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チラシ制作プロセスの自動化

11か国に270以上の家具店を持つ従業員数22,000人以上売上高約42億ユーロ

XXXLutz グループはオーストリアの家具店チェーンであり、世界最大の家具小売業者の1つであり、収益は約42億ユーロです。家具店
では、約45,000点の商品を中心に、幅広い商品を取り揃えています。 XXXLutzグループは、11か国でマルチブランド戦略を成功裏に
実行し、270を超える店舗で22,000人以上を雇用しています。

Opportunity

継続的な成長により、既存のマーケティングプロセスとテ
クノロジーはもはや需要に追いつくことができませんでし
た。その結果、完全に新しいプロセスの開発、既存のシス
テムのより良い統合、および継続的な拡張のためのシステ
ム変換が必要になりました。

Solution

その答えは、印刷物出版の計画と作成の管理ソリューショ
ンの開発、グループ全体のメディア資産管理、およびそれ
らに対応する業務プロセスの設計、これらを実現すること
でした。さらに、priint：suiteとInDesignを使用して自動
組版PDF制作を実装し、企画側と制作側の間で生じがち
なヒューマンエラーを無くし、円滑なコラボレーションを
実現することでした。

Advantages

一元化されたデータベース

メディア資産管理は、すべての画像、動画、PDFなどの会
社の持つメディア資産のハブ的役割を担います。

効率の向上

メディア資産の一貫性を備えたチラシの自動作成により、
部門間のプロセスの効率が大幅に向上します。

プロセスの概要

複雑なワークフロー（修正プロセスやリリースプロセスな
ど）をマッピングする機能により、チラシ作成プロセスを
制御および監視出来ます。

より高いスケールへ

チラシやカタログの作成に加えて、このソリューションはす
べてのマーケティング出版物に利用出来ます。
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The Project

さまざまな国、
ブランド、支店固有のコンテンツに対する複雑な要件を含む、
高品質のチラシ広告の作成を自動化します
複雑さの軽減

すでに存在するシステムとの統合を行い、
シームレスに新しいシステムを追加します

出版物の詳細な計画は、キャンペーン管理ソリューション
でサポートされるようになり、可能な場合は自動的に実行
されます。高度な権限と役割管理により、ソリューション
内でユーザー機能が定義されました。このソリューション
は、効率的でエラーのない生産プロセスを確立するという
目標を達成しました。メディア資産の一貫性と信頼性を確
保することは、メディア資産に大きな利点をもたらしまし
た。 Premedia社のソリューションは現在、郵送、広告、価
格表、パッケージなど、他の無数の出版物を作成するため
に使用されています。

長 年 の p r i i n t 社 の パ ートナ ーで あ る P r e m e d i a 社
は、InDesignを用いた企画発案から制作側のレイアウト
決定作業まで、印刷物の発行プロセスを実装するための
オーダーメイドのソフトウェアソリューションを開発しまし
た。目的：プロセス全体を無駄のないものにし、可能な限
り高度に自動化する。重要な要素は、XXXLutzグループの
継続的拡大に対応するためのソリューションでした。すべ
ての国の印刷出版物の計画を実行するために、ワークフロ
ー管理を備えたキャンペーン管理システムが実装され、単
一のシステムとして実現しました。既存のシステムの多く
は、必要なすべてのデータを出来るだけ早く利用出来るよ
うにするために、Premedia社によって統合されました。こ
れにより、発行プロセス全体を通じて、内部調整の労力が
大幅に削減され、コストが節約されました。

Head of Marketing +
Brand Manager

Premedia GmbH // We make complexity manageable.
メディアとマーケティングの状況はダイナミックな変化の
状態にあります。新しいテクノロジーと市場の発展は、企
業に新しい課題を絶えず提示しています。ターゲットグル
ープは、関連するコンテンツを個別に、即座に、さまざまな
チャンネルを介して情報入手することを期待しています。

