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世界最大のCoca-ColaボトラーであるCoca-Cola European Partners (CCEP)

A little background

は、
世界で最も愛される飲み物を西ヨーロッパの100万もの小売店に販売・提供し
Sanford Health aims to deliver a five-star service delivery experience for its
ています。13ヵ国で操業しており、
従業員数は22,000人を超えます。
employees in the moments that matter. However, with 50,000 employees spread
across 24 states, and acquisitions of other healthcare organizations, scaling that

複数の旧式のシステムを一元化

five-star service experience can be a significant challenge.
2016年、
Coca-Colaボトラー3社の合併を受けてCCEPが設立されたとき、
継承した

各社の体制はまったく異なり、
技術も旧式のものでした。
多くの処理が手作業で行わ

Meeting all staff needs
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年間20万件におよぶサービスデスクへのリクエストの90％はメールで届いていまし
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things・that
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Officer, Darren Walker.
アード
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Managementには、
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patients and residents.
機能がすべて備わっ
ているため、
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パートナーと顧客に可能な限り最高の
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サービスを提供できます。
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Martha Merk

and residents.” To achieve this, in collaboration with ServiceNow, Sanford Health
has created a unified service portal which brings the HR and IT teams closer
together. By providing a single source for employees to go to for questions,
and a seamless experience when transferring cases between departments,
the teams work better together.
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「当社では他の業
Employee
satisfaction is also improving
due to the case resolution
rate;

務でServiceNowを利用しており、
いつも大変助かっています。
97% of cases are now completed
under the five-day SLA.ServiceNow Customer

Service Managementには、
業務を合理化し、
透明性をより高めるためにすぐに必要な
機能がすべて備わっています」

Extending ServiceNow further

当社は今後もServiceNowとの提携を継
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where the future is going to be.
ていきたいと考えています。
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このソリューションでは、
ケースの割り当てを自動化する標準ダッシュボードがエージン

トに提供されます。
AIと機械学習の活用により、
メールのスキャンとリクエスト・フォーム
The Now Platform also helped Sanford Health when the COVID pandemic
の入力を自動的に行うことができます。
すべてのサービス・デスクのケースの40%を請求
broke out. Working with ServiceNow it was able to introduce a new form to
に関する問い合わせが占めていますが、
人手に頼ることなく、
自動的に請求の状態を確認
make sure employees had the information they needed on how to get back
できます。
to work. This enabled the team of 16 agents to support over 35,000 new

COVID cases.
リソースに余裕が生まれ、
より高い価値を創造する

The
HR and IT teams have also implemented
capabilities such as the
処理の自動化をさらに採用することで、
より複雑な作業やより有意義な作業にエージェン
native mobile app and virtual
agent to enhance service delivery for their
トが集中する余裕ができます。
体系化されていないテキストだらけのメールをなくすこと
employees
and support a deskless workforce for nurses.
“Our aim is to simplify
で、
エージェントが簡潔で関連した情報を受け取って、
より迅速に問い合わせに対応でき
our employees’
work so they can focus on
taking care of our patients and
ます。
これが最終的にユーザーの生産性アッ
プに役立ちます。
residents,” concludes Darren.

他の部署にも高い基準を設定
Source-to-Pay担当部署がServiceNowで効率的・効果的に稼働しているという事実に

より、
チームはこのソリューションの価値を社内の他部署に示すことができます。
Plamen Dinchevは次のように述べています。
「当社は今後も改善活動を継続

し、
ServiceNowと共に多くの成功を成し遂げたいと考えています。
社員の生産性アップ以
外にも、
当社の事業について より深く考察することができました。
効率を積極的に推進

することで、
変化し続ける市場においてトップの競争力を維持することができます」

Now you know how
work can work better.
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