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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
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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
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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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営業部⾨でのKARTE活⽤シーン
⾒込み顧客の発⾒からリードの獲得、ナーチャリング、商談整理、そしてその先のカスタマーサクセスまで。�

顧客との接点すべてのプロセスを最適化する。
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匿名のウェブ来訪者に企業情報
を付与し、同業の事例ページへ
誘導

⽬的
顧客データ統合ツールuSonarと連携することで、ウェブ来訪
者の企業属性を判別。企業属性に合わせたシナリオへの誘導
が可能となり、問い合わせ数の増加が⾒込めます。

ビジターユーザー

企業属性に合わせたコンテンツ表⽰

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

01No.

52
嵋ꅿמ���page1
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侧猱չTopպꠘ鋮ׅתְג׃

1
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2勻鏝

侧猱չTopպꠘ鋮ׅתְג׃

5
���������٦խWJTةآؽ 欵吳խ♶س؎ٖف
زحٖـة�موأ

4勻鏝 1䱸㹏

侧猱չTopպꠘ鋮ׅתְג׃

1
ꅿ募�湫➂��page1
㺔甧חز؎؟

4勻鏝 1䱸㹏

侧猱չTopպꠘ鋮ׅתְג׃

ֿכس٦ٗٝؐت

✲⢽꧊ꂁ➰⚥

㼭㡰ٕٖػ،٥
噟歲崞欽✲⢽

ֿכس٦ٗٝؐت

✲⢽꧊ꂁ➰⚥

♶欵٥⡝㸓顋㡰
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閲覧コンテンツに合わせた�
コンテンツレコメンド

⽬的
過去来訪時や、いま閲覧中のコンテンツに合わせて、誘導するコン
テンツを最適化します。

ビジターユーザー

閲覧情報に合わせたコンテンツ表⽰

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

02No.

倜滠㼪Ⰵ؎ٝ٦ُؽة

鑫稢鋅

��㼭㡰٥崧鸐٥筨さדزحٍث�����⠓鑧ׅ
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竰竲涸ّٝء٦؛صُىזկ
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スコアの⾼いユーザーにだけ
チャットで話しかけて積極的に
サポートする

⽬的
スコアが上がっているユーザーに限定して、チャットでお声がけを
しましょう。ユーザーの閲覧してきたコンテキストに合わせて課題
を直接ヒアリングして解決しましょう。

スコアの⾼いユーザー

チャット

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

03No.

欵♶س؎ٖف

KARTE

KH

 

iMessage

ꂁ⥋幥

欵�圫♶س؎ٖف
KARTE ֶַך濼ׅדׇկ
♶欵噟歲ֶֽח곁㹏⡤꿀$9ぢ♳ך
崞欽✲⢽׀稱➜ׅתֶג׃կ
涫㠡涪邌٦ؙٙف٦ؚٕװ㹋倵ֶג׃
կְׁ崞欽ֻ׀מדךׅת
歊⚥

٦ُؽٖفג׃فحة
铣鴥

scout.org

➙傈 1:20
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企業情報を紐づけて�
重点顧客をサポート

⽬的
フォーム登録後のユーザーへ個別⾯談の案内をすかさず⾏なうの
は効果的です。サービスへの熱量が⾼い内に次の⾏動を促しましょ
う。アンケートで選択した項⽬をチャットの対応画⾯に表⽰すること
ができます。

CV済ユーザー

個別⾯談の案内

フォーム登録直後

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

04No.

鋅琎ֶַּׅ➙
�ⴓّٝء٦ٖىُءד

آ٦ل؎و ת㤍秈罏ׁ׀

! ꅾ銲ֶז濼ׇ

⥂ꤹ♧鋮

娤❕⥂ꤹ
㹀劍⥂ꤹה穄魦⥂ꤹִ⪑ח♧ָ♰

医療保険
病気やケガによる
手術・入院の保障

がん保険
がんによる

手術・入院の保障

女性向け保険
女性特有の病気による
手術・入院の保障

⥂ꤹ鼅س؎ؖן

㉀锑ך傈玎锃侭ׇׁדךׅתְֹגծ
颵㉏갪湡׀ח㔐瘶ְֻׁկ

涫ꐮךي٦ؓؿ
կׅתְׂ׀ֲהָ֮

㉀锑傈儗锃侭ׅ

鋅琎ֶַּׅ➙
�ⴓّٝء٦ٖىُءד

آ٦ل؎و ת㤍秈罏ׁ׀

! ꅾ銲ֶז濼ׇ

⥂ꤹ♧鋮

娤❕⥂ꤹ
㹀劍⥂ꤹה穄魦⥂ꤹִ⪑ח♧ָ♰

医療保険
病気やケガによる
手術・入院の保障

がん保険
がんによる

手術・入院の保障

女性向け保険
女性特有の病気による
手術・入院の保障

⥂ꤹ鼅س؎ؖן
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�⼯	10:00～12:00

9/10	ꆃ
�⼯䖓	13:00～16:00

9/13	剢
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9/13	剢
�⼯䖓	13:00～16:00
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կׅתְׂ׀ֲהָ֮