このソリューション以前は、公開プロセスは完全に手動で
した。これらの時代遅れのプロセスは、ページへの簡単な
変更や画像やテキスト要素の再利用を妨げ、不必要な手
順を引き起こし、作業の重複が発生しました。 Premedia
のソリューションとガイダンスにより、これらのチラシの柔
軟でエラーのないスケジュール通りの制作が可能になりま
した 。

Marketing

Our Solution Partner

チラシ制作のためのオーダーメイドのソフトウェアソリューション

Premedia社がソリューションを提供出来る分野がここで
す。業務サイズを縮小し、業務の複雑さを単純化し、かつ
拡張的なソリューションを提供することに優秀です。

Premedia社は、顧客が画像、テキスト、ビデオ、翻訳、修
正、承認、および出版物の形式でコンテンツを効率的に整
理し、幅広いチャンネルで出版物を自動化するのに役立ち
ます。

Marketing

Sales

チーム間で協力して作業することで、プロセスの自動化
と最適化を利用することで、複雑さとコストを削減でき
ます。これは、すべての関係 者に利益をもたらすアプロ
ーチです。 Hofer社、Josko社、Rosenbauer社、Trodat
社、Wüstenrot社、XXXLutz グループなどのグローバルに
アクティブな顧客は、end-to-endの印刷出版における長
年の専門知識と、企業およびパートナーのグループの集中
したデジタル専門知識の恩恵を受けています。

35年以上にわたり、Premedia社はお客様と一緒に成長し
てきました。お客様の話をよく聞いて、期待に応えることを
心掛けています。お客様の社内プロセス、インフラストラク
チャ、組織要件、およびお客様の企業文化に完全に適合し
ます。
Premedia社は、お客様に最適な戦略的ソリューションを
提供することをお約束します。専門家チームは、業界の専
門知識、創意工夫、理解に貢献し、確立された目標を共に
成功させることに専念します。
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「私たちにとって、
Premedia社は、
コンテンツやマーケティングテクノロジーだけで
なく、
パブリッシングにも同行する長年の戦略的パートナーです。
画像、
コンテンツ、
メ
ディア、
ソフトウェアテクノロジーに関する独自の専門分野のおかげで、
Premedia社
はオーダーメイドのソリューションを開発することが出来ます。
」
Thomas Saliger, Marketing Management XXXLutz
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XXXLutzグループの規模においては、関係する部門の数、
マーケティングチャネルの帯域幅、および会社の国際性に、
マーケテ
ィングとマーチャンダイジングのための特別なプロセスとツールが必要でした。

Certified Enterprise Solution Partner
地域: ドイツ・オーストリア・スイス
https://www.priint.com/en/partnerprofile/premedia.html
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priint:suite

すべてのマーケティング出版物のためのソリューション
今まで以上に、印刷物やその他のデジタル出版物は、顧
客、同僚、見込み客、聴衆とのつながりを維持するために
不可欠です。そのため、500社を超える顧客と100社のソリ
ューションパートナーがpriint：suiteを信頼して、デジタル
および印刷物の発行プロセスを最新化、自動化、簡素化し
ています。

A d o b e ® i n D e s i g n ® および I l l u s t r a t o r ®用の
p r i i n t：s u i teプラグインにより、多様なデータソース
（ERP、PIM、MDM、DAM、CRM、CMS Webショップ、また
はMRMシステム）を統合して、プロジェクトのあらゆるタイ
プの情報を使用出来るようになります。
デジタルコミュニケーションを促進するのと同じデータを
ワンクリックでデジタルおよび印刷出版チャンネルでシー
ムレスに利用出来るため、すべてのチャンネルで一貫したメ
ッセージとカスタマーエクスペリエンスが保証されます。

priint：suiteはモジュール式で拡張性があり、あらゆる規
模の組織で成功しています、また費用対効果の高い印刷プ
ロセスの自動化を可能にし、組織内のすべての関係部門に
簡単に接続出来ます。
#NoMoreCopyPaste #priint
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