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CX

CX（顧客体験）の価値を最⼤化することで、顧客
との⻑期的な関係を築く施策の重要性が⾼まっ
ています。�

CXは、商品やサービスの「価格」や「機能性」と
いった物理的な価値だけではなく、サービスの利
⽤前後を含むあらゆるタッチポイントにおいて顧
客の「満⾜感」や「喜び」といった感情や体験の価
値向上を⽬指します。�

そのため、サービス提供者は顧客⼀⼈ひとりを正
しく理解し、何を提供するべきか顧客視点で突き
詰めて考えることが必要です。

CUSTOMER EXPERIENCECXとは？
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CXは今取り組むべき�
経営課題です

調査対象：グローバル企業のCX�テクノロジーおよび評価指標に関する意思決定者�1,269⼈�
データ出典：Forrester�Consulting�がアドビの委託により実施した調査の結果（2018年2⽉）

80%

今後12ヶ⽉間のビジネスにお
ける優先事項の上位項⽬として
「顧客体験の向上」と回答
※優先順位が「⾼い」または「きわめて⾼い」の割合

CX向上のための投資をおこなう
ことで、あらゆる指標が向上
※統計データから前年⽐の伸び率の平均値を⽐較

LTV

1.6倍
顧客維持率

1.7倍

顧客満足度

1.6倍
リピート購入率

1.9倍



 4

リアルタイムに変化する顧客の状況やニーズを察知し、顧客を後押しする�
アクションを即時反映。より窓⼝に近いサポートをKARTEで実現。



KARTEについて

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER
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KARTEの特徴・機能
⾼度なリアルタイム解析技術により計測〜接客まで1秒以内

リアルタイム解析 パーソナライズ 効果測定 ワンストップ

A/Bテスト ⾃由なゴール設計 マルチデバイス対応 ツール・広告連携

40%

50%

10%

40%

50%

10%

!
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KARTEの強み
リアルタイム解析によって顧客ごとの最適なコミュニケーションが可能

歑䚍 娕22 PC

etc.

劢飑ⰅموأVIP

全てのデータをユーザー軸で⼀元管理�
リアルタイムに顧客の可視化を実現

ユーザー軸の特徴・シーンに合わせた�
⾃由⾃在なアウトプット



 8

様々なデータを活⽤したマーケティング基盤へ
お客様を知り、お客様に合わせる。KARTEでは、リアルタイムに顧客の経験や感情の変化がわかります。�
拡張性が⾼く、様々なプラグインとの連携も可能。誰に/いつ/どこで/何を/どう出すかを⾃由に設定でき、 

⼀⼈ひとりに合わせた顧客体験を作ることができます。
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ユーザーを知る

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER
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リアルタイムに顧客の経験や感情の変化を知る

サイトに訪問中の「いまこの瞬間」の状況を�
リアルタイムに可視化します。

ユーザーごとのストーリーで今につながる経験、 
感情の変化を直感的に知ることができます。
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⼈軸のダッシュボードで、データとユーザーをつなぐ
ユーザーを深く知るためには、マクロな視点（データ）とミクロな視点（ユーザー）、双⽅を持つことは⽋かせません。 

統計的なユーザーデータと個々のユーザーを可視化することが可能となり、直感的に発想のヒントを得ることができます。



 12

データを柔軟にimport/exportする
顧客データや⾏動データ、オフラインデータなど分断されているデータベースを統合して顧客の解像度を上げることで、 
より深く顧客を知り、あらゆるチャネル・タッチポイントでワンストップにCX（顧客体験）を向上していくことができます。�

KARTEと外部サービスとの間で柔軟なデータ連携を実現することで、より深く顧客を知り、顧客に合わせることが可能となります。
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KARTEと接続可能なサービス

データベース

データ連携

クロスチャネル BI/ダッシュボードネイティブアプリ

CRM/MA レコメンド解析

SFTP

ロケーション＆ 
企業情報

Marketing cloud Sales cloud
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⼀⼈ひとりに合わせる

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER
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ポップアップメッセージ
いつ・どこで・誰に何を表⽰するか設定し、マーケティングのあらゆるメッセージを表現。�

HTML/CSS/スクリプトを⾃由に設定できるので、表現の幅は無限⼤。

新規会員登録促進 会員ランク制度のご案内
セール終了までの�
カウントダウン

初回来訪ユーザーへ�
動画コンテンツ配信

特定のユーザーのみキャンペーン案内 カート内施策
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アンケート・サーベイ
診断コンテンツでユーザーの興味などの定性情報を取得したり、NPSといった満⾜度評価の取得も可能。�

取得したデータはユーザー毎に保持されるため、以降のセグメントで利⽤することが出来る。

サービス認知のクイズ

診断コンテンツ NPS調査

CARTE 
Espresso

!

