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エージェントが素晴らしい体験を提供できれば、お客
様は貴社との取引に前向きになるということです。

サポートチームを成功に導くには、ビジネス全体をシ
ームレスに統合する適切なツールが必要です。その
ため、  Zendeskマーケットプレイスでは、エージェン
トの生産性を高め、ワークフローを効率化し、顧客満
足度を向上させるためのパートナーやアプリ、統合
機能をワンストップで提供しています。 

このガイドでは、適切なソリューションを選択し、アプ
リや統合機能を迅速に立ち上げて、チームがどこか
らでも素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供
できるようにする方法を紹介します。

企業は 
カスタマーエクスペリエンスを 
最優先事項としていますが、 
それには理由があります。

の顧客は、最高のサービスを 
提供している企業の方が 
ロイヤリティが高いと 
答えています。

77%

https://www.zendesk.co.jp/apps/
https://www.zendesk.co.jp/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.co.jp/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.co.jp/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.co.jp/blog/customer-service-trends/
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お客様に合った 
ソリューションの選択
マーケットプレイスには1,200以上のアプリや統合機能が用意されて
おり、あらゆるニーズに応えることができます。 ここでは、お客様のビ
ジネスに最適な方法を考えるためのヒントをご紹介します。

S T E P  # 1 

ニーズの把握
• どんな課題を解決したいのか？ 

• チームがすでに使っているシステムやツールは何か？

• どのようにカスタマイズされたソリューションが必要か？

S T E P  # 2 

検索と評価
• アプリ一覧を見る 

• レビューを見る

•  Zendeskコミュニティとつながってヒントを求める

S T E P  # 3

はじめる
• ステークホルダーに変化を伝える

• アプリをインストールし、設定する

https://support.zendesk.com/hc/ja/community/topics/115000506348-Zendesk-Integrations
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マーケットプレイス 
ソリューションのガイド
ビジネスを前進させる上で役立つアプリを見つけましょう。

自分に必要なことがわかったら、いよいよスタートで
す。 ここでは、マーケットプレイスの統合機能がお客
様のビジネスを後押しする方法をご紹介します。

# 1

顧客データをまとめてより良いCXを提供する

# 2 

どこにいても一緒に働ける

# 3

チームにより良いサポートを提供する

# 4 

AIを活用して顧客体験を向上させる

# 5

サポートチームの生産性を向上させる

# 6

顧客満足度を測定し、顧客のニーズに迅速に対応する
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01
Shopify + Zendesk

多くのファンを持ち、独自のアスレチックギアのライ
ンを持つライフスタイルブランドとして、  Spartan 

Raceは、30カ国以上に顧客を持っています。同社
はShopifyを導入し、カスタマーサービスとeコマー
スのデータを一元化しました。カスタマーサービス
部門のディレクターのアジャ・ヴァー二―氏は次のよ

うに述べています。「Shopify を導入したとき、私たち
はパーティーを開きました。今では、Zendeskの世
界の中で、必要な情報をすべて見ることができま
す。ZendeskとShopifyの統合により効率が15％向
上しました。」

チャネルとしてチャットをオンラインストアに追加す
ることで、Spartan Raceの小売での売上は27％増
加し、チャット利用の顧客満足度は97%を達成しま

した。 ヴァー二―氏は続けて「チケットの処理が迅
速になり、顧客対応が早くなったことが顧客満足度
へとつながっています」とコメントしています。

顧客データをまとめて 
より良いCXを提供する  
アプリの統合により、チャネル間でツールとデータが結合し 
エージェントの時間を節約することができます。

データが散在していると、チームは必要な顧客情報を探し出すのに
時間を費やさなければなりません。 エージェントがお客様を迅速に
サポートするために必要なものが揃っていれば、すべてがスムーズ
に進みます。 当社のアプリマーケットプレイスでは、お客様のツール
をまとめてお客様を一望できるようにすることで、簡単な統合機能
を使って成功への準備を整えることができます。 

