OKBIZ. 活用事例

ブラザー販売株式会社

サポートコミュニティ活用事例

アンケートの84%以上が
「今後もサポート広場を
利用したい」
と回答

ブラザー販売は、ブラザーグループの国内マーケティングを担う企業としてプリンターや複合機など
の情報機器事業、家庭用ミシンなどのホームファッション機器事業を展開している。同社は、2013 年
にQ&A コミュニティ「 OKBIZ. for Community Support 」を導入し、ブラザー製品利用者向けのサ
ポートコミュニティ「サポート広場」を開設し、現在まで改善を続けてきた。その過程で得た成果や取
り組んだ課題などについて、ブラザー販売株式会社 CS推進部 榎本氏に話を聞いた。
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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！
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