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注意:  

このドキュメントの内容は 2014 年 9 月現在の

リリース目標を反映しています。このドキュメ

ントは詳細な仕様を記載したものではなく、個

別のシナリオや機能は、市場の動向とお客様の

ニーズに応じて、追加、修正、優先度の変更が

行われる可能性があります。 

このリリース プレビュー ガイドに含まれる機

能の価格設定とライセンス方法については、営

業担当者までお問い合わせください。 
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はじめに 
Microsoft Dynamics のビジョンは、お客様のビジネスの成長につながる、優れたカスタマー エクスペリ

エンスを提供できるように支援することです。従来、マーケティング部門と営業部門の間には認識の

ギャップが存在しています。顧客が求めるようなカスタマイズされたエンドツーエンドのエクスペリエン

スを真の意味で実現するには、このギャップを埋める必要があります。営業担当者とマーケティング担当

者の緊密な協力なくしては、顧客に一貫した働きかけを適切に行うことはできません。マイクロソフトで

は、営業部門とマーケティング部門が協力してすばらしいカスタマー エクスペリエンスを提供できるよ

う、各種ソリューションをご用意しています。お客様は、最も重要なポイントにフォーカスすることによ

り、より多くの顧客を獲得すると同時に、顧客エンゲージメントの向上を図ることができます。 

 

このドキュメントでは、お客様が優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できるように支援する 

Microsoft Dynamics CRM 2015、Microsoft Dynamics CRM Online (2015 Update)、Microsoft Dynamics 

Marketing (2015 Update)、および Microsoft Social Listening (2014 R2) の機能について説明します。マイ

クロソフトは迅速なリリース サイクルをお約束しており、現在も複数のリリースが計画段階や開発段階

にあります。Dynamics CRM 2015 は、オンラインのお客様にはお客様が自身で適用するアップデートと

して、オンプレミスのお客様にはバージョン 7.0 として提供されるメジャー リリースです。Microsoft 

Dynamics Marketing はマニュアルで適用を行うアップデートとして提供されます。 
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主な機能強化の概要 
お客様がより効果的にマーケティングを行い、効率的に営業し、どこからでも顧客対応を行えるように、

次の分野で機能強化を実施しています。 

  

マーケティング 

ビジネスを取り巻く世界は変化し続けており、企業と顧客の関係にも影響を及ぼしています。昨今のビジ

ネスでは、購買サイクルの 57% が、顧客が企業にコンタクトする前に完了すると言われています。マーケ

ティング担当者はこれまで以上に顧客の動向に注目し、顧客が接触してきた段階で、マーケティング部門、

営業部門、そして顧客の全員が同じ認識を共有できるようにすることが重要です。マーケティング担当者

がカスタマー ジャーニー (顧客の意思決定プロセス) にかかわる割合も、以前より大きくなっています。そ

のような中で担当者は、新しいチャネルを活用し、顧客に合わせてカスタマイズされた関連性の高い方法

で顧客にアプローチする必要に迫られています。マーケティング担当者に課される役割は、それだけでは

ありません。マーケティング投資の ROI に関する責任も増大しています。しかし、ほとんどの場合、キャ

ンペーンをくまなく追跡し、その影響をリアルタイムに把握する手段は用意されていません。新しいマー

ケティング環境に対応する準備ができていないと感じている最高マーケティング責任者 (CMO) の数は、実

に全体の 50% 以上にも達しています。 

Microsoft Dynamics Marketing は、マーケティングの計画から実行までをシームレスにサポートします。

マーケティング チームは Excel と Power BI を活用して、すべてのチャネルのキャンペーンの効果を最初か

ら最後まで測定することにより、マーケティングのビジョンを現実のものにすることができます。そして

企業の皆様は、チャネルを介して 1 対 1 で顧客と向き合い、営業パイプラインを構築して、リアルタイム

にマーケティング投資の成果を明らかにすることができるのです。 
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マルチチャネル マーケティング 

今日のバイヤーは、多くの情報のおかげでますます賢くなっています。バイヤーが最も重視する事柄を

明らかにし、彼らが必要としている情報を迅速に一貫した方法で提供する必要があります。2015 

Update 版の Microsoft Dynamics Marketing を利用すれば、視覚的なメール編集機能、A/B テストと分

割テスト、統合管理機能、承認ワークフローなどによって、キャンペーンの作成を合理化し、セグメン

テーションの質を引き上げることができます。 

電子メール エディター 

新しい電子メール エディターでは、事前定義済みのテンプレートから選択したり、最初からメールを

作成したりできます。対話型のドラッグ アンド ドロップ方式のプロセスを利用する方法と、CSS や 

HTML のエキスパート向けの高度なエディターを利用する方法があります。 
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キャンペーン管理コンソール 