エージェントは、チケットフィールド、マクロ、サイドバーアプリなど、
シームレスなオムニチャネルインターフェースに必要なすべてのツ
ールを手に入れることができ、どのようなコミュニケーションチャネ
ルであっても、常に優れたカスタマーサービスを提供することができ
ます。 オペレーションやマーケティングなどのチーム間で顧客データ
が行き来できるようにすることで、サイロ化が解消され、画期的なイ
ンサイトが得られるとともに、重複作業の削減やビジネス全体の運
用効率の向上につながります。

さらに詳しく

MailChimpはお客様のすべてのオーディエンスデータとマーケティングチ
ャネルをまとめることができます。Mailchimpのキャンペーンにアクセス
することで、エージェントはすべてのインタラクションを1つの場所で見る
ことができ、ターゲットリストを作成してカスタマーと積極的にコミュニ
ケーションをとることができます。

Klaviyo 顧客ライフサイクル管理ツールは、お客様のサポートデータと統
合することで、ターゲットとするべき顧客を簡単に特定することができま
す。未解決のチケットを持つユーザーをキャンペーンから除外したり、購
入間近の顧客に積極的にアプローチしたりすることができます。

Salesforceインテグレーションは、双方向のデータ同期化により、営業と
サービスの両方で顧客の全体像を把握することができます。営業担当者
には貴重なリード活動を提供し、サポートチームには完全な顧客プロフ
ァイルへのアクセスにより、より良い説得力を与えることができます。

Tray.ioはお客様の技術スタック全体を統合し、複雑なプロセスを自動化
することで、お客様の成長に合わせて拡張することができます。エージェ
ントは、適切な情報をすぐに入手して、顧客のニーズに迅速に対応できる
ようになります。

https://www.zendesk.com/apps/support/shopify-for-zendesk/
https://www.zendesk.co.jp/customer/spartan-race/?_ga=2.59370093.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148
https://www.zendesk.co.jp/customer/spartan-race/?_ga=2.59370093.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148
https://www.zendesk.com/apps/support/mailchimp-activity/
https://www.zendesk.com/apps/support/klaviyo/
https://www.zendesk.co.jp/salesforce/?_ga=2.66643694.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148
https://www.zendesk.com/apps/support/trayio/
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02どこにいても一緒に働ける
アプリがあれば、チームがまとまり 
遠隔地での共同作業が可能になる

世界がリモートワークにシフトしていく中で、CXは急速に差別化要
因となりました。 当社の調査によると、75％の顧客は、良いカスタ
マーエクスペリエンスを提供してくれる企業に、より多くのお金を
使いたいと考えています。一方で、80％のお客様は、1度でも悪い体
験をすると、競合他社に乗り換えてしまいます。つまり、お客様の期
待に応えることは、ビジネスに不可欠なのです。つまり、お客様の
問題を迅速に解決し、効率を高めるためには、すべての部門が連
携できる必要があります。マーケットプレイスのアプリケーションを
使えば、コラボレーションツールを統合することができ、従業員は
簡単に専門家とつながり、チーム間で知識を共有し、最も生産性が
上がる適所でサポートを受けることができます。

さらに詳しく

Atlassianはコラボレーションツールを強化します。 Jira、Trello、 
Statuspage、Opsgenieなどを統合し、サポート、オペレーション、エン
ジニアリングが同じページを見て、クロスファンクショナルな可視性を
保ち、顧客の問題をより効率的に解決します。 

Zoomはビデオおよびウェブ会議をスムーズに行うことができます。こ
れと同じ体験をエージェントにも提供し、エージェントは会話を中断
することなくZoomミーティングを開始したり、録画を追跡したりするこ
とができます。

