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QUARK、LOUIS VUITTONの革新性とエレガ
ンスを融合
高級皮革製品の代表的メーカーであるLOUIS VUITTON、
QUARK PUBLISHING PLATFORMとAPP STUDIOを使って社
内報の新しいIPADアプリを開発しています。
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高級皮革製品ブランドのLouis Vuitton（
LVMHグループ）は、フランス国内および
世界中のiPadを所有する従業員や店舗に
表現力豊かでインタラクティブ性の高い
社内コミュニケーションを配布するiPad
アプリを、Quarkのエンタープライズ向け
顧客コミュニケーションソリューション
であるQuark Publishing Platformを使って
制作、展開することを選択しました。

Louis Vuitton：革新性の代名詞的なブランド
Louis Vuittonは、1854年にLouis Vuitton氏によって創業さ
れました。革新性において長い伝統を持ち、フランスの優
雅なスタイルを備えた高級品のイメージを世界中に連想さ
せる著名な皮革製品ブランドです。1987年に、Bernard
Arnault氏 が 指 揮 す る LVMH （ Louis Vuitton Moët
Hennessy）グループの上位ブランドとなり、既製服、靴
、時計製造、香水、文具など多角的な展開を行っています
。

現在、Louis Vuittonの従業員は1万8千人を超えており、フ
ランス国内の18店舗を含み、世界各国に465の店舗があ
ります。

Louis Vuittonは高級製品業界のトップ企業の1つでありな
がら、高品質な原材料の使用、不正開封防止ロックの開発
、最適化された製造工程の追及のほか、近々フランスのア
ンジェに専門の皮革製品拠点を置くなど、革新性の継続に
強い意欲を持っています。

課題
紙媒体の社内報をデジタル版に置き換える•

Louis Vuittonのブランドを、社内コミュニケーショ•
ン用のiPadに融合させるアプリを公開する
マーケティングやコミュニケーションのためのド•
キュメントやその他の資料にLouis Vuittonの店舗か
らアクセスできるようにする

インタラクティブ機能やマルチメディア要素でデ•
ジタルコンテンツをリッチ化する

QUARKのソリューション
Quark Publishing Platform•

QuarkXPress•

App Studio•

成果
iPad向けにインタラクティブ機能が豊富で、iPad•
を所有する従業員が利用できる社内報アプリ
Louis Vuittonの売上表、冊子、カタログ、過去の情•
報への社内アクセスが可能なアプリ
店舗での接客用に（一部のドキュメントに対して•
アクセスが制限された）パブリックモードで利用
できるアプリ
Louis Vuittonの販売チーム向けにiPhone版アプリ•
を展開

アジア地域に2つめのQuark Publishing Platformシ•
ステムを導入

革新性の文化は、Louis Vuittonの社内コミュニケーション
にも広がっています。従業員は、知識の向上、成功事例の
紹介、社内のブランド強化のための情報を受け取りま。こ
れまで、このようなコミュニケーションは紙媒体のみ、全
従業員に対して配布される社内報の形で制作されていまし
た。

Louis VuittonとQuark： 長期にわたる協力関係
Louis VuittonはQuarkの長期にわたる顧客で、QuarkXPress
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を使用して社内の出版物を
制作していま。Louis Vuitton
が社内のコミュニケーショ
ンやパブリッシング機能を
印刷物だけでなくウェブや
デ ジ タ ル に 広 げ た た め 、
Quark Publishing Platformを
導入することは次のステッ
プとして必然的でした。

「 iPadが登場したときに、
Louis Vuittonではデジタルパ
ブリッシング分野での革新
というポリシーを追求する
戦略的なチャンスを得まし
た。」Louis VuittonのIT部門
でモバイルおよびパブリッ
シングの革新に関するプロ
ジェクトマネージャーを務
めるJérôme Guillement氏は
このように話しています。

「Louis Vuittonの印刷版の
社内報をデジタル版に置き
換えるという発想は、コスト的な理由と部数を増やす目的
の両方で、以前からの課題でした。」Appleのタブレット
端末が登場し、iPadがLouis Vuittonのアプローチにまった
く新しい活力を与えました。Louis Vuittonのデジタルパブ
リッシング戦略では、ウェブ形式の社内報だけでなく、
iPadでアクセスできるようにすることも必要としていまし
た。同時に、Louis Vuittonでは、デジタルパブリッシング
をその他のコミュニケーションやコンテンツにまで広げる
方法について検討を始めました。

App StudioとQuark Publishing Platform： 選択の要
因
「最初のApp Studioを試すことができたときに、私たちの
ニーズに完璧に対応していることがわかりました。」、
Guillement氏は説明します。「私たちは、社内報だけでな
く、毎日制作しているパンフレットやカタログなど、大部
分の社内ドキュメントにもiPadでアクセスできるソリュー
ションを必要としていました。また、Quarkのデジタルパ
ブリッシングソリューションを使ってコンテンツをリッチ
化できることにより、新しいクリエイティブなチャネルが
可能になりました。」

Louis VuittonのチームがQuarkのソリューションに対して
既に持っていたスキルは、Quark Publishing Platformをベ
ースにしたデジタル戦略を策定することへのブランドのコ

