レビューがあなたのビジネスをより高いレベルに導く
ベスト・アイデアを生むこともありますから。

適切に反応すること



Everywhere Brandsでのイノベーションは、あなたの
行動、そしてあなたが貢献する顧客へのパッションから
生まれます。

Everywhere Brandのマーケティング担当者は、未来
を正確に予測することまではできないかもしれません
が、ぼんやりと「様子見している」のではありません。
彼らは、AI、マシーン・ラーニング、デジタル・アシスタン
トなども研究しています。顧客の変化していく情報や
メディア消費の習慣などについて顧客アンケートを取っ
ています。彼らはAmazonの新しいカメラ・アクセサ
リ、AmazonのEcho Lookなどを購入し、どういった
機会や脅威がブランドにもたらされるのかを研究して
います。

イノベーションには、質問、インスピレーション、アクション
の組み合わせが必要です。そして、時に、その組み合わせ
は、他者から見たら失敗、という形で終わることがあるか
もしれません。それでも、The Everywhere Brandは、
未来を見据え続け、新しいテクノロジーとともに進化し、
最新の戦略を取り入れ、途上でのいかなる「失敗」も最終
的には、よりよい顧客サービス、より強い企業力につな
がることをよく知っているのです。

リスクなしに、
イノベーションはありえない
イノベーターは、リスク・テイカーです。
失敗はあり得ます。

リチャード・ブランソン卿の雄弁な言葉にもあります。
「どんなゲーム・チェンジャーもどこかで失敗する。
彼らが最終的に成功するのは、失敗にくじけたままで
いないからだ。」ということです。

イノベーティブであること
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あなたのEverywhere Brandが、どこにあっても正確で、
確実に人を惹きつけるようにしておくベストな方法は、デー
タが正しく管理される方法を知ることです。データが表示
される様な場のすべてにおいて直接つながっている必要が
あります。Appleに電話してAppleマップや、Safari、Siri
にあるあなたの情報が正しくなるように確認を入れるこ
とはできません。できたとしても、微調整がある度に、所
定のステップを幾度も繰り返し、何百回と電話をかけなけ
ればならないでしょう。オンライン上であなたのブランド・
アセットが存在する無数の場に働きかけ続け、この作業に
振り回されます。

すでにそれらのプラットフォームとつながっている単体の
情報ソースがあれば、それ１つで済むのです。

あなたの周りにも、「その人」に聞けばなんでも知っている、
誰とでもつながっている方がいらっしゃるでしょう。

YEXTは、The Everywhere Brandのための「その人」
です。

Yext Knowledge Engineは、あなたのデジタル・ナレッ
ジをシングル・システムで、あらゆる所で、正しく、顧客を
引きつけておく状態にします。あなたの会社のスタッフ、
製品や位置など、オンライン上の世界で、顧客に対して
あなたが表示しておきたい企業情報を正確に表示するた
めの信頼していただける情報源です。

THE EVERYWHERE BRANDに
なる準備はできていますか？

実際、YextのPowerListings®Networkには、は消費者
が今日最もよく使っている100以上のインテリジェント・
サービスと連携しています。

Yextを使えば、スタッフ、製品、位置情報、その他のデジ
タル・ナレッジをすべ管理できるのです。各ロケーション
の名称や住所、電話番号、営業時間などにとどまりません。

詳しい情報を表示するよう設定し、業界特有のデータなど
も目立たせることができます。ヘルスケア関係者であるな
ら、所属している医師を表示できますし、ホテルなら、ペット
OKかどうかも掲載できます。レストランなら、メニューを
リアルタイムで更新できます。

あなたのデータは、YEXTを使うことで期待を上回る回答
をすることができるようになります。

YEXTのEverywhere Brandワールドのコネクションは、
「一度データを発行すると存在するデータすべてを更新
できる」のです。

さらに、あなたの時間を節約し、あなたのビジネスや店頭
に、より多くのビジネスを、顧客を連れてきます。

何を待っているのですか？
いまこそ、あなたがEverywhere Brandになるべき時
です。



すべてをコントロールするワン・エンジン
The Yext Knowledge Engineは、あなたのウェブサイト、アプリ、デジタル・ナレッジ上で機能しているあらゆる
内部システムを一元化します。POSのプラットフォーム、顧客サービスのルーティング・システムその他が、より効率
よく、より正確になります。Yextをデジタル・ナレッジのための包括的情報ソースとしていただくことで、オフライン
の対人サービス、さらにデジタルでの接触、交流を支援し、ブランド認知向上、顧客の店舗への実際の訪問回数、
売上を向上させるお手伝いを致します。

デモのご依頼は、いますぐに、yext.co.jp/demoまでお申込みください。
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