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カスタマーサポートは品質向上と効率化の相反するテーマを抱えている。FAQ 構築にその解を求める企業はあるが、実運
用では多くの課題が見受けられる。スマートデバイスやソーシャルメディアを駆使して、情報収集・発信力の高くなった顧客
に対して、企業は求められるレベルでカスタマーサポートを実践することができるのか。現状課題とその解決策を検証する。
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【公開サイト】
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テクマトリックス株式会社

CRM ソリューション営業部
TEL：03-5792-8605
E-mail：crm@techmatrix.co.jp
URL：http://fasthelp.jp
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