キャンペーン管理コンソールが拡張され、複雑な条件分岐トリガーにも対応し、複数のキャンペーン展開

やA/B テストにおける対応を細かく調整することができます。A/B テストは、マーケティング担当者が確

信を持ってマーケティング活動を行ううえで効果的です。簡単な手順で多目的の A/B テストを設定、実行

して、その結果をリアルタイムに表示し、分析を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

統合型ソーシャル リスニング 

お客様とのやりとりとソーシャルの情報を統合し、更に感情分析を行うことによって、ブランド価値を引

き上げることができます。 
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営業コラボレーション 

新しい営業コラボレーション パネルにより、マーケティング部門と営業部門の協力体制による相乗効果を

高めることができます。営業担当者は、営業コラボレーション パネルを使用してキャンペーンやターゲ

ティングに必要な情報を入力できるほか、キャンペーン活動を把握したり、顧客を絞り込んでコミュニ

ケーションを制御したりすることができます。また、顧客とのやり取りを基にしてアラートを設定し、受

信することも可能です。 
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B2B マーケティング 

オンライン セミナーの統合と潜在顧客評価機能の改善によってリード管理機能を高めましょう。複数

の潜在顧客評価モデルを導入できます。 
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マーケティング リソース管理 

新しいマーケティング カレンダーでは、マーケティング計画をかつてないほど詳細に把握できます。

Lync のクリック発信機能を利用すれば、コラボレーションも容易です。 

 

内部プロセスの自動化 

承認プロセスの設計とそのステータスの追跡が容易です。これにより、チーム メンバー全員が連携して、

期限までに目標を達成することが可能になります。 

 

グローバル展開 

Dynamics Marketing のグローバル展開に、日本とロシアが追加される予定です。  
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営業 

営業担当者がより多くの顧客へより迅速に販売を行えるようにするなど、効率的な営業を支援するため

に、次の機能を提供します。 

 

ガイド付き営業プロセス 

強化された分岐ロジックを使用して営業担当者が目的とする成果を得られるよう誘導すると同時に、ビ

ジネス プロセスの自動化とあらゆるデバイスへのビジネス ルールの適用によって生産性を高めます。 

今回のリリースでは、複雑なビジネス プロセスの実装を支援する分岐機能の導入により、Microsoft 

Dynamics CRM 2013 以来のビジネス プロセス フローがさらに改善されています。分岐の選択は、プロ

セスの定義中に設定されたルールに基づいてリアルタイムかつ自動的に行われます。たとえば、製品と

サービスの販売に関するビジネス プロセス フローを設定するとします。このフローは、共通の評価ス

テージの後、製品専用のフローとサービス専用のフローに分岐させることができます。 
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製品ファミリ 

複数の製品をセットにして関連製品のクロスセルやアップセルを行ったり、製品属性を利用して製品管

理の簡素化を図ったりすることによって、営業力を大幅に強化できます。 

製品販売エクスペリエンスを改善することにより、営業オペレーション マネージャーや営業担当者は、

製品のより効果的な管理、販売が可能になります。営業オペレーション マネージャーは関連製品にバ

ンドルする製品を選定し、カスタムの価格表を用意して、営業担当者が最適な製品を最適な価格で提案

できるように支援できます。営業担当者は商談を進めながら、商談フォームでクロスセルやアップセル

のオプションのほか、顧客にお勧めするアクセサリや代替製品を確認できます。 

 

営業オペレーション マネージャーは、「更新可能」、「読み取り専用」、「必須」、「非表示」と

いった製品プロパティ (属性) を利用して、営業担当者が商談、見積書、発注書、請求書に関連製品を追

加する際に、これらの製品がどのように使えるかを設定することができます。 
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階層型の営業管理 