Asanaはシームレスなワークマネジメントプラットフォームで、仕事の
未来を切り開きます。カスタマーチケットをAsanaプロジェクトのタス
クに接続することで、リクエストを迅速にエスカレーションさせ、社内
でコラボレーションすることができます。

Microsoft Teamsチャットやコラボレーションのための一元化されたス
ペースでビジネスをサポートします。Microsoft Teamsのユーザーは、チ
ケット通知を受け取り、選択したツール内でサポートを開始することが
できます。

Slack + Zendesk

2020年初頭、COVID-19の影響で世界中の学校が
閉鎖されたとき、教育関係の非営利団体であるカ

ーン・アカデミーのオンライントラフィックは、ほぼ一
夜にして2.5倍以上に増加しました。 教師はリモー

トラーニングのコースやスケジュールを準備する必
要があり、学生はオンライン学習への適応やビデ
オ会議の補完などのサポートが必要でした。 カー
ン・アカデミーは、ZendeskのSlack連携を利用して、
より良い顧客体験を提供しました。

ZendeskとSlackの統合を進めてきた中で、コミュ
ニティのインサイトをエスカレーションさせるという
方法があります。 週の終わりには、サポートチーム
の全員に、観察された最も解決しにくい問題をリス

トアップしたレポートに記入してもらい、さらに傾
向やインサイトを記入する欄を設けます。 カーン・

アカデミーのコミュニティサポート部門の責任者で
あるLaurie LeDucは次のように述べています。「こ
れはエージェントが本当に重要だと思うことを強
調する機会であり、これらのレポートはしばしば実
際にすぐに製品に反映されることがあります。」

https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/?_ga=2.28370684.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148
https://www.zendesk.co.jp/atlassian/?_ga=2.28370684.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148
https://www.zendesk.com/apps/support/zoom/
https://www.zendesk.com/apps/support/asana/
https://www.zendesk.co.jp/microsoft-teams/?_ga=2.25231741.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148&demoStep=personal
https://www.zendesk.com/apps/support/slack/
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03
Kaizo + Zendesk

Kaizoは、Zendeskを利用するカスタマーサポート
ヒーローのためのパフォーマンス管理プラットフォ
ームです。 リアルタイムのインサイト、品質保証、ゲ
ーム性のあるスキルアップを実現するために作ら
れたKaizoは、日本語で「改造」や「ハッキング」を意
味する言葉です。

Kaizoの共同設立者であり、共同CEOであるクリス
トフ・アウアー・ヴェルズバッハは「サポートは私た
ちのマントラです」と言い、以下のとおり続けていま
す。  「また、業績目標の設定を従業員レベルで行う
のは大変です。  モチベーションやエンゲージメント
については、有益な副次効果なのであまり話しませ
んでした。 それよりも、いかにして彼らに独自の演
出をさせるかということです」。

Kaizoのクリストフ・アウアー・ヴェルズバッハはSit 

Down Startupのポッドキャストに出演しています。

チームにより良いサポートを提供する
分散した従業員の管理を改善するためのアプリケーションを発見する

2020年に世界が変わったように、私たちの働き方も変わりました。
過去最大規模の在宅勤務実験は、生産性を維持するために必要な
ツールから、リモートチームの管理方法まで、あらゆるものに影響を
与えました。最新の  カスタマーエクスペリエンストレンドレポート 
において、ビジネスリーダーは、パンデミック以降の最重要課題とし
て、リモートワークへの移行を挙げています。 

チームを管理し、どこにいても集中力とモチベーションを維持させ
るのは難しいことだと思います。 かつてないほどのボラティリティ（
変動性）の中で、チームはより柔軟に対応する必要があり、カスタマ
ーサービスに異なるチャネルを活用することがますます求められて
います。 従業員管理に役立つ当社のアプリ統合機能で、正確にチケ
ット量や急増が予測できるので、自信を持って事前に計画を立てる
ことができ、新入社員の入社やトレーニングをシームレスに行い、パ
フォーマンスを把握することで、エージェント（および顧客）の満足度
とエンゲージメントを維持することができます。

