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AI チャットボットの成功事例をご紹介します 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株式会社 ニッセン 様

RPAとの二人三脚により問い合わせ対応の

15%を削減し、人的対応の大幅削減を実現
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株式会社 ニッセン 様

導入検討に至った事業上の課題

労働集約型のカスタマーサポート体制から脱却したかった

人材不足をカバーするため自動化、セルフサービス化したかった

カラクリを採用した理由

社内で運用が完結でき、PDCAを回していくことが可能だった

カラクリにAIエンジンを成長させていくビジョン・探求心があった

導入効果

全問い合わせの15％を「KARAKURI」で解決できるようになった

既存チャネルでは顕在化していなかった顧客ニーズに気づけた
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目指すは

脱・労働集約 
カスタマーサポート体制の

維新を決断

インターネットが出現する前、通販といえばカタログ通販が主流だった。なかでも「ニッセン」は

“老舗”ブランドで、最高1,000万冊を発行、女性の多くが季節ごとに新しいカタログが出るのを

楽しみにしたものだ。ネット通販時代が到来し、同社の売り上げも今や8割が「ニッセンオンラ

イン」による。婦人服を中心とした衣料品を主力商品で、大きなサイズ、小さなサイズ、トール

サイズなど、幅広い顧客ニーズに応えている点が特徴的だ。 

　その運営者である株式会社ニッセンでは、カスタマーサポートに関して、これまで電話、メー

ルチャネルを中心に自社コンタクトセンターで行ってきた。ここには注文も入れば問い合わせ

も寄せられた。業容拡大につれてコンタクトセンター体制も拡げたが、それは一定のコストを

要することを意味した。 

　一方で、昨今はコンタクトセンター人材不足にも悩まされた。人が足りないために現場は混

乱し、管理職も自ら手を動かさなければ業務が回らない状況だったのである。 

　2018年、経営層はカスタマーサポートの課題を解決すべく指針を示す。その一つが労働集

約型の業務体制を早急に改善するというものだった。業務体制の見直しを急ぐのは別の要因

もあった。同社はこの時期に基幹システムを刷新、自社開発システムからパッケージシステム

へ切り替えた。これにより、今までシステム化されていた返品対応を手動で行うことになった。

コンタクトセンター内のメールチームは業務量増大を覚悟しスタッフを拡充しようとしたが、人

材不足はさらに深刻化しており、必要人員を確保できなかった。株式会社ニッセン リスク統括

部 お客様相談室 室長 能勢智晴氏(次頁写真：左)は次のように語る。 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「経営層からは『いつまでも“人ありき”で考えるのではなく、今はコストパフォーマンスの高いITがあるのだから活用

したらどうか』という助言がありました。確かに人が足りないのですから、後は自動化、セルフサービス化をめざすし

かありません。検討の末、問い合わせに関して、完全に自動化可能なものはRPAで、気軽にお答えできるものはAI

チャットボットで、両者では対応が難しいものは人が当たるという体制を構築することにしました」

写真左：カスタマーサービス部NETコミュニケーションチームマネージャー池田智紀様　写真右：リスク統括部 お客様相談室 室長　能勢智晴様　
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検討した末　

気軽な問い合わせは

AIチャットボットにて

セルフサービス化



社内運用が可能な

ユーザビリティ

AIのビジョンを評価して

KARAKURIを選択 

　結論からいえば、AIチャットボットとして選ばれたのは「KARAKURI」だった。株式会社ニッセ

ンホールディングス 執行役員 管理本部 本部長 井上勝之氏は、その選定理由を次のように

語る。 

「AI製品やサービスはさまざまありますが、私たちが重要視したのは社内で運用が完結でき、

きちんとPDCAを回していけるという点でした。また、検討した当時は別のベンダーも候補にあ

がっていましたが、AIと名乗っているものの、その製品を成長させようという意気込みがあまり

伝わってこず、“後はお客様側で自由にお使いください”と手放されたように感じてしまうサー

ビスも少なくなかったんです。そうした中で『KARAKURI』は、ロジカルな仕組みがしっかりして

いる一方で、ユーザビリティもよく、非常にわかりやすいサービスでした。経営層のビジョン、探

求心にも共感でき、共に歩んでいくパートナーとして最適だと考えて採用を決めました」 

　「KARAKURI」は「ニッセンオンライン」における問い合わせフロントとして位置づけられ、まず

既存のQ&Aをベースに質問・回答セットが用意された。 

　同社内でのフローはこうだ。お客様が質問を入力すると、まずはAIチャットボットが回答に当

たる。答えられない質問に関しては、営業時間内なら有人チャットスタッフが引き継ぎ、営業時

間外ならＷebフォームを提示、メール問い合わせをしてもらう。準備段階の取り組みについ

て、株式会社ニッセン リスク統括部 お客様相談室 企画推進担当 加藤奈智子氏はこう振り返

る。 

「当社のカスタマーサポートの理想イメージは、“やさしく、親切・丁寧で、頼りになるお姉さん”