ビジネスに役立つように、営業データを管理し、レポートを作成しましょう。新しい階層型の表示と

ロールアップを使用すると、担当地域のリアルタイムのデータや予測データを簡単に管理できます。タ

イルには主要な情報が表示され、それと共に階層を視覚的に把握したり、任意のノードからアクション

やコミュニケーションを開始したり、「under」演算子を使用してレコードを絞り込んで照会したりす

ることが可能です。 

今回のリリースでは、取引先、製品、またはユーザーを階層型のチャートに表示することによって情報

の関係性やグループ分けを確認できる機能が追加されています。情報のブロックをクリックして詳細を

表示したり、関心のある情報を検索したりすることができます。 

たとえば取引先の階層型表示では、次の操作が可能です。 

• 取引先の全体の収益状況を確認する 

• サブ取引先のタイルにドリルダウンして取引の発生元を調べる 

• だれがその取引先を担当しているかを把握したり、他の営業担当者にメールを送信して取

引先を共有することにより支援を要請したりする 

• 各取引先の重要な詳細情報 (与信限度額、その取引先に対する最新の営業活動など) を表示

する 

階層型表示はモバイルでも利用可能です。 
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タブレット用 CRM の機能強化 

タブレット用 Microsoft Dynamics CRM を使用することで、どこにいても常に接続を確立して生産性を

維持することができます。Windows 8、iPad、Android タブレットから、外出先でも最新の顧客情報を

確認できます。柔軟なロール別ダッシュボードと分析機能、カスタム ホーム ページ、階層別ナビゲー

ション機能のほか、ネットワークから切断されている場合のサポートの強化により、営業の生産性が向

上します。モバイル ユーザーには、新しいカスタム ホーム エクスペリエンスが提供されます。任意の

タブレット用ダッシュボードから、重要なレコードのピン留めや分析の表示が可能です。また、外出先

でも重要なデータに簡単にアクセスし、分析を加えることができます。 

移動中は接続が切断される可能性があります。オフライン ドラフト機能を使用すれば、オフライン中

も新しいレコードを作成したり、レコードに変更を加えたりすることができます。オフライン中の編集

内容は、次にオンラインに接続したときに同期されます。 
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カスタマー サービス 

ソーシャルとモバイルの影響により、企業が提供するサービスへの顧客の期待は大きく変化しました。

86% の顧客が、より質の高いカスタマー エクスペリエンスが得られるなら、サービス料金が多少高く

てもかまわないと考えています。それと同時に、Web、ソーシャル ネットワーク、電話などの好みの

チャネルで、高品質かつ一貫したサービスが受けられることを期待しています。今日では、消費者の 

67% が Web セルフサービスを利用して問題を自己解決しています。 

カスタマー サービス部門の課題は、長期的なスパンで見た場合に、カスタマー サービスの品質とコス

トの最適なバランスが取れるようにすることです。サービス コストはチャネルによって大幅に異なり

ます。そのため企業は、さまざまなレベルのカスタマー サポートをどう提供するかを検討すると同時

に、サポート担当者を支援し、その生産性を強化する方法を模索する必要があります。 

Microsoft Dynamics CRM を利用すれば、すべてのチャネルで顧客ごとにカスタマイズした関連性の高

いサービスを先回りして提供することにより、顧客ロイヤルティを確立し、サポート担当者の対応能力

を高め、問題を解決することができます。顧客にとって都合のよいチャネル (Web、ソーシャル、

チャット、モバイル、電話など) を通じて、顧客からの問い合わせに適切なタイミングで適切な回答を

提供することができます。 

 

サポート案件の管理 

柔軟なサービス レベル アグリーメント (SLA) により、さまざまなレベルのサポートを提供することが

できます。また、「最初の応答」や「サポート案件の解決」のような主要指標の追跡および分析機能を

使用すれば、サービスの有効性を見極められるようになります。 

前回のリリースでは、Microsoft Dynamics CRM のサポート案件の管理機能に次のような機能強化があ

りました。 

 更新された案件フォームで、関連案件の管理や利用資格の確認を行う。また、タイマーを使用して、

SLA に関連付けられたタスクを完了するまでの時間を追跡する。 

 サービスの資格情報および SLA を定義、管理する。 

 動的ルーティングとキュー処理ルールを作成して、サービス対象に確実に到達する。 

 案件の重複の統合や親子関係の作成により、重複をなくす。 

今回のリリースではさらなる強化が実施され、SLA の一時停止と再開が行えるようになります。また、

SLA が満たされるまで案件を保留する時間を追跡できるようになります。 
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ソーシャル 

