OKBIZ. 活用事例

株式会社いい生活

FAQシステム活用事例

FAQの更新にかかる時間が
40%程度短縮

株式会社いい生活は、不動産会社向けのクラウドサービスを手がけるIT企業だ。

2000 年の創業以来、この分野のパイオニアとして事業を拡大、現在は同社の有
料サービスを利用している企業 が約 140 0 社に上る。同社は 2012 年 4 月から

OKBIZ. for FAQ を導入、
「 ユーザーの不動産会社様が疑問に思うことの 9 割が
載っているFAQ 」を目標に、日々FAQ の追加や文面の見直しなどを進めている。
同社でFAQ の運用に関わっている企画営業グループの植木氏と塚本氏にお話を
うかがった。
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ひとつのシステムで
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現在の取組みを、今後どのように発展
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今後、1 度でも問い合わせがあったも

植 木 氏︓導 入 当 初 に 立 て た 目 標 は 、
「ユーザーの方の質問に対して、その 9
割の回答が載っているFAQにしよう」、

のは FAQ に載せていき、更にサービス
を 活 用いただくため の 仕 組みとして
充実させていきたいと思っています。

というものでした。不動産会社の方は
電話での問い合わせが好きな方が多い
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便利になると思いますね。

ニューラルサーチ機能
（「 OKBIZ. for FAQ 」最新バージョンで実装）

表記ゆれや、煩雑な類義語、新語、
略語などの登録作業をする必要が
なく、お客様が検索する時に「ヒッ
ト件数 0 件」が劇的に減少し、顧客
満足度向上に寄与。

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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