です。AIチャットボットにも好印象を持っていただけるよう『みことちゃん』というキャラクターを

用意しました。“美しい古都”という意味で、当社が京都を拠点とすることに由来しています。当

初、7名のチャットボット専門スタッフがアサインされ、『みことちゃん』とともに日本一頼りになる

チャットボット対応をめざしました」 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問い合わせ対応の

15%を削減

チャットで初めて顕在化した

顧客ニーズ

　2019年5月現在、「ニッセンオンライン」の問い合わせのうち55％をRPA、15％をAIチャット

ボットが担う。 

　チャットボットスタッフが対応の合間にすべての質問に目を通し、地道にトレーニングを施し

てきたことで「KARAKURI」の正答率も上昇している。質問・回答セットも倍増。人による問い合

わせ対応が激減したため、一部スタッフは他業務へ異動、チャットボットスタッフは、現在2名で

「KARAKURI」のボットトレーニングを行っている。 

　AIチャットボットによって初めて顕在化した顧客ニーズもある。たとえば、サイズや送料負担

に関するものがその代表例で、人には言いにくいこともチャットには気軽に聞けるということが

わかってきた。加藤氏はこう語る。 

「ちょっと知りたい、ちょっと困っている、そういったお客様の“素”の声が、それも数に裏打ちさ

れたニーズに気づけるのがAIチャットボットの利点だと思います」 

　同社ではこれらのデータから日常的に共起データ分析を行い、サイト改善の一助としてい

る。 

　また「KARAKURI」はコンタクトセンタースタッフの内部FAQツールとしても使われており、他

部署からも導入を望む声があるという。株式会社ニッセン カスタマーサービス部 NETコミュニ

ケーションチーム マネージャー 池田智紀氏は、現時点での評価と今後の展望を次のように

語った。 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「さらなる正答率向上をめざして質問の意図をくんで、一発で回答を示せるような仕組みも実現させたいです

ね」 

　労働集約的な業務体制からの脱却で、みごと形勢立て直しに成功したニッセン。その陰には、カスタマーサ

ポートを熟知する「KARAKURI」の貢献も確かに存在した。 

 

 

本社：京都市南区西九条院町26番地

設立：2007年6月21日

資本金：1億円（2019年2月28日現在）

事業内容：婦人服を中心とした衣料品

インテリア雑貨などのインターネット

カタログ通信販売、婦人服の店舗販売

通販ノウハウを活かしたビジネスサポート、

BtoB事業

URL：https://www.nissen.co.jp/
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株式会社 ショップエアライン 様

掲載点数 10億超の日本最大級ショッピングサイト 

カスタマーサポート体制改革で未来性を評価し 

                                        を導入 

独自の導入スタイルで問い合わせ対応量は30％減 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導入検討に至った事業上の課題