ソーシャル ネットワークにより、人々のかかわり方やコミュニケーションの方法が変化してきました。

今日、顧客は新しい手段やソースからより多くの情報を入手しています。顧客の判断は、オンラインの

ディスカッションやユーザー レビューの影響を受けています。実際に、B2B の顧客の 75% は購入を決

定する際にソーシャル メディアを利用する傾向にあり、顧客が企業に連絡を取る時点で、販売サイク

ルの 70%1 以上が完了しています。しかし、今日のソーシャル リスニング ツールの多くは非常に複雑

かつ高価で、ごく一部の企業のみが利用しています。そのため、前線の担当者に必要としている情報が

届くことはほとんどありません。マイクロソフトは、こうした貴重な情報をだれもが利用できるべきで

あると考えています。 

 

ガイド付き営業プロセス 

Microsoft Social Listening は、Twitter や Facebook などのソーシャル メディア チャネルの監視に利用で

きる、強力な新サービスです。これを活用して、製品、ブランド、競合他社、キャンペーンをグローバ

ルにリアルタイムで追跡することで、ソーシャル Web 上で顧客およびビジネスを真に理解できます。 

ユーザーの声の分析: 既存のソース (Twitter、

Facebook、ブログ、動画など) だけでなく、検索ト

ピックにニュースを追加できます。また、イタリア

語での感情分析が可能になります。 

ソーシャルの情報を収集: ロケーション フィルター

を使用して、データ セットを絞り込み、特定の国ま

たは地域の投稿のみを表示できます。ロケーション 

グループを作成、管理することで、データを効率的

にフィルタリングすることができます。 

サービス提供地域: ソーシャル上の会話を 19 の言語 (アラビア語、中国語、デンマーク語、オランダ語、

英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、イタリア語、日本語、ノル

ウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語) でモニ

ターでき、6 つの言語 (英語、フランス語、ドイツ語、欧州ポルトガル語、スペイン語、イタリア語) で

感情分析を行えます。Microsoft Social Listening のユーザー インターフェイスは、感情分析に使用され

る 6 つの言語にローカライズされています。  

                                              
1 http://partnersinexcellenceblog.com/70-of-buying-process-completed-without-sales-invovlement/ (英語) 
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プラットフォーム 

固有のビジネス ニーズに合わせて Microsoft Dynamics CRM をカスタマイズできる、強力なツールが追

加されます。Microsoft Dynamics CRM は、簡単にカスタマイズおよび設定できる即応的なソリュー

ション フレームワークによって、ビジネス価値を迅速に提供します。Microsoft Dynamics CRM プラッ

トフォームでは、データ モデルの定義から、最新のオープン アーキテクチャに基づいた永続化、セ

キュリティ、API アクセス、ユーザー エクスペリエンス、プログラミング パラダイムの統合に及ぶ、

宣言可能な体系を提供します。以下のように、新たに複数のプラットフォーム機能の強化を行い、オー

プンでカスタマイズおよび拡張可能なオンライン サービスを提供する取り組みを推し進めています。 

 

検索 

検索スピードが改善され、簡単な操作でよりスピーディに顧客のレコードを検索できるようになります。

ナビゲーション バーの検索ボックスにキーワードを入力するだけで、レコードをすばやく検索して表

示することが可能です。検索ボックスはワイルドカード文字のアスタリスク (*) をサポートします。す

べてのレコード タイプを検索できるほか、検索結果をすべて一覧表示することができます。 

より高度な検索を行いたい場合は、ナビゲーション バーの [高度な検索] アイコンをクリックします。

検索結果ページに特定のレコード タイプの結果のみを表示したい場合は、ドロップダウン リストから

フィルターを選択します。検索結果をクリックすると、そのレコードの詳細が表示されます。 

CRM と Outlook/Exchange の情報の同期 

Outlook や Exchange を中心的な情報ハブとして使用している場合は、以下を含むより多くの情報を 

CRM と同期することができます。 

 連絡先、タスクのフィールド 

 割り当て済みのタスク 

 予定の添付ファイル 

ユーザーは同期対象のフィールドを簡単に表示できるため、データのソースが確認でき、どのように共

有されているかがよくわかります。また管理者は、フィールドの同期の有効化または無効化を設定でき

ます。 
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組織の Outlook に合わせて CRM を簡単に設定できる新しい構成ウィザード 