原材料からこだわった上質なアイテムを集
めました。使い続けることで一つひとつ
違った風合いをお楽しみいただけます。

Simple Style

9:41

プレゼント応募

9:41

ַׅדְ׃鯄耵חדתאְ��
剑鵚ְא♧ך鼅䫛ְֻׁג׃կ

1ヶ月以内

2ヶ月以内

3ヶ月以内

6ヶ月以内

1年以内

如פ

アンケート

満⾜度調査



 17

閲覧情報・お気に⼊り表⽰
閲覧⼈数の表⽰や、閲覧・お気に⼊り機能の追加といった施策も、即反映可能。

閲覧⼈数表⽰ 閲覧履歴のフリック表⽰ 閲覧・お気に⼊りメニューの常駐化
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チャット
特定のセグメントにチャットを配信し、ダイレクトにコミュニケーションが可能。�

チャットでのカスタマーサポートをKARTEだけで実現。

いつもありがとうございます。�
会員様に特別なご案内です。

VIPユーザーに特別なご提案

こんにちは！何かお探しのアイテムは�
ございますか？

3回以上来訪した⽅へお声がけ

ご覧いただきありがとうございます。�
何かお役に⽴てることはございますか？

困っている⽅をサポート
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KARTE�for�LINE
圧倒的なリーチ⼒を持つLINEで、⼀⼈ひとりの属性や状況・タイミングに応じた、 

より⾼次元でのOne�to�Oneコミュニケーションが実現

今すぐ確認

2019-03-01～2019-03-31

アンケートへご回答いただいたあな
たへ。今日からご利用いただける特
別なクーポンをお送りします

✨

CARTE STOREをご利用いただき
ありがとうございます。

カートに商品が残っています。
有効期限がございますのでお早めに
ご確認ください。

【アンケート】購入いた
だいた皆さまに実施して
おります。

今すぐ確認

2019-03-01 00:00～
2019-03-31 23:59

ご来店ありがとうござい
ます。お客様のサイト閲
覧履歴からおすすめ商品
をおしらせします。

今すぐ確認

連携
!

会員データ

KARTEで解析した�
ウェブサイト上のアクション

ビーコンへの接触データ
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KARTE�for�App
アプリ内メッセージやチャット、プッシュ通知、位置情報を利⽤したキャンペーンなどウェブとアプリを横断して 

顧客を知り、顧客に合わせた体験の提供が可能。

Swipe up to open

Tuesday, December 12
9:41

9:41

ֲ׳׃ת׃涫ꐮ٦ٕ؍ؿٗف
涫ꐮׅׅת׃ֶׅׅيذ؎،ךנחז֮הկ

CARTE now

アプリ継続率を上げるためのプッシュ通知を 
初回起動時から段階的に送る

$"35&�&TQSFTTP

大人気 “エスプレッソマシーンセミナー” 
に加え、”エアロプレスセミナー 初級編” 
も開催します！
よりステップアップしたい方にオススメで
す！

Espresso Machine Workshop

㾈ֶֽ䞔㜠ז暴ⴽחֽחז֮
הְֻג׃鏩〳鸐濼ُءحف
暴ⴽ٦ٕإז䞔㜠ֶ⠗ִׅת׃կ

鸐濼鏣㹀㢌刿ׅ

9:41

プッシュ通知のパーミッションを促す 
メッセージを表⽰

9:41

ַׅד䝢ֶדהֿזו

⦐ⴽך暟⟝גְאח

歍׃鴥䖓ٕإٍٝؗך

♶欵䞔㜠ꤐְ׃

גְאח颵㉏׀ך➭ך

!

!

!

!