複数名のスタッフ体制でも問い合わせ対応が追いつかなかった

働き方改革でカスタマーサポート部門の業務効率化をめざした

カラクリを採用した理由

働き方改革でカスタマーサポート部門の業務効率化をめざした

価格的にも競争力が高かった

導入効果

カスタマーサポート部門の問い合わせ対応量が30％減少

質問のハードルが下がったことで、潜在ニーズの掘り起こしに成功

株式会社 ショップエアライン 様
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一刻も早く

購入品を手に入れたい

会員からの

問い合わせが殺到

　 いったん集め出すとすべてが欲しくなる。それがコレクター心理だ。そして対象物が手に入

りにくいものであればあるほど、さらに熱が入ってしまう。そのようなコレクターに頼りにされて

いるのが、日本最大級の海外ショッピングサイト「セカイモン」だ。 

　同サイトを運営する株式会社ショップエアラインは、グローバルなEコマース事業を強みとす

るBEENOS株式会社の子会社で、米eBay社の公認パートナー。米国、イギリス、ドイツのeBay

に出品されている品を日本にいながらにして日本語で購入できるサービスを提供している。同

社はそれぞれの国に現地倉庫を持ち、そこへ注文された品を集荷して、その状態や梱包を確

認した上で日本へ発送、通関も代行して国内配送を手配する。　商品カテゴリーは、クルマや

バイクのパーツ、アウトドア用品、アパレル、服飾雑貨などと幅広く、マニアックなグッズまでき

めこまかくカバー、サイト掲載総点数はなんと10億点超だ。まさに、この圧倒的な点数こそが

コレクターの間で高い評価を受けている理由だ。 

　同社では、会員の利便性を考慮してサイト上にマイページを設けている。そこで会員が購入

した品、入札した品などについて状況を確認できるようになっている。また、「使い方ガイド」や

「よくある質問」を用意して会員の質問・疑問に応えてきた。しかし、掲載品の特性上、会員に

は購入したら一刻も早く手に入れたい心理が働く。そのため、同社のカスタマーサポート部門

には多くの質問が寄せられ、常に多忙だった。 

業容拡大とともにスタッフを増やし、数名で対応に当たっていたが、以前は会員の期待する回

答スピードに追いついていない状態だったという。 

　そうしたおり、働き方を見直して生産性を向上するにはどうすればよいのか、経営陣を交え

て改めて話し合った。カスタマーサポート部門で効率化のスポットを当てたのは問い合わせ対

応だ。BEENOSグループ会社間で情報共有する中、ある会社で有人チャットボット（後にAI

チャットボットへ移行）を活用し効果を上げていることを知った。それで同社でもチャットボット

導入プロジェクトが立ち上がった。2018年7月のことである。 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写真左：マーケティンググループ 行方てるみ氏 　写真右：サービス開発グループ JPセクション 池田凌氏 　

　　株式会社ショップエアライン マーケティンググループ 行方てるみ氏は、AI専門展示会に足を運ぶなどしてリ

サーチした結果、5社5サービスを候補に挙げた。比較検討の末に採用したのが、カラクリの提供するAI搭載

チャットボット「KARAKURI」である。行方氏は選定の理由を次のように語る。 

「私たちが重視したのは未来性でした。他社の多くが既存のAIエンジンを使って、カスタマーサポート機能を提供

することだけにフォーカスしているのに対して、『KARAKURI』は自由度が高く、私たちの要望に応えて“一緒に成

長していく”という姿勢に満ちあふれていました。また、他社と比べて価格的にもコストパフォーマンスが高いと感

じられました。つまり、まずはその未来性に魅かれて、価格的にも競争力があったことが決め手となって

『KARAKURI』を採用することにしたのです」 

　導入を決めたのは2018年10月。同社には同年中にチャットボットサービスを開始したい意向があり、サイトの

「よくある質問」を立ち上がり質問・回答セットとして準備を進めていった。 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他者に比べて自由度が高く

コストパフォーマンスが

優れていたのが選定理由



問い合わせボリュームが

30％減少

「KARAKURI」により

潜在ニーズの発見も

 

　また今回、同社は「KARAKURI」を一般的なスタイルとは異なる形でサービスサイトに挿入し

た。チャットボットで一般的なのは、サイトであるページに遷移すると右下にチャットボットを表

す吹き出しアイコンが表れるというスタイルだ。しかし、「セカイモン」ではお問い合わせページ

のトップ、それも全面に「KARAKURI」が表れる。その下に「ご利用ガイド」や「よくある質問」も

用意されているが、こういう構成であれば、会員がまず利用するのはチャットボットだ。このよ

うにページ設計したのは、「KARAKURI」をカスタマーサポートの代表窓口に位置付けたいと考

えたからだ。ゆくゆくは会員登録という最初のユーザータッチポイントから購入品の配送トラッ

キングまで、すべてをここで対応することをめざしたのだ。

2018年12月25日、まさにクリスマスのその日、同社のチャットボットサービスがスタートした。

以降、スタッフ体制は変更していないが、カスタマーサポート部門の問い合わせ対応量が30％

減少した、と行方氏は導入効果を語る。 

質問のハードルが下がった、と語るのは、株式会社ショップエアライン サービス開発グループ 

JPセクション 池田凌氏だ。 

「必要事項を記入して送信するタイプの『お問い合わせフォーム』で対応していたときには、出

てこなかった質問が現れるようになりました。たとえば、クーポンに関するものがその一つで、

『クーポンの使い方は？』『クーポンはいつもらえますか』などと聞かれるようになったのです。

会員の方々にとっては、わざわざ『お問い合わせフォーム』を使うほどではないけれど、チャッ

トボットがあるならちょっと聞いてみようという気になるのだと思います。 

　これは私たちにとって大きな“気づき”です。クーポンを意識してサービスサイトを見直した

り、クーポンを起点にマーケティングを強化したり、いろいろなアクションを取ることができま

す。『KