OKBIZ. 活用事例

株式会社リクルートテクノロジーズ

FAQシステム活用事例

関連部門が組織横断的に
FAQを相互連動させる
サイクルが確立。
2年で利用度が約2倍に

株式会社リクルートテクノロジーズは、リクルートグループのIT&マーケティン
グカンパニーとして、2012 年のリクルートの分社化に伴い設立され、グループ
向けの業務インフラ基盤サービスも提供している。2013 年にFAQ 作成管理
ツール「OKBIZ. for FAQ」を導入し、グループで共通利用する社内インフラの
オンラインヘルプを構築。その後も、FAQ の追加・修正や利用拡大に向けた周
知に力を入れるなど積極的な活用を続けている。同社の福山茂氏と豊川汐里
氏に話を聞いた。
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※本内容は取材時点のものです。
（ 2017 年 4 月）
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