迷っているユーザーに 
App起動中にチャットで話しかける
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⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER
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お客様の⽬的に応じて�
⼀番伝えたいメリットを訴求し、
サービスへの興味を創出

⽬的
⾦融商品や投資等の⾼額で複雑な商品な場合、初回利⽤者（⼝座
開設直後の⽅∕初回来訪者など）にガイドなどの初⼼者向け専⽤
ページへ誘導することが重要です。��
サービス概要や利⽤⼿順などをしっかり伝えサービスの利⽤を促
進しましょう。

ビジターユーザー

初めての⽅向けのコンテンツをポップアップ表⽰

初回来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 01No.
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申込フォームで�
「いつでも変更可能です」と出す
ことで、フォーム通過率が改善

⽬的
申し込み⼿続きの途中で、「いつでも変更できます」とご案内するこ
とで、フォームの通過率がアップ。タイミングを⾒極めて⼀⼈ひとり
にあった提案を⾏うことで、成約率を⾼めます。

すべてのユーザー

サポート⽂⾔をポップアップ表⽰

フォーム⼊⼒時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 02No.
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重要なステップにいる迷いユー
ザーにはチャット∕電話相談へ
誘導し、不安を解消

⽬的
「何度も来訪しているがコンバージョンに⾄らないユーザー」や、
「サポートページに1分以上滞在しているユーザー」などに限定し
て表⽰することで、サポートコストをコントロールしながら、1to1の
チャットでユーザーの課題を直接ヒアリングして解決しましょう。

何度も来訪しているがコンバージョンに⾄らない
ユーザー

チャット∕電話への誘導

サポートページに1分以上滞在しているとき

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 03No.
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サービスの利⽤満⾜度や、お客
様の興味を定期的に確認し、関
係を途切れさせない

⽬的
サービス利⽤直後など、意欲が⾼まっているタイミングでNPSなど
のアンケートを⾏うのは効果的です。回答結果を元に、顧客満⾜度
を正確に把握しサービス改善へつなげていきましょう。�
KARTEのアンケート機能の特徴は、回答を集計するだけでなく、集
計結果をセグメントとして保存することができ、次の施策に活⽤で
きることです。

申込済ユーザー

アンケート

サービス利⽤直後

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 04No.
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挫折ポイントごとに 
「ゴール設定」を⾏うことで 
離脱を抑制

⽬的
お客様の次のステップが決まっているようなサイトでは、ユーザー
ダッシュボードの機能を活⽤したファネルでの⾏動分析が有効です。��
「⼝座開設後に次のステップである⼊⾦⼿続きが分からない」、「⼊
⾦完了後にどの銘柄を購⼊すればよいか迷いなかなか購⼊に踏み
きれない」といった挫折ポイントに到達したユーザーに対して、次の
アクションを促すようなポップアップを表⽰します。

すべてのユーザー

ポップアップ表⽰

離脱ポイント滞留時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 05No.
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よくある質問をユーザーが知り
たいタイミングで表⽰することで
お問い合わせを削減

⽬的
ユーザーの⾏動に合った適切なタイミングでヘルプページに誘導
するポップアップを出すことで、お問い合わせ数の削減が⾒込めま
す。

すべてのユーザー

ヘルプページに誘導

迷いやすいポイントに到達したタイミングで

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 06No.
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今⽉取引が少ないユーザーへ優
待銘柄を訴求する�
（休眠ユーザーの掘り起こし）

⽬的
休眠ユーザー（例:最近取引を⾏っていない）の掘り起こしを⽬的
に、優待銘柄などのお得情報をログイン時などに訴求するのは有
効に働きます。毎回アクセス時に表⽰されると通常の取引⾏動を
阻害してしまう可能性があります。��
接客サービスの公開設定にて、「配信回数制限を設定」などで制御
を⾏なうことをおすすめします。

休眠ユーザー

優待銘柄などのお得情報

ログイン時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 07No.
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サイトに⻑期滞在している�
ユーザーへ注⽂ボタンを表⽰

⽬的
取引に慣れていないユーザーは、「注⽂ボタン」に対しにハードル
を抱えている可能性があります。�
⻑く滞在している（迷い）ユーザーに対し、商品注⽂ボタンをフッダ
に常設表⽰し誘導しましょう。�
ゴールを最終コンバージョンとした場合には、誘導ボタン（注⽂、
購⼊、決済など）をフッター常時固定表⽰すると有効に働きます。
コンバージョンへのステップを短くし、熱量が⾼いうちに注⽂ボタ
ンへすぐにアクセスできるように設計するのがポイントです。