♴鎸״傈玎鼅䫛ְֻׁג׃կ

䱸傈儗锃侭ׅ

㉀锑ך傈玎גְאח

傈玎׀鼅䫛ְׅתְׂ׀ֲהָֹ֮կ
幉꧟朐屣ֶג״ח鵤✲ֶחדת儗ָׅתְׂ׀הְֻֿծ
կׅת׃격ְְֶֻ׃״וקך椚鍑׀
㌀噟儗䎂傈9:30~16:30

湫䱸㉀锑
٥9/10	ꆃ
�⼯	10:00～12:00

٥9/10	ꆃ
�⼯䖓	13:00～16:00
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鿇縭せؚٝ؍ذ؛٦و
䕵耵ٍآ٦طوزؙتٗف
ꠘ鋮أػךآ٦ل
㼪Ⰵגְאחز٦ه؟

ة٦ر٦ؠ٦ِ

m.kato@example.com
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スコアの⾼い⾒込み顧客の�
サイト来訪時にSlackで通知

⽬的
インサイドセールスでは、5分以内に問い合わせに対応すると売上
に100倍の差が出るとも⾔われています。�
スコアが上昇中の顧客に絞ってSlackやメールで通知を⾶ばすこ
とで、確度の⾼い顧客の商機を⾒逃さず、⼿間なくスピーディにア
プローチすることができます。

スコアの⾼いユーザー

Slack通知

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

05No.

勻鏝ز؎؟
⋆

業界情報付与    閲覧ページ

サイト滞在時間     セッション回数

勻鏝ز؎؟
⋆

閲覧ページ等の行動ログ 

商談ステータス     熱量スコア

⼡せِ٦ؠ٦

鋅鴥곁㹏

欵⸇谏�铆ׁ♶س؎ٖف

傀㶷곁㹏

Aؿحةأأ٦ٕإ

Bؿحةأأ٦ٕإ

鸐濼

鸐濼

Slack

Mail
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CV後のユーザーのサイト来訪を
通知し商談獲得を促進

⽬的
過去にお問い合わせいただいたユーザーの来訪を検知して、�
コンタクトのきっかけを⽣み出します。また、既存顧客の閲覧情報
からアップセルの兆候を検知して適切なサポートを⾏いましょう。

メンバーユーザー

Slack通知

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

06No.

#notification 1

KARTE #notification

٦m.kato@example.comؠ٦ِ

せXXزٝ،؎ؙٓ

㔐勻鏝傈2019.6.22

勻鏝㔐侧2㔐
ֶ㉏ְさׇ֮
��������㼪Ⰵגְאחزأ
��������⡲橆㞮גְאגח
项俱锜実׃ז
׃ז٦⸇شىإ

XX爡圫ָחز؎؟勻鏝ׁ׃ת

叝㿊湫埠ָׁ䬐䔲ְג׃XX圫ָչ✲⢽稱➜٦ل
կׅתְג׃ꠘ鋮պآ

!OBPLJ�TIJCBZBNB
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熱量の⾼まったタイミングで�
アンケートフォームを表⽰

⽬的
コンテンツを読了したタイミングで、問い合わせや資料請求の
フォームを表⽰しましょう。サービスへの意識が⾼まっている�
タイミングでアンケートを⾏なうのは効果的です。

ビジターユーザー

アンケートフォーム表⽰

コンテンツ読了時

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

07No.

鋅琎ֶַּׅ➙
�ⴓّٝء٦ٖىُءד

آ٦ل؎و ת㤍秈罏ׁ׀

! ꅾ銲ֶז濼ׇ

⥂ꤹ♧鋮

娤❕⥂ꤹ
㹀劍⥂ꤹה穄魦⥂ꤹִ⪑ח♧ָ♰

医療保険
病気やケガによる
手術・入院の保障

がん保険
がんによる

手術・入院の保障

女性向け保険
女性特有の病気による
手術・入院の保障

⥂ꤹ鼅س؎ؖן

䗳銲✲갪Ⰵ⸂ְֻׁג׃կ
⢽꧊✲أإؙ؟٦وةأؕ

أٖس،٦ًٕ

⠓爡せ

ֶせ

ׅس٦ٗٝؐت

ֶֽחأإؙ؟٦وةأؕ
KARTE崞欽✲⢽
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リストを連携してメール配信

