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カスタマーエクスペリエンス (CX)
の可能性を引き出すことが  
これまでになく重要になりました。
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、企業は業界を
問わず、組織力不足、人手不足、リソース不足に悩まされる
ようになりました。それは同時に、多くの企業で十分なカス
タマーサービスエクスペリエンスを提供できないというリ
スクにつながっていました。ところが、この企業の不安と緊
張をよそに、消費者のサービスへの期待値は下がるどころ
か、むしろ上がっていきました。

実際、最新のZendesk カスタマーエクスペリエンストレンド
レポート2022年版では、消費者の70％が購入の決め手と
して「カスタマーエクスペリエンスの質」をあげています。

https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/


さらに、消費者は優れたカスタマーサービスを提供する企業を 
優先して利用したいと考えていることも、明らかになっています。

これらのデータは、カスタマーサービスの質が企業の収益向上に直結していることを示
しています。顧客に求められるカスタマーエクスペリエンスを実現し、企業の成長を促進
するため、このガイドでは以下の3つを実践する方法を解説します。

•	 顧客が求める会話型サービスを提供する
•	 成功に必要なツールでチームを強化する
•	 サポート範囲を拡大して変化に機敏に対応する

オンラインで問題を自己解決できるサービ
スを提供する企業を優先的に利用すると
回答した割合。

89%

92%
何度も同じ情報を説明する必要がない	
企業を優先的に利用すると回答した割合。

90%
パーソナライズされたカスタマーサービス
を提供する企業を優先的に利用すると	
回答した割合。
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顧客が求める会話型サービスを 
提供するには

さらに消費者は、チャネルやデバイスを切り替えても一貫して
続けられる会話を期待しています。たとえば、パソコンでセル
フサービスを試して解決しなければ、あとで犬の散歩をしな
がらメッセージを送り、その後さらにサポートが必要であれば
エージェントと直接電話で話す、といった具合です。このように
チャネルを超えてシームレスなサポートを提供することは、優
れたカスタマーエクスペリエンスを実現するうえで非常に重
要です。サポート担当者がカスタマージャーニーのすべての
段階で顧客とのインタラクションを簡単に確認できれば、より
パーソナライズされたサービスを提供でき、顧客維持にもつ
ながります。

顧客がサポート担当者に「共感」を求めていることは、まず間違いありません。しかし、それだ
けではありません。顧客は、いつでも利用できるサポートと、チャネルを問わず重要な情報が
記録されている「対話」を必要としています。カスタマーエクスペリエンストレンドレポート
2022年版では、消費者の70％が、一人ひとりに最適化された会話型のサポートを期待して
いることが明らかになっています。カスタマーエクスペリエンスへの投資には、確かな効果が
あります。事実、自分の好きなチャネルでサービスを受けることができる企業を優先して利用
したいと回答した消費者の割合は、93％にものぼります。

ひとつの会話をチャネルを
またいで継続

メッセージで	
質問を送信

エージェントが回答

Zendesk Suiteのユーザーで「顧客が好
む通信手段に合わせてサービスを提供
している」と回答した割合は74％。

顧客が期待するパーソナライズされたサービスを 
提供するために、企業は会話型エクスペリエンスを
優先する必要があります。

74%

顧客が	
フォローメールを	

受信
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小規模チームへのアドバイス

顧客の好みのチャネルでサポートを提供する： ヘルプセンター、モバイルアプ
リ、メール、ソーシャルチャネルなど、それぞれの顧客が最も便利と感じてい
る手段でサポートを提供しましょう。

顧客が最も知りたい情報を把握する： 多くの場合、顧客が本当に求めている情
報と、企業が顧客に必要だと「推測」している情報の間には、ギャップがありま
す。	Zendesk Suiteの分析機能を使ってよくある顧客の質問を特定し、最新情報
をチームを超えて共有すれば、全社的にCXの改善を図ることができます。

経営幹部を味方に付ける： カスタマーサービスに関する最新情報を定期的に
経営幹部に報告し、CXがビジネスに与える影響について共有しましょう。

Answer Botで顧客の自己解決をサポートする： 新しいヘルプセンター記事を
作成したら、ZendeskのAI搭載ボット「Answer Bot」に送るだけ。コードなしで、
送った瞬間から質問への回答として利用できます。	Answer Botがあれば顧客
はすぐに回答を得られるほか、チケット数が減ることでサポート担当者の負担
も軽減されます。