さらに詳しく

Tymeshift 予測、スケジューリング、データ管理などの時間のかかるプ
ロセスを自動化することで、エージェントは優れたカスタマーサポー
トの提供と生産性の向上に専念することができます。

Agyle Timeチームの予測、スケジュール、監視をインテリジェントにリ
アルタイムで行うことで、人員配置を作業量に正確に合わせてビジネ
スのサービスレベルを向上させることができます。 

MaestroQA合理化されたQAプロセスを実現し、チームにリアルタイ
ムのパフォーマンスインサイトを提供することで、顧客（およびエージ
ェント）の体験におけるギャップや改善点を特定することができます。

Playvox品質保証、パフォーマンス、コーチング、モチベーションを促進
するツールを用いて、エージェントの最適化を一元化します。カスタマ
ーサービスを向上させるためのツールをチームに提供すると同時に、
チームの幸福度を管理します。

https://www.zendesk.com/apps/support/kaizo/
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/?_ga=2.104907331.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148
https://www.zendesk.com/apps/support/tymeshift-workforce-management/
https://www.zendesk.com/apps/support/agyle-time-wfm-from-playvox/
https://www.zendesk.com/apps/support/maestroqa/
https://www.zendesk.com/apps/support/playvox-integration-for-zendesk-support/
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Ada + Zendesk

シェイプウェアの直販市場であるShapermint社
は、Adaの会話型ボットを立ち上げたところ、すぐに
結果が出ました。 このチャットボットは、Zendeskの
チケットシステムやメッセージングシステムと統合
されており、必要に応じてライブエージェントにシー
ムレスに引き渡すことができます。 これにより、お客
様のエンゲージメントは15％向上し、エージェント
の顧客満足度は98％に改善され、ライブエージェン
トのサポートによる販売の割合は50％増加しまし
た。 また、エイダのボットはShopifyと統合されてお
り、お客様にリアルタイムで注文状況を伝えること
ができます。その結果、「私の注文はどこですか？」と
いう照会に 75%の解決をもたらしました。 お客様
が返金を求めたときも、同じ統合機能を使ってボッ
トが注文情報をライブエージェントに渡すことがで
きます。 これにより、エージェントは交換と返却を円
滑に行うことができます。

お客様はサポートを求めています。メッセージングの利用が急上昇し、カス
タマーサービスにおけるAIとチャットボットの利用も急増しました。 チャッ
トポッドでのやり取りは、2020年に81％増加し、この数字は今後も増加す
ると予想されています。より多くの企業がAIを搭載したチャットボットを利
用して顧客の一般的な質問に対応していますが、利用率はまだ低く—特
に中小企業ではその傾向が顕著です。だからこそAIを導入することがビ
ジネスを際立たせる方法なのです。

お客様は、注文状況を確認するような簡単なリクエスト、特に通常の営
業時間外にヘルプが必要な場合に、チャットボットが最も役立つと言って
います。 マーケットプレイスでは、Zendeskと連携して、チケット量の軽減、
サポートコストの削減、顧客満足度の向上を実現するチャットボットアプ
リが紹介されています。 また、チケットの自動ルーティングやタグ付け、 
センチメントの分析、適切なマクロを適切なタイミングでエージェントに
提案するなど、AIを搭載したアプリが登場し、顧客からの問い合わせに迅
速に対応するエージェントの効率化を促進します。

さらに詳しく

SolvvyはAIの力を利用して顧客のセルフサービスを支援し、あらゆるチャネ
ルでパーソナライズされた体験を作り上げます。過去のチケットデータを学
習する機械学習と、顧客の意図を検出する自然言語処理を活用します。

