OKBIZ. 活用事例

ソフトバンクモバイル株式会社

FAQシステム活用事例

パートナー企業からの
問い合わせ件数が
2年間で4割程度削減

ソフトバンクモバイル株式会社はiPhone、iPad、携帯電話、スマートフォンなど
の携帯端末と、それらの機器で利用するコンテンツサービス、サービスを快適
に利用するための通信ネットワークの拡充に取り組んでいます。同社は、2005
年よりOKBIZ. for FAQ / Helpdesk Supportを導入し、パートナー企業向けの

FAQ サイトを運用しています。特にここ 2 年は、FAQ やヘルプデスクに関して
の数値目標を設定するなどしてより効果的な活用方法を模索し、問い合わせ
件数を4割程度の削減を実現するという高い成果を上げています。今回、同社
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機能面での評価ポイント

ユーザー向けの検索機能の強化

柔軟なデザインカスタマイズ性

検索精度の大幅向上

デザイン・レイアウト変更が容易に可能

検索サジェスト機能

カスタムパーツを組み込み、FAQサイト内
で自由にコンテンツを挿入可能

（ニューラルサーチ機能）
（関連したキーワード候補の自動表示）

検索結果のインターフェイス改善

※こちらの掲載内容は 2014 年 6月時点の情報です。

問い合わせ数削減・コスト削減など
多数の導入事例を公開中︕
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