大規模組織へのアドバイス

すべてのカスタマーサービスチャネルを評価する： 各チャネ
ルのパフォーマンスと満足度指標を追跡し、継続的に改善
が必要な分野を特定しましょう。

トレーニングを重視する： 新入社員研修だけではなく、トレ
ーニングはすべての従業員のキャリアアップとスキルアッ
プに不可欠です。CXリーダーと協力しながら効果的なトレ
ーニング計画を立て、チームがトレーニングを実行するた
めの時間とリソースを確保しましょう。

データを統合してCXをパーソナライズする： アプリや統合機
能を利用し、顧客の直近の購入履歴や過去の返品履歴、製
品の好みといった詳しい情報を、チームに提供しましょう。

統合機能でメッセージング機能を強化する： Zendesk Suite
なら、カスタム仕様のAIチャットボットやメッセージ内で完
結する決済機能などの、インタラクティブなアプリを統合で
きます。ダイナミックなCXを構築し、顧客のニーズを先取り
しましょう。

Pet Lovers Centre
	
東南アジアに160店舗を展開する東南
アジア最大のペット小売チェーン、Pet 
Lovers Centreは、チケット増加に歯止
めをかけるため、自動化とセルフサー
ビスの導入に踏み切りました。同社は
すでにZendeskユーザーでしたが、そ
のポテンシャルを十分発揮できずに
いました。そこで真のオムニチャネル
体験を目指すためZendesk Suiteを導
入し、コンタクトフォーム、オンラインチ
ャット、モバイルメッセージング、 
Facebook、 WhatsApp、Instagramなど
10のチャネルを追加しました。

導入効果： 
チャットメッセージ60％削減 
顧客満足度9％アップ

https://www.zendesk.co.jp/customer/pet-lovers-centre/
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最高のパフォーマンスを発揮する
カスタマーサービスチームであっ
ても、そのパフォーマンスは使用
するツールキットに依存している
といえるでしょう。つまりどんな優
秀な人材に恵まれようと、適切な
ツールがなければ、できることは
限られてしまうのです。Zendesk 

Suiteなら、より少ないコストで、よ
り多くを実現できます。

成功に必要なツールでチームを 
強化するには

• すべての顧客情報や履歴を使いやすい統合型ワークスペースに	
まとめることで、サポート担当者が顧客の問題をより効率的に解決
できます。

• 他者と連携しやすいパワフルなコラボレーションツールで、次の	
手順を示すインテリジェントな提案を参照しながら顧客にすば	
やく対応したり、特定のリクエストを適切なエージェントに転送し	
たりすることができます。

• 直感的に理解してすぐに使いこなせるソリューションで、新人エー	
ジェントが早い段階で顧客対応を開始できます。

優れたカスタマーサービスを目指す際は、ビジネスへの 
効果に注目しましょう。

Zendeskのエージェントワークスペースを使用し
て顧客の問題を解決すると、エージェントの生産
性が35％向上（Zendeskの製品使用分析調べ）35%
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小規模チームへのアドバイス

サポートを収益に変える：エージェントが適切な顧客の背景
情報を持ち合わせていれば、追加購入やアップグレードの
機会を見極めることができるため、サポートチームが収益
に貢献する「プロフィットセンター」に生まれ変わります。

問題を迅速に解決する：マクロや自動化など、Zendesk 
Suiteの生産性向上ツールがあれば、エージェントの業務や
顧客の問題解決を効率化できます。

コラボレーションを簡易化する：顧客対応に使用するワーク
スペースで社内チームや外部パートナーとのコラボレーシ
ョンも可能になるため、エージェントが内外の情報を総合
的に把握し、連携できます。

大規模組織へのアドバイス

すべての関連データとアプリを1か所にまとめた使いやす
いワークスペースで、エージェントの生産性を向上させまし
ょう。	 チームが適切な回答を探すために異なるシステムを
何度も行き来する必要がなくなれば、問題解決までの時間
を削減することができます。

コラボレーションの機会を増やすことで、余裕を持ってサポ
ート規模を拡張できるようにしましょう。	 Zendesk Suiteな
ら、エージェントは顧客対応に使用するインターフェイスを
離れることなく、組織内外のスタッフやパートナーと連携作
業を行うことができます。 コラボレーションが容易になれ
ば、チームの貴重な時間を節約できます。

ワークフローを最適化して、冗長なタスクと運用コストを削
減しましょう。	Zendesk Suiteなら、リクエストの転送を自動
化し、スキル、空き状況、能力に応じた適切なエージェント
に、チケットを自動で割り当てることができます。

Drizly

「チームに十分なトレーニングのチ
ャンスを与えることで、1時間あたり8
件だったチケット解決数が、平均16
件まで増えました。当社のビジネス
にとって最も意味のあるKPI（主要業
績評価指標）を追跡することで、結
果に応じた改善を継続的に実施で
きます。」

Drizly、カスタマーエクスペリエンス
ディレクター、Brian White氏

「エージェントワークスペースのおか
げで、サポートチームは顧客の全体像
を把握しながら、すべてのチャネルで
一貫性のあるパーソナライズされた会
話を実現できるようになりました。その
結果、対応と問題解決にかかる時間が
短縮され、CSAT（顧客満足度）を11%向
上させることができました。」

MakeSpace、CXオペレーション 
マネージャー、Sean Benedict氏

導入効果： 
エージェントの生産性200％アップ 
2020年度のビジネス成長率500％

https://www.zendesk.co.jp/customer/drizly-taskus/
https://www.zendesk.co.jp/customer/makespace/
https://www.zendesk.co.jp/customer/makespace/
https://www.zendesk.co.jp/customer/makespace/
https://www.zendesk.co.jp/customer/makespace/
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立ち上げたばかりのカスタマーサービスチームにとっ
ても、すでに順調にサービスを提供するチームにとっ
ても、変化に適応してチャンスをつかむことは成功に
不可欠です。顧客が今何を求めているのかを理解し、
新しい製品やサービスで競合他社に先んじる必要が
あります。 Zendesk Suiteの頼れるレポートツールと分
析ツール、自動化されたワークフロー、柔軟なプラット
フォームは、業務の拡張と他のシステムとの連携を支
援します。これにより企業は、常に状況を包括的に把握
しながら、顧客のニーズを先取りできます。

すべての顧客データを1か所にまとめることは、顧客
の全体像を認識し、傾向に基づく判断が可能になるこ
とを意味します。またワークフローを調整し、手動で行
っていたタスクを自動化することで、チームの貴重な
時間を有効活用できます。チームはスプレッドシート
を埋める作業ではなく、顧客との効果的なインタラク
ションにより多くの時間を費やせるようになります。

変化のスピードに追随するために企業にとっ
て必要なのは、データを整理し、詳しく理解し、
活用することです。

サポート範囲を拡大して 
変化に機敏に対応するには



Zendesk Suiteで成長する企業のための完全ガイド 9

小規模チームへのアドバイス

フィードバックを成長の糧にする：カスタマーサービスの質を向上
させるために必要なツールの使い勝手や、全体的なプロセスに
対し、エージェントやマネージャーの意見・要望を聞きましょう。

Zendeskとシームレスに連携するや統合機能があれば、すぐに使
える1,000以上のアプリや統合機能があれば、カスタマーエクスペ
リエンスの質を改善し、エージェントの生産性を向上させ、ワーク
フローを合理化できます。

パフォーマンスを指標化する：顧客満足度、初回応答時間、チケッ
ト数などの主要なベンチマークメトリックを使用し、自社の業績
を同業他社と比較してみましょう。

Raddish Kids
	
「トレンドと取引の量を常に把握し
ておくことは、突然の大きな変化に
対応できるエージェントの人材管理
に留まらず、あらゆるシーンで顧客
と上質な関係を築くことに役立ちま
した。」

Raddish Kids、カスタマーサー 
ビス＆顧客維持担当マネージャー、 
Jennifer Buchanan氏

大規模組織へのアドバイス

優れたサンドボックス環境などの高度な実装管理ツールを
使用して運用の微調整を行い、新しい構成をテストしながら、
トレーニングとデプロイメントのスピードを早めましょう。

API、Webhook、アプリケーションフレームワークを使用して
既存のテクノロジースタックに接続できる拡張性の高いプラ
ットフォームを採用し、サービスソリューションのカスタマイ
ズ性を高めましょう。

カスタム分析とリアルタイムレポートを活用してデータ主導
の意思決定を促進し、組織全体のパフォーマンスを監視しな
がら、必要に応じて調整できるようにしましょう。

導入効果： 
コンバージョン率20％アップ 
顧客満足度99％

SMC

「Zendeskの導入により、現金化ま
での時間が大幅に短縮されました。
素早く問題解決できるため、SMCは
より迅速にオーダーに対応し、請求
書を発行できます。」

