OKBIZ. 活用事例

アズワン株式会社

FAQ システム活用事例

導入時のスピーディな対応力と
FAQ構築ノウハウが
決め手となりました。

アズワン株式会社は1962 年に設立した科学機器、産業機器、病院・介護用品
の総合商社だ。同社は OKBIZ. for FAQ を 2015 年 2 月に導入、OKBIZ. for

Helpdesk Supportを9月に導入した。顧客向けのFAQを用意するだけでなく、
同社の社員やコールセンターのオペレーターが知識を共有し、代理店、仕入れ
先に情報を提供するなど、様々な場面でFAQと問い合わせ管理機能を活用し
ている。システムの導入や現在の運用状況、今後の展開について同社カスタ
マー相談センターの角出 正人氏と山本 奈央氏に話を聞いた。
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