CertainlyはEコマース向けに特別に設計されたボットプラットフォームです。 

独自のAIアシスタントを構築し、チェックアウト時のユーザーサポートや 

返品処理などを積極的に行います。すべてのデータを活用して、顧客体験を
パーソナライズし、ブランドロイヤリティを高めます。

Ultimate.aiはすべてのチャネルのサポートリクエストを自動化し、 

統一されたカスタマーエクスペリエンスを実現します。Zendeskのトリガーや
アクションとの統合、バックオフィスシステムとの接続、プラットフォーム間で
のデータの同期が可能です。 

CleverlyはAI対応のプラットフォームでマニュアル作業を排除しながら生産性
を向上させます。受信したチケットを分類してトリアージしたり、エージェントに
関連するマクロを提案したりすることで、ワークフローを自動化して迅速なサ
ポートを実現します。

04AIを活用して顧客体験を向上させる
会話型チャットボットと自動化によるサポートの向上 

https://www.zendesk.com/apps/support/ada-for-support/
https://www.zendesk.co.jp/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.co.jp/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com/apps/support/solvvy/
https://www.zendesk.com/apps/support/certainly-ai-chatbot-agent-for-support/
https://www.zendesk.com/apps/chat/ultimateai/
https://www.zendesk.co.jp/apps/directory/?product=support&products=support
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サポートチームがより迅速に仕事を行うには、チーム間のワークフ
ローを合理化し、エージェントへの要求を減らす方法を見つける必
要があります。 これは、自動化されたワークフローを構築し、異なる
画面に何度も手作業で顧客情報を入力するような反復的な作業を
排除することを意味します。

当社の調査によると、サポートチームのパフォーマンスが極めて高い
企業は、パフォーマンスが低い企業の2倍以上の数のワークフロー
管理ツールを使用しています。 これらのアプリや統合機能を使って、
チームを成功に導きましょう。

さらに詳しく

Myndbend人事の新人研修やITの変更管理、エージェントや顧客による
承認、チケットの対応が必要になったときのエージェントへのリマインド
など、Zendeskでのカスタムプロセスをエージェントが簡単かつ柔軟に構
築できる方法を提供します。

Sparklyエージェントやチームリーダーが、チケットや顧客の詳細をエクス
ポートしたり、サスペンドしたチケットを管理したり、チケットに直接アクセ
スしてリアルタイムのインサイトを得たりといった、手作業を自動化する
ための18のアプリがあらかじめ組み込まれています。

Brightrepsドラッグ＆ドロップ式のフロービルダーでプロセスを自動化し、
チケットの条件に基づいてワークフローを提案し、完了したステップや完
了までにかかった時間などのプロセス分析を閲覧することができます。 

Sweethawk + Zendesk

2006年に設立されたXeroは、世界中の顧客にサ
ービスを提供するクラウドベースの会計ソフトウェ
ア企業です。2020年には、180カ国以上で200万人
以上の加入者を抱えています。顧客とエージェント
に最高の体験を提供するために、XeroはZendesk

を使ってすべてのデータとサポートツールをまとめ
ています。  SweethawkのアプリをZendeskと統合
させることで、それを後押ししたのです。XeroのITソ
リューションアーキテクトであるダン・ボーデン氏
は、Sweethawkのインタビューに答えて、「Zendesk

の機能を拡張し、ワークフローを効率化したいとい
うことが早い段階でわかりました。そこで、他のイン
テグレーションを検討し始めたのですが、その最初
のものがカレンダーアプリでした。変更管理プロセ
スを完成させ、監査を支援し、いくつかの手動プロ
セスを自動化するために必要でした」。

05サポートチームの生産性を 
向上させる
アプリで、チームのワークフローや 
プロセスを効率化できる

https://www.zendesk.com/apps/support/myndbend-process-manager-lite/
https://www.zendesk.com/apps/directory/?query=sparkly
https://www.zendesk.com/apps/support/brightreps-sidekick/
https://www.zendesk.com/apps/support/sweethawk-super-suite/
https://sweethawk.co/casestudy-xero
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Trustpilot + Zendesk