SMC Corporation、プラットフォ 
ーム＆サービスデリバリー担当 
グローバルマネージャー、 
Robin Rodriguez氏

導入効果： 
15以上の言語をサポート 
実装までの期間4か月 
サポート担当者数1,000人以上

https://www.zendesk.co.jp/marketplace/
https://www.zendesk.com/marketplace/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.co.jp/customer/smc-customer-story/


顧客が求める会話型サービスの提供について

	☐ 現在使っているのはどのチャネルですか？

	☐ ユーザーが好むチャネルはどのチャネルですか？

	☐ どんな顧客がいて、顧客をどのように分類していますか？

	☐ 顧客の種類と分類は提供中のチャネルとどのような関係性がありますか？

	☐ 顧客にセルフサービスを提供していますか？提供している場合、どのように	
他のチャネルと連携させていますか？

	☐ 現在、ライブチャネルの利用をどのように推進していますか？

成功に必要なツールによるチームの強化について

	☐ ユーザー情報はどこに保存されていますか？データの妥当性を何で特定	
しますか？

	☐ 現在提供中のソリューションを利用して、ある顧客が2つの別のチャネルから	
問い合わせた場合、該当する顧客とそのサポート履歴を確認できますか？

	☐ 顧客とのインタラクションでエージェントが参照すべきテクノロジースタックの	
ツールには、何がありますか？

	☐ エージェントは、社内外のチームと部門横断的に協力していますか？	
協力している場合は、どのようなコミュニケーション手段を用いていますか？

	☐ チームが更新やプロセスの文書化の際に参照している社内ナレッジは	
ありますか？ 

サポート範囲を拡大して変化に機敏に対応する方法について

	☐ チームや組織にとっての重要なKPIは何ですか？

	☐ 顧客のフィードバックをどのように収集していますか？顧客のフィードバックに	
関するインサイトをどのように社内で共有していますか？

	☐ 業界のトレンドをどのように把握し、自社の立ち位置をどう指標化していますか？

	☐ 今後の傾向を予測するためにどのようなツールを使用していますか？

	☐ 新しいワークフローをどのように評価し、組織内の変化をどう管理していますか？

	☐ 環境をカスタマイズするための開発リソースを備えていますか？

顧客を意思決定  
プロセスの中心に 
据えながら､チーム 
と企業を導くための 
チェックリストを 
用意しました。 
ぜひご活用ください。
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Zendesk Suiteを利用する企業は、
より優れたカスタマーエクスペ 
リエンスを実現しています

16%
顧客への返信時間を短縮

14%
顧客の問題解決時間を短縮

Zendesk Suiteに移行した企業のほとんどは、
以下を実現します。
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新たな進化を遂げ、最高のCXテクノロジーを備えたZendesk Suiteは、	
顧客のニーズに応えます。Zendeskで他社に差をつけ、収益を伸ばし、
より大きな成長を遂げましょう。

• 使いやすく、セットアップも簡単： Zendesk Suiteは、コーディングや
複雑な設定手順を必要としません。チームは堅牢なツールを、すぐ
に使い始めることができます。

• 生産性を向上：すべての会話を一元化し、エージェントが必要なツー
ルを利用できる強力なエージェントワークスペースで、顧客の問題
解決を効率化できます。チームの内外で簡単に協力し合い、顧客
にすばやく返信し、適切な担当者に適切なタイミングでリクエスト
を転送できます。

• 時間とコストを削減：すべてが、どんな規模にも拡張できる、オープ
ンで柔軟かつ安全なプラットフォーム上に構築されています。効率
的に導入できるだけでなく、コストを抑えながら複雑なユースケー
スに対処することができます。

強力かつ包括的なサービス機能を集
約したZendesk Suiteなら、メッセージ
ング、分析、コミュニティフォーラム、コ
ラボレーションなどの機能をひとつの
パッケージでご利用いただけます。

新しいZendesk Suiteのご案内
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成長のチャンスを 
逃さない
Zendeskの全製品とアドオンをひとつのパッケー
ジにまとめたパワフルなZendesk Suiteの詳細は
こちら。

最適なプランをお探しですか？ 
料金プランはこちら。

https://www.zendesk.co.jp/service-suite/#channels
https://www.zendesk.co.jp/pricing/#everyone