ミットメントにおいて、大きな要因の1つでした。「私た
ちはデジタルパブリッシングという点でQuarkが提供する
機能に大変満足し、どのような場合でも同じレベルの品質
や革新性を提供できないと思われる他のソリューションに
は目を向けようとは思いませんでした。」と、Guillement
氏は述べています。

モバイルおよびパブリッシングの革新を担当するチーム、
既存のアプリケーションとの統合を容易にする、ソリュー
ションの高度なカスタマイズ性を高く評価しました。この
ようなカスタマイズ性は、Louis Vuittonにとってブランド
およびブランドのガイドラインを完全に管理するための重
要なポイントでした。8週間足らずで、パイロット版の導
入とテストが行われ、本番環境に展開されました。パイロ
ット版は、十分に透明性の高い、最適化された方法でドキ
ュメントをリッチ化できる、自社のグラフィックススタジ
オですべて管理されました。

Louis Vuittonアプリ： エレガンスをもたらす革新性
現在、Louis Vuittonアプリには、PDF、インタラクティブ
な出版物（ビデオ、スライドショー、ウェブサイト、特定
の参照モード）、ビデオという3種類のドキュメントタイ
プがあります。アプリはキオスクから構成されていま。キ
オスクは、必要な出版物をiPadで表示する前に、Quark
Publishing Platformのツリー構造を通じて選択、ダウンロ
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ードするために使用されます。また、このアプリには、（
オフラインモードでの参照が可能な）これまでにダウンロ
ードしたドキュメントのライブラリも含まれています。

Louis Vuittonのプロジェクトマネージャーは次のように説
明しています。「キオスクを参照すると、2種類のステー
タスオプションを持つ最新20件のドキュメントがありま
す。“Update”のステータスは、ユーザーが過去にダウ
ンロードした最新ドキュメントが更新されていることを示
し、“New”は、3週間以内の出版物を示しています。ま
た、キーワード、詳細、ファイル名だけでなく、より効果
的な検索を可能にするダイナミックな目次による、ダイナ
ミック検索システムもあります。最後に、パブリックモー

ドも利用可能です。パブリックモードでは、後から、顧客
が販売現場で一定数のドキュメントにアクセスできま す
。」

また、アプリには、ビデオや自動スライドショー、サウン
ドなどのリッチコンテンツを収容した出版物も含まれてい
ます。すべて、縦方向と横方向の両方で利用できます。

Quark Publishing Platform： ユニークなHTML5ベ
ースのソリューション
Quarkのヨーロッパにおけるテクニカルディレクターであ
るStéphane Dayrasは次のように説明しています。「
Quark Publishing Platformは、HTML5をベースとした、完
全なカスタマイズが可能な出版ソリューションです。顧客
との関係を向上させ、満足度を高めるような、対象を絞っ
た適切なコミュニケーションの作成を容易にします。
Quark Publishing Platformでは、紙やウェブでの提供に加
えて、再利用や、モバイルデバイスやタブレット端末への
、安全な、ユーザーベースおよび役割ベースでのコンテン
ツ配布も可能です。Quarkのプラットフォームは、この種

類のソリューションでは他に類を見ないデジタル配信ソリ
ューションです。周辺機器やアプリの管理のみが可能、ア
プリ内に散在するデジタルコンテンツまでは管理できない
MDM（モバイルデバイス管理）ソリューションを完全に
補完します。Louis Vuittonはこれらの機能を使いこなし、
ブランドの価値を保つ高品質でリッチ化されたアプリのメ
リットを完全に引き出しています。」

2013年： HTML5とiPhone
Quark Publishing Platformを使用して開発したアプリの成
功に続き、Louis Vuitton では、デジタルパブリッシング戦
略の拡大を目指しています。2013年中に複数のプロジェク
トが開始される予定です。「最初のプロジェクトはiPhone
版アプリです。過去の情報や現在のコレクションで利用で
きるすべての製品が含まれた出版物を収録し、HTML5を利
用した新しいバージョンのアプリです。ま、タブレット端
末やスマートフォン以外のユーザーを対象にした、新しい
デスクトップ向けのブラウザベースのアプリもあります。
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QUARK SOFTWARE INC. について
Quarkのソフトウェアによって、あらゆる規模の組織や企業は、魅力的で適切な情報にいつでもどこでも自由な
方法でアクセスしたいという顧客の要望に応えることができます。Quarkのソリューションは、XMLの力と、
柔軟なレイアウトやデザインを融合させ、印刷物、ウェブ、最新のデジタルデバイスでのインタラクティブエク
スペリエンスに向けた顧客コミュニケーションの提供を自動化します。世界中の金融サービス企業、製造業、政
府機関が、Quarkのソリューションを使用して、顧客コミュニケーションを新たなレベルに向上させるとともに
、商品化までの期間短縮とコスト削減を実現しています。
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さらに、Louis Vuittonでは、2つめのQuark Publishing
Platformシステムをアジアに導入します。「2つめのQuark
Publishing Platformシステムの導入には、2つの主要な機
能があります。出張中の従業員が世界中のどこにいてもす
べてのコンテンツにアクセスできるように、パリに導入し
た最初のシステムのミラーシステムとして使用されます。
また、1つめのシステムで障害が発生した場合に間断なく
コンテンツにアクセスできるようにするための、障害回復
用ソリューションでもあります。」