取引に慣れていないユーザー

誘導ボタン（注⽂、購⼊、決済など）をフッター常
時固定表⽰

サイトに⻑期滞在している時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 08No.
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⾒積りが保存できることをお知ら
せ（便利な機能をお知らせする）

⽬的
ユーザーに知られていない便利な機能をお伝えすることで、離脱
を防ぎます。例えば、お⾒積もりの保存が出来ることや、申し込み
フォームの途中で離脱したお客様が再訪したタイミングで「前回の
途中から申し込みできます」とお知らせする施策が考えられます。

フォーム離脱ユーザー

便利な機能をお伝え

再来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 09No.
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⾏動を妨げずにアプリ訴求し�
ダウンロード効率向上

⽬的
アプリダウンロードする⾏動⾃体は、通常の購⼊フローとは別に
なるので、表⽰するタイミング次第ではお客様には購⼊の邪魔に
なってしまう可能性もあります。例えば、マイページを⾒に来た
ユーザーに対してだけ表⽰するなど表⽰タイミングに⼯夫が必要
です。OS（Windows、MacOS、iOS、Androidなど）の判別も可能な
ので、ユーザーに合わせた訴求を柔軟に設定できます。

アプリ未利⽤ユーザー

アプリダウンロード訴求

マイページ閲覧時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⾦融・保険・FinTech業界 
KARTE活⽤事例 10No.
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CXを紐解き、顧客⽬線のアイデアを刺激するメディア

cxclip.karte.io



CXを紐解き、顧客⽬線のアイデアを刺激するメディア「KARTE CX Clip」

KARTEを使ったデータ分析は、�
意思決定に⾮常に役⽴っている
楽天⽣命保険株式会社�
マーケティング部 ⼩林様

楽天生命保険株式会社

⽣命保険では珍しいスマホ⽐率が5割�
法改正による制限の中でのサイト改善

楽天⽣命のサイト改善において、⼤切にしていることはなんでしょうか？ 

 

エンドユーザーのお客様が「使いやすいサイトかどうか」を⼤切にしています。 

サイトデザインでも、トレンドを追って設計するのではなく、施策を起案したタイミングでエンドユーザーが

普段使っている感覚で使えるか、を主眼に置いて設計しています。

サイト改善で過去に効果があった施策を教えてください。 
 

保険業法の改正に伴い、2016年5⽉に申し込みフォームの⼤改修を⾏いました。お客様の意向把握をより

慎重に⾏うため画⾯上の確認ステップを増やすことになったのでが、遷移数が増えた分、どうしても離脱

の可能性は⾼くなります。そこで、他でリカバリーできる施策を追加で導⼊しようと、申し込みフローを頭

から⾒直しました。 
 

当時のフォームは⼀世代も⼆世代も古い⾒た⽬で、スマホ⽤もあったのですが、⾮常に⼊⼒しにくいもの

でした。そこでトンマナや操作感をPCとスマホで合わせるよう改修をした結果、もともと4割以下だった

ネット申し込みのスマホ⽐率が約52％まで向上しました。⽣命保険に携わっている他社さんからすると「そ

んなはずはない」というくらい、スマホ⽐率が⾼くなりました。 
 

 

⽣命保険のサイトでスマホ⽐率が過半数というのはすごいですね。 
 

楽天グループ全体の動きとしてスマホシフトに注⼒していたので、⽣命保業界の中では早い対応だったと

思います。もちろん⼀度リリースして終わりではなく、リリース後2ヶ⽉ほどは⽇々PDCAを回していました。 

コンバージョンレート、コンバージョン数と⽇々にらめっこして、60箇所ほどチューニングしました。最終的

に法改正の施⾏前と後で、コンバージョン率も約37.5％の改善に繋がりました。制限が加わった上でのサ

イト改善では、数字以上の効果があったと思います。
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「フルスクラッチではコストがかかる」外部ツールを使い、�
フットワーク軽くトライアンドエラーを繰り返す

データ解析における課題はこれまで何かありましたか？ 

 

楽天グループのシナジーを活かしたプロモーションを⾏う上で、“顧客データ解析”が課題でした。お客様
の同意を頂いた上でパーソナライズされたプロモーションを⾏おうとしていて、そのための基盤は⼀応
あったのですが、本格的に運⽤するためにはフルスクラッチで作る必要があり、設計や追加開発に⾮常に
コストがかかるものでした。 
 