⽬的
資料請求など、お客様の⾏動をトリガーに、1時間後、3⽇後、7⽇後
といったタイミングで⾃社サービスを正しく理解していただくコン
テンツを届け、ナーチャリングを⾏いましょう。メールの開封やサイ
トへの来訪回数など、熱量の⾼まりに応じて配信内容を最適化し、
契約へと繋げます。

CV済ユーザー

メール配信

CV1時間後、3⽇後、7⽇後

誰に ：

何を ：

いつ ：

営業・営業企画部⾨ 
KARTE活⽤事例

08No.

!؎ٖز⥋」

 資料請求ありがとうございます

㼭㡰ٕٖػ،٥
噟歲崞欽✲⢽

1儗䖓

㼪Ⰵ⟰噟圫ぢֽדيؚٓٗفծⴱ劍鏣㹀װ⢪ְ倯٦ٍثؙٖך
կׅתְֹגׇׁ
闌ְ」闌䏟ךծֿדת⢪ְ倯ז㹋騧涸ַ穈➬ך&35",
կׅתֹד㨣ⵃ欽׀ך&35",חؤ٦يأדהֻֿ

!؎ٖز⥋」

導入サポートのご案内

3傈䖓

KARTE Journey -Start-

㼪Ⰵ⟰噟圫ぢֽדيؚٓٗفծⴱ劍鏣㹀װ⢪ְ倯٦ٍثؙٖך
կׅתְֹגׇׁ
ֻ闌ְ」闌䏟ךծֿדת⢪ְ倯ז㹋騧涸ַ穈➬ך&35",
կׅתֹד㨣ⵃ欽׀ך&35",חؤ٦يأדהֿ
٦傈玎شىإ
٥�剢�傈��������_
٥�剢��傈������_

!؎ٖز⥋」

Startセミナーのご案内

7傈䖓
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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
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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



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」

顧客に満⾜してほしいという�
気持ちを持ち続ける
株式会社SmartHR�
⾼橋様、下地様

株式会社SmartHR

カスタマーサクセスチームはどのような体制なのでしょうか。 
 

⾼橋：全員で12名の体制で、⼤きく2つの役割に分かれています。1つは、お客様がSmartHRを契約後、使

いこなしていただけるようになるまでの運⽤を担当する「オンボーディング導⼊サポート」を⾏うチーム。

もう1つは、顧客を成功に導くための施策を提案するコンサルティングを⾏う「カスタマーサクセスマネー

ジャー（CSM）」のチームです。 
 

SmartHRをリリースした当初は、ユーザーフィードバックを元にしたカイゼンを毎⽇⾏っていたため、ヘル

プページの⽤意も追いつかない....ということが頻繁に起こっていました。便利にするためのはずのカイゼ

KARTEを導⼊されたきっかけや、感じていた課題感を教えてください。 
 

⾼橋：サービスが出たばかりの頃から、『TechCrunch』の記事を⾒てKARTEのことは知っていました。当

時、⾯⽩そうだと思ってはいたのですが、前職で担当していたECサイトの運⽤では使う場⾯がなく、頭の⽚

隅にとどめていただけでした。SmartHRに⼊社してから改めてKARTEの話を聞いてみると、機能もパワー

アップしていて、まさに⾃分たちに必要なものになっていました。 
 

下地：エンジニアの開発リソースを新機能の開発に集中させていたので、細かい⽂⾔の変更や施策などま

で⼿が回らない、という課題がありました。KARTEの柔軟性と拡張性の⾼さが刺さり、導⼊を決めました。

⽬の前の課題を解決するためというよりは、今後起きそうなことへ備えるためにもできることを増やしたく

て導⼊しました。 
 

 

普段はどのようにお使いいただいているのでしょうか。 
 

下地：週の半分以上はKARTEを⾒ていて、新しい施策に取り組む際はまずKARTEで試してみます。導⼊前

はユーザー1⼈ひとりがどのように使っていただいているのか、動きを追えていなかったため、今は「この

⼈！」と決めて動きを⾒られるのがとても助かっています。「KARTE� Live」を使えばユーザーの実⾏動を動

画で⾒られますし、動画をオンボーディング導⼊サポートチームにも共有したりしています。 

※KARTE�Liveとは、実際の顧客⾏動を動画で⾒ることが出来る機能（まもなく公開予定）。 
 

プロダクトマーケティングに近い⼿法で、数字を⾒ながらユーザーの反応によって打ち⼿を変えていける

のがいいですね。たとえば、「使い⽅動画」を⾒ていただいて、反応がよくなかったら別の⽅法を考える、と

いった柔軟な対応ができるのが助かっています。
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顧客のためにできることを増やしたくて、KARTEを導⼊