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 構成ウィザードの設計が見直され、Outlook 用の CRM の設定が容

易になります。新しい構成ウィザードでは、新しい CRM 組織の追加や管理も簡単です。 

ビジネス ルール 

ビジネス アナリストは、宣言型の「ポイント アンド クリック」インターフェイスを使用して、高度な

ビジネス ロジックを簡単に作成し、CRM 内でアクションを実行することができます。2013 年秋に導入

されたビジネス ルールに、次の新しい機能が追加されます。 

 1 回の作成でどこでも実行可能 – ビジネス ロジックの実装と適用が容易です。 

o サーバー側で実行することにより、クライアント側の変更か、サーバー側の SDK による変

更かを問わずビジネス ルールを実行できます。ルールは、レコードの作成または更新時に

実行可能です。フォーム固有のアクション (フィールドの表示/非表示、ロック/ロック解除、

フィールド要件) は無視されます。 

 より高度なビジネス ロジック 

o 「If..Else if..Else..」のサポートにより、より複雑な構造を簡単に定義できます。 

o 単純な And/Or 演算子で複数の式を組み合わせて、より高度な条件を定義することが可能で

す。たとえば、リードの評価が「ホット」にランク付けされる場合、または既存の取引先

のリードである場合に、このリードに「続行してよいリード」のマークを付けることがで

きます。 

 既定値と既定動作のサポート 

o 営業担当者に便利なように、レコード作成時に一部の情報を入力済みにすることができま

す。「既定値に設定」、「表示/非表示」、「ロック/ロック解除」、「必須設定」のルール

を表す場合は、条件なしのビジネス ロジックを使用します。 

 

ビジネス プロセス フロー 

ビジネス プロセス フローのクライアント API が導入され、アクティブかつ有効なプロセスにプログラ

ムから完全にアクセスできるようになります。開発者が実装する JavaScript コードにより、ユーザーは

状況を問わず、適切なプロセスの適切なステージで作業を行えます。ステージの移動や選択といったイ

ベントは公開されます。このため、プロセスのコンテキスト内だけでなく、ユーザーが現在表示してい

る作業中のコンテキスト内でもアクションを実行することができます。  
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集計フィールド 

通常、何らかの計算結果のデータが必要になる場合があります。たとえば、営業担当者は、ある商談の

売上見込みと確度を掛け合わせた、商談の売上高の期待値を知りたい場合があります。あるいは、発注

額が特定の金額より大きい場合に自動的に割引を適用したい場合もあります。このようなデータを取得

するには、CRM ユーザー インターフェイスで集計フィールドを定義します。別途コードを作成する必

要はありません。集計フィールドには、フィールド内に定義された条件と式に基づいた計算結果が格納

されます。条件と式は、同じエンティティ内の他のフィールドの値や、関連エンティティのフィールド

の値を参照できます。集計フィールドを定義して、単純な算術演算子や、Greater-than、If-else などの

条件付き演算を含む一般的な計算式から値を取得することができます。 

ビジネス ルール エディターの改善 

初期リリースのビジネス ルールでは、ルール内のすべての条件が真であるかどうかを評価することし

かできませんでした。今回のリリースでは、And 演算子に加え、Or や If-Else を利用して、より複雑で

高度なビジネス ルール ロジックを簡単に作成できるようになります。よく使用する分岐ロジックの作

成も簡単です。ビジネス プロセス フローの分岐機能は、新しい If-Else ロジックを利用しています。 

さらに、サーバー上でビジネス ルールを評価する機能が追加されます。ビジネス ルールの範囲をエン

ティティ レベルに設定すると、サーバー上でルールの評価が行われます。以前のリリースでは、

JavaScript コードを使用せずにフォーム ロジックを適用するよう、単純な宣言型インターフェイスを提

供していましたが、ルール ロジックの評価は、ビジネス ルールをサポートするクライアント (CRM 

Web アプリケーション、タブレット用 CRM など) 内でしか行うことができませんでした。そのため、

ビジネス ルール ロジックの評価をサーバー上で行い、すべてのクライアントに適用するためには、別

途プラグインを作成し、サーバー上で実行する必要がありました。今回のリリースでは、ビジネス 

ルールの評価をサーバー上で行い、すべてのクライアントに適用することができます。もちろん、コー

ドの作成は不要です。たとえば、よく使用するシナリオのロジックを、プラグインから、CRM ユー

ザー インターフェイスで定義したエンティティ レベルのビジネス ルールに移行することができます。

このほかに、既定値を設定する機能も追加されています。たとえば、Contoso 社が米国内でのみ事業を

展開している場合は、リードの生成時に国が自動的に「米国」に設定されるような簡単なビジネス 

ルールを作成できます。  
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ロールアップ フィールドによる主要ビジネス指標の取得 