費⽤対効果の観点や、施策を失敗した時を考えると、フルスクラッチで開発するより、フットワーク軽くトラ
イアンドエラーができる基盤が欲しかったのです。そこで、API連携やカスタマイズがしやすいKARTEを導
⼊しました。
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CXを紐解き、顧客⽬線のアイデアを刺激するメディア「KARTE CX Clip」 楽天生命保険株式会社

サイト全体がパーソナライズエリアになり、�
⾃由な出し分け設定ができる

「使いたいチャネルを⾃由に使える」�
ユーザー視点からしたら当たり前のことを実現していく

KARTE導⼊によって、社内の動きにも変化はありましたか？ 

 

KARTEを導⼊して、いちいち社内説明⽤の資料を作らなくて良くなったのが⾮常に⼤きいですね。 
これまでスライド資料にA/Bテストの結果をまとめなくてはいけなかったのが、今はKARTEの画⾯を⾒せ
るだけで済みます。 
 

私たちはデータドリブンで動いているため、KARTEを使ったデータ分析というのは意思決定に⾮常に役
⽴っています。施策を裏付けできるデータを⽤意し、ある程度みんなで結論を持った状態で30分くらいミー
ティング。「じゃあ、いつやる？」といった合意をとりスタートするスピード感です。 
 
 

PDCAのサイクルがより早くまわせると。 
 

特にCTRやコンバージョンに関わる重要なポイントに関しては、社内での意識決定は⾮常に早いです。

顧客データを活⽤した施策は、過去にどのようなものがありますか？ 

 

これまで実施した⼤きな施策は、1つめがフォーム離脱のお客様へのお知らせ。申し込みフォームの途中で
離脱したお客様が再訪したタイミングで「前回の途中から申し込みできますよ」とお知らせするようにしま
した。⼀番コンバージョンに近いお客様なので最も効果が⾼い施策でしたね。 
 

2つめはパーソナライズ。顧客データを分析し、この特性のお客様であればこういう商品がオススメですよ、
といったマッチングをKARTEとAPIで⾏い、商品への導線を表⽰させました。 
 

3つめは新規訪問者に対して楽天⽣命の⼀押し商品を訴求する施策です。こういった施策をサイト全体で
⾏った結果、コンバージョンレートは5.3倍になりました。

KARTEによって、サイト全体をパーソナライズのエリアにすることができます。通常はフルスクラッチで実
現しようとするとパーソナライズのエリアやページを決めたり、どういった⼈にどういった情報を出すかを
決めなければいけません。KARTEを使うとサイト全体がパーソナライズエリアになり、⾃由に出し分けの
設定ができるようになるのです。 
 

そして、接客サービスのバリエーションの設定が簡単なので、A/Bテストもすごく簡単にできます。例えばス
マホではAパターン、PCではBパターンが良かった、というテスト結果がすぐに出せるので、スマホ・PCとデ
バイス横断してのアクション決定が⾮常に早くできます。 
 
 

今後、サイト改善はどのようにすすめていく予定ですか？ 
 

KARTEを使って分析結果のブラッシュアップやデータ連携の仕組みをスムーズにさせたいと思っていま
す。サービス全体としてはコールセンターとのシステム連携を進めていく予定です。 
将来的にサイトだけでなく、⼈を介したリアルな販売、チャットアプリや提携している代理店さんなど多数
のチャネルがある中で、お客様が「使いたい時に、使いたいチャネルを⾃由に使える状態」にしたいです。 
 

ユーザー⽬線からしたら当たり前のことですが、まだできていない部分です。「データが紐付いていないの
で、わかりません」という状態を早くなくすために、いろいろ⼿を加えていくつもりです。 
 

ウォータフォール型の動きでは、⾯⽩くないじゃないですか。 
縦割りの組織ではなく、デザイナーもフロントエンドもバックエンドエンジニアも、“餅は餅屋”として活躍
できる、フラットな組織を作っていきたいと思っています。

楽天⽣命保険株式会社 
https://www.rakuten-life.co.jp/  
本インタビューはウェブからもご覧いただけます https://cxclip.karte.io/2418/
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https://karte.io

お気軽にご質問、ご相談ください
URLcx@plaid.co.jpMAIL

mailto:cx@plaid.co.jp