Homebridge 住宅所有者とのパートナーシップに
より、住宅ローンを確保する際のストレスを取り除
き、サポートを受け、情報を得て、自信を持って帰
れるようにしています。Homebridgeは、カスタマー
サービスと顧客満足度を維持することが、信頼さ
れる金融機関となるための重要な要素となって
います。Homebridgeは、ZendeskとTrustpilot（オ

ープンレビュープラットフォーム）との統合により、
エージェントは顧客からのフィードバックを常に
把握でき、そして企業は社内の問題を特定するこ
とができ、顧客に信頼感を与えることができます。

Homesaid社のクライアント・フェイシング・エクス
ペリエンス＆アナリティクス担当ディレクターのベ
ン・チャップマン氏は、Trustpilotのような統合によ
って、「お客様と会って、お客様と対話し、まだ始め
ていない関係や、保持したい関係に対応していくこ
とができます。 すでに関係が築けているお客様や、
これから関係を発展させたいお客様との関係を
維持するのに役立ちます。」

お客様の声を聞く。多くの企業はそう口にしますが、実際にそれを実行
している企業は多くありません。 顧客からのフィードバックを集めるこ
とで、傾向を把握したり、人々が何を求めているかを理解したり、製
品やサービスを改善する方法を見つけたりすることができます。顧客
満足度を測定することがいかに重要であるかを知っていても、何か
ら始めればよいのかを知ることは必ずしも容易ではありません。 

コード不要のオンラインフォームビルダーや、すべてのコミュニケーシ
ョンプラットフォーム上で顧客にアンケートを送信する自動化機能に
より、フィードバックを簡単に収集することができます。

さらに詳しく

SurveyMonkeyはフィードバックを行動に移します。反応の測定と理解
を簡単にすることで成長を促すことができます。 対象リストにアンケー
トを送信したり、各セグメントに合わせてメッセージを作成したりする
ことが、Zendesk内で可能です。

Qualtrics は顧客データの収集、管理、対応を行います。フィードバック
のループを閉じたり、Zendeskのイベントに基づいてアンケートを実施
したり、入ってくるチケット処理を効率化したりできます。

Stella Connectはエージェントにリアルタイムの顧客フィードバック、品
質管理、コーチングを提供します。Zendesk分析と統合したパフォーマ
ンスインサイトにより、エージェントのエンゲージメントと顧客満足度
を向上させます。

Surveypalは主要なカスタマーエクスペリエンス指標を追跡し、顧客の
アンケート回答率を高め、ポジティブな顧客フィードバックを担当エー
ジェントに直接届けて優れたパフォーマンスを称えます。

06顧客満足度を測定し、顧客のニーズに
迅速に対応する
アプリを活用してフィードバックを収集し 
サポートや製品体験を改善する

https://www.zendesk.com/apps/support/trustpilot-reviews/
https://www.zendesk.co.jp/customer/homebridge/?_ga=2.262852300.1563680369.1629123459-1096683955.1623943148
https://www.zendesk.com/blog/customer-feedback-forms/
https://www.zendesk.com/apps/support/surveymonkey/
https://www.zendesk.com/apps/support/qualtrics/
https://www.zendesk.com/apps/support/stella-connect/
https://www.zendesk.com/apps/support/surveypal/
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アプリとの連携で 
CXをパワーアップ
カスタマーがより快適な体験を得られるようにするには、お客様が 
自分のサポートチームを支え、ビジネスのあらゆる部分を同期化さ 
せることが必要です。 個人経営のお店でも、大企業でも、Zendesk 

マーケットプレイスには、お客様の体験を高め、ワークフローをスム 
ーズにするために必要なものがすべて揃っています。

今すぐZendeskマーケットプレイスを 
確認してみる

https://www.zendesk.co.jp/apps/
https://www.zendesk.co.jp/apps/