ロールアップ フィールドを使用して、1 対多 (1:N) の関係を持つ関連エンティティから、主要ビジネス

指標をレコード レベルで取得することができます。より複雑なシナリオの階層に対して集計を行うこ

とも可能です。エンティティのロールアップ フィールドは、小数または整数、通貨、日付/時刻として

定義します。たとえば、次の情報を知ることができます。 

 進行中の商談件数 

 特定の取引先の進行中の商談の総売上高 

 特定の取引先の優先順位の高いアクティブな案件の合計数 

集計は子レコードから親レコードへロールアップされます。1 つの組織につき最大 100 個のロールアッ

プ フィールドを定義でき、各エンティティに設定可能なロールアップ フィールドは最大 10 個です。

ロールアップ フィールドの値は、非同期システム ジョブによって計算されます。ロールアップ フィー

ルドの計算は、定期的なパターンに従って実行される定期ジョブです。ロールアップ フィールドの一

括計算ジョブは、ロールアップ フィールドの追加または更新時に 1 回だけ実行されます。ロールアッ

プ フィールドはソリューション コンポーネントであるため、組織間での移動が容易で、複数のソ

リューションに配布可能です。 

設定不要なフィールドのフィールド レベル セキュリティ 

多くの企業では、特定のユーザーにしか表示や編集を許可しない機密データを扱っています。フィール

ド レベルのセキュリティを利用すると、カスタム フィールドやその他のフィールドへのアクセスを制

限できます。たとえば、営業チームのメンバーに対して、取引先企業番号フィールドの表示のみを許可

し、編集は許可しないという設定にすることができます。 

互換性 

マイクロソフトでは、CRM 機能を最新のテクノロジで利用可能にする取り組みを継続し、Microsoft 

Dynamics CRM の互換性リスト (英語) を更新しました。このリストでは、最近および今後の互換性テス

トの結果に関する最新情報を確認できます。  

http://support.microsoft.com/kb/2669061
http://support.microsoft.com/kb/2669061
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まとめ 
マイクロソフトは、自宅、会社、外出先にいる人々を結びつけ、各自にとって最も重要なアクティビティ

を遂行するための個人向け/企業向けの一連のデバイスとサービスを作り上げるという強力なビジョンを

掲げています。このビジョンにおいて、Microsoft Dynamics CRM ソリューションは、他にはまねできな

い重要な役割を果たします。世界がますます近くなり複雑になるにつれて、企業が顧客を理解し効果的に

つながりを持つためには、テクノロジが重要になります。Microsoft Dynamics CRM 製品は、企業のマー

ケティング部門、営業部門、サービス部門に必要な情報を提供し、これらをひとつにまとめることによっ

て、すばらしいカスタマー エクスペリエンスを確実に提供することを支援します。 

 

Microsoft Dynamics CRM に携わることができたことを本当に嬉しく思っています。現在、そして将来に

わたって、お客様に Microsoft Dynamics CRM がもたらす技術革新や、ビジネスの発展に寄与するすばら

しい機能をご案内できることを楽しみにしています。 

 

 

Microsoft Dynamics CRM チーム 

               
  

http://www.twitter.com/MSFTDynamics
http://www.facebook.com/msftdynamics
http://www.linkedin.com/groups?gid=2315754
http://www.youtube.com/user/msdyncomm
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Microsoft Dynamics は、企業や従業員がより確信を持ってビジネス上の意思決定を遂行できるように支援する、適応力を備え

た統合ビジネス管理ソリューション群です。Microsoft Dynamics は使い慣れた Microsoft ソフトウェアと同様に動作し、

Microsoft ソフトウェアと連携して機能します。財務、顧客関係、サプライ チェーンのプロセスを自動化および効率化するこ

とで、ビジネスの成功を支援します。 

 

米国およびカナダ、フリーダイヤル 1-888-477-7989 

全世界 +1-701-281-6500 

http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics 
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