ンが原因で解約となってしまわないよう、いつでも気軽に問い合わせができるチャットサポートを導⼊した

ことが、カスタマーサクセスのはじまりでした。 
 

導⼊企業の担当者の中には、はじめて労務の業務を⾏う⽅や、他の業務と兼任して労務を⾏っている⽅

もいらっしゃいます。専⾨的な知識がなくても迷わず、継続してサービスを使っていただけるよう、さまざま

な施策を⾏っています。
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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」 株式会社SmartHR

これからさらにKARTEを活⽤していただくために、考えていることはありますか？ 

 

下地：やってみようと思っているのは、登録いただいたユーザーに、先に導⼊の⽬的や理由をヒアリングし
て、コンテンツを出し分けるという施策です。最初の段階でヒアリングができていれば、必要ないコンテン
ツに誘導してしまうことも避けられますし、ユーザーにとって本当に役⽴つものを提供できます。 
 
 

KARTE以外も含め、カスタマーサクセスチームとしては、今後何をしていきたいですか？ 

 

下地：ユーザーが⾃⾛（セルフオンボーディング）できる体制を整えていきたいですね。海外のSaaSを使っ
ていると、セルフオンボーディングが⾃然に組み込まれているのがわかります。「まずはこれをやりましょ
う」「それが100％になったら次はこれをやりましょう」と、順番にコンテンツが⽤意されている。 
 

コンテンツが発信される順序が洗練されているので、気づいたら使いこなしているという状態まで⾃然に
ユーザーを誘導できています。⾃分たちもユーザーに戻る気持ちで新しいサービスを使ってみて、真似で
きるところは積極的に取り⼊れていきたいですね。

� 顧客体験をよくするには、⾃らも顧客であり続けるという姿勢が根付いているのですね。今後はどの
ような顧客体験の未来を⽬指していきますか？ 

 

下地：ユーザーも増えてきていますし、さらに別の軸でSmartHRの拡張機能を追加できる「Plusアプリ」
や、外部連携サービスも増えています。 
 

やるべきことは増える⼀⽅ですが、そのスピードに対応していくことは当然として、満⾜度をより⼀層上げ
ていけるような仕組みをつくっていきたいですね。 
 

⾼橋：⼈を介したオンボーディングを⾏わなくても、顧客が気づいたら使いこなせている状態を作るのが
理想です。 
 

ユーザーと直接コミュニケーションをとったほうがよりよくなる部分はあると思いますが、実はやる必要が
ないこともたくさんあるはずです。省けるものは省いて、本当にユーザーが欲しいものを提供していけるよ
うに、顧客体験を考え続けていきたいと思います。 
 

ユーザーに満⾜してほしいという気持ちはずっと持ち続けています。 
その考え⽅や⾯⽩さを会社全体に共有できるように、組織と仕組みをしっかり作っていきたいですね。

株式会社SmartHR 
https://smarthr.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/smart-hr/

顧客に満⾜してほしいという気持ちを持ち続ける

KARTEを使っていて、特におすすめだと思えるポイントはありますか？ 

 

下地：ちょっとしたカスタマイズが簡単にでき、⾃由度が⾼いところですね。通常であればKARTEを使って
誰に何を表⽰しよう、という発想になると思うのですが、当社の場合、お客さまから「このボタンは表⽰し
ないで欲しい」という要望をいただくこともあります。KARTEでスクリプトを配信すれば、プロダクトを個別
に改修しなくてもちょっとしたカスタマイズが簡単に出来るのはありがたいですね。すべての機能を
SmartHRで実現するのは難しいので、KARTEで⼩さくカスタマイズできるのは⾮常に助かっています。「こ
れはできるかな？」と思ったことが、⼤体できてしまうんですよね。 
 

⾼橋：JavaScriptの基本さえできれば、消したり書き換えたりしてそれだけで顧客体験を変えることがで
きてしまう。これはディレクター⽬線で⾒てもとても⼤きいことで、検証やA/Bテストも格段にしやすくなり
ました。 
 

今はどの会社でもエンジニアが⾜りないといわれていて、採⽤もすぐにできるわけではありません。
KARTEを使えば、⽂⾔のA/Bテストや、バナーでの案内など、細かな施策をエンジニアのちからを借りずに
⾏うことができるので、ビジネスのスピードも上がりました。

カスタマイズ性の⾼さで顧客体験をスピーディーに上げていく
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karte.io

お気軽にご質問、ご相談ください


