
株式会社セルシス　FAQシステム活用事例
OKBIZ. 活用事例

中澤︓プロダクト・サポート部の部門

長、また海外サービスデスク課の課長

も兼務しています。プロダクト・サポー

ト部は検証業務とユーザーサポートを

受け持つ部門で40名以上が所属して

おり、ユーザーサポートには20名以上

の様々な国籍のスタッフが携わってお

ります。ユーザーからの要望や質問を

開発部門へフィードバックしたり、FAQ

を作成してユーザーサポートサイト

「CLIP STUDIO SUPPORT」に掲載

するなどの取り組みも行っています。

運用体制とご担当業務を教えてくだ

さい。

桂川︓プロダクト・サポート部  国内

サービスデスク課の課長として、ス

タッフマネージメントやお問い合わせ

の分析を担当しています。OKBIZ.に

関しては、画面設定管理やKPIの運用

を行っています。

多言語展開サービスの
サポートをFAQリコメンドで
効率化︕

導入前の課題︓管理面・利用面の両面で改善の必要性を感じていた
サポートスタッフを支えるFAQシステム

株式会社セルシスは1991年に設立され、クリエイターの創作活動を支援す

るアプリケーションの提供を中心に展開してきた企業だ。イラスト・マン

ガ・アニメーション制作ツール「CLIP STUDIO PAINT」は全世界累計出荷

本数が1000万本を超えるなど、グローバルにサービスを展開している。

そのオンラインサポートサービス「CLIP STUDIO SUPPORT」を支える

システムとして「OKBIZ. for FAQ / Helpdesk Support」を導入した狙い

と効果について、プロダクト・サポート部の部門長である中澤利治氏と、プ

ロダクト・サポート部 国内サービスデスク課 課長である桂川仁志氏に話を

聞いた。
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選定のポイント︓国内FAQシステム導入実績No.1の実績とノウハウに期待
柔軟なAPIとリアルタイムに取得できるKPIを重視

FAQシステム乗り換えに至るきっかけ

は何だったのでしょうか。

中澤︓以前から課題を感じ、何度か

サービスの乗り換えを検討していまし

たがサービスの乗り換えによるユー

ザーサポートへの影響や現場の負担

を考え、踏み切れずにいました。「CLIP 

STUDIO SUPPORT」を公開した

2019年11月にも「OKBIZ. for FAQ / 

Helpdesk Support」の導入を検討し

たのですが、タイミングが合わずに一

度見送っています。今回導入できたの

は、導入にあたり6ヶ月間のトライアル

に対応してもらえたからです。

桂川︓6ヶ月の準備期間がもらえたこ

とで、迷わず操作できる画面設計を

しっかりと行うことができましたし、

本導入前にマニュアルの整備もでき

ました。この準備期間は非常に大切

だったと感じています。

またスタッフが問い合わせに回答する

にあたって社内FAQを参照するので

すが、入力キーワードが人によって異

なり適切なFAQが見つけられないな

ど、回答に時間がかかってしまう原因

になっていました。

以前はどのような課題があったので

しょうか。

中澤︓当社は、製品開発から営業、サ

ポートといったあらゆる部分を自社で

行う文化があります。現在ユーザーサ

ポートページとして公開しているFAQ

等も、全て自社開発のものです。その

中でヘルプデスク管理だけは他社の

ツールを利用していたのですが、自社

開発部分と組み合わせるにあたり、利

用するAPIの柔軟さや、リアルタイム

でのKPI管理といった面で不足を感じ

ていました。



導入効果︓自動表示されるFAQで回答のタイムロスを低減︕回答速度向上を実感
細かなKPIのリアルタイム取得でタスク管理もしやすく

実際にご利用になってどのような変化

がありましたか。

桂川︓まず、ユーザーサポートに特化し

たシステムのため必要なものがわかり

やすく配置されていること、APIで細

かな設定も行えるためカスタマイズも

しやすく、直感的に操作できることで

効率が上がりました。分かりやすい＝

覚えやすいのは、新入社員が増えてい

く中で特にメリットを感じました。ス

タッフの増員を見込んでいるため、

トータルコストにも優れていると感じ

ています。

また、お問い合わせ内容に合わせて自

動的に対応するFAQをリコメンドして

くれる機能はとても便利ですね。自動

表示されるおかげで、以前のように

キーワードの違いで対応するものが見

つけられないというタイムロスはなく

なりました。FAQを見ながら回答メー

ルを作る作業が、ある程度シームレス

に行えるようになりましたし、回答作

成に時間をあてることができるように

なりました。まだ導入直後であるため

体感的なものにはなりますが、回答完

了までの時間が早くなったと感じてい

ます。

重視されているKPIとはどのようなも

のですか︖

桂川︓特に「ありがとう」などの感謝の

言葉を頂いて問い合わせをクローズで

きたかを測る「ありがとう率」を重視し

ています。

また、お客様をお待たせしないことを

重視して、回答にかかった平均時間な

ども見ています。以前は進捗状況をリ

アルタイムに把握できず都度集計を

行っていたのですが、未完了のインシ

デントと回答送信済のインシデントが

リアルタイムに数値で把握できるよう

になりました。1日の対応状況が一目

でわかるのは、管理側からはとても嬉

しい機能で、タスク管理がしやすくな

りました。

「CLIP STUDIO SUPPORT」は7言

語で公開しているのですが、言語ごと

に「OKBIZ . for  FAQ /  Helpdesk 

Support」でカテゴリを分けて登録し

ているので、言語ごとのKPIもリアル

タイムで把握できています。この言語

ごとにKPIが見られること、リアルタイ

ムでKPIが把握できることは非常に重

視していて、導入の決め手にもなった

部分ですが期待通りの結果が出てい

ます。

以前に利用していたツールは、海外を

中心としたサービスということもあ

り、要望が届くまでに時間がかかると

感じていましたし、柔軟性という面で

も課題を感じたので、国内企業で多く

の実績があることは魅力でした。また

他社事例を通して持っているFAQ作

成のノウハウにも期待しました。

「O K B I Z .  f o r  FAQ  /  H e l p d e s k  

Suppor t」をご導入いただくにあたっ

て重視されたポイントを教えてくださ

い。

中澤︓OKBIZ.は国内No1の導入率を

誇る安心感がありました。グローバル

にサービスを提供している中、サー

バーダウン等で問い合わせができな

くなるような事故が防げそうだと感じ

たのもポイントです。またAPIが豊富

で、カスタマイズして「CLIP STUDIO 

SUPPORT」と連携させるのにも向い

ていると感じましたし、細かなKPIが

リアルタイムに取得できるのも魅力で

した。



OKBIZ  事例問い合わせ数削減・コスト削減など
多数の導入事例を公開中︕

国内企業らしい柔軟性とノウハウ提供に満足
AIを活用したツールにも期待

今後の展開として考えていることを教

えてください。

中澤︓当社はお客様の声を重要視して

おり、よりよい製品やサービスを届け

るための今後の指針にもなっていま

す。CLIP STUDIO PAINTは7言語で

展開しておりますので、よりグローバ

ルにクリエイターのサポートができれ

ばと思います。

そのためには、サービスのアクセス解

析や海外サポートスタッフの育成、さ

らにはナレッジの共有なども進めて、

「O K B I Z .  f o r  FAQ  /  H e l p d e s k  

Suppor t」を活用し、サポート体制を

強化していきたいと考えています。

また、オウケイウェイヴのAIを活用し

たツールにも興味があり、どのように

取り入れることができるか今後検討し

ていきたいです。

「O K B I Z .  f o r  FAQ  /  H e l p d e s k  

Support」とオウケイウェイヴへのご

要望はありますか︖

中澤︓FAQ全般をパッケージで提供し

ている中、ヘルプデスク管理部分だけ

を利用したいという要望に対応しても

らえる等、国内企業ならではの柔軟な

対応をしてもらえたことを嬉しく思っ

ています。

また、導入にあたって、オウケイウェイ

ヴの担当者からアドバイスを貰った

り、トレーニングやセミナーに参加

し、オウケイウェイヴの持つカスタ

マーサポートに関するナレッジに助け

られました。そのおかげで、「OKBIZ. 

for FAQ / Helpdesk Support」の利

用開始にあたっては、回答に必要なテ

ンプレートや対応フローといったナ

レッジの移行だけで済ませることが

できました。オウケイウェイヴならで

はのノウハウに基づいたアドバイスは

大変ありがたかったです。今後も他社

がどのように使っているか聞ける座談

会やセミナーなど、そういったナレッ

ジや情報提供などのサポートを期待

しています。

※こちらの掲載内容は2021年1月時点の情報です。
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