スマートデバイス活用事例

住友生命保険相互会社 様
営業用タブレットPC 4万台を2,000 拠点に展開
お客さまサービスのさらなる品質向上を目指す
「あなたの未来を強くする」という企業メッセージを柱にお客さまへのコンサルティングの充実、サービス品質の向上を
目指す住友生命保険相互会社様（以下、住友生命様）。同社では、お客さまサービスのさらなる向上を目的に、全ライフ
デザイナー（営業職員）が使用する端末を刷新しました。携行性や利便性に優れ、高速モバイル通信機能を搭載した
タブレットPCを導入したことで、外出先での利用シーンが拡大し、お客さまへの対応が臨機応変かつスピーディになり
ました。さらに、タブレットPCのビジネス活用におけるセキュリティリスクも解消しました。
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るニーズに応えてきた。現在では、
「あなたの未来を強く
する」という企業メッセージを柱とした新しいコーポ
レートブランドを展開。お客さまへの保険コンサルティ
ングのさらなる充実、サービスの向上を目指している。
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お客さまへの保険コンサルティングのさらなる
充実、サービス品質の向上を目指す中で、営業活
動におけるお客さま接点の強化が求められてい
ました。

ラ イ フ デ ザイナ ー 用 の 端 末 を タ ブ レ ット P C
「 VersaPro 」へ全面リプレース。軽量・薄型の筐
体、高速モバイル 通信機能の搭 載により携 行性
や利便性が向上し、ライフデザイナーによるお客
さま先での端末活用が進んでいます。

従来より全ライフデザイナーにノート PC を配布
し、社外での営業活動を推奨してきましたが、持
ち運びに重くかさばる点やお客さまへの訪問前
に必要なデータをダウンロードしなければなら
ないといった課題も残っていました。

場所を選ばずお客さまのご契約情報や商品資料
などをいつでも閲覧できるようになったことで、
お客さまの要望や相談に対する臨機応変かつス
ピーディな対応を実現するなど、サービス品質が
向上しました。

ユーザー認証に加え、USB キーを用いた二要素
認証、搭載データの暗号化などいくつものセキュ
リティ対策を施していたものの、データがノート
PCに残る仕組みのため、さらなるセキュリティ強
化を目指していました。

高速モバイル通信で必要な情報を取得し画面表
示する仕組みにより、データをタブレット PC 内
に残さない、安心・安全なお客さま情報の取り扱
いが徹底されました。
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住友生命保険相互会社 様
端末の機能・スペックに加え
ライフデザイナーの利用シーンに
踏み込んだ提案を評価

タブレットPC 導入によるサービス品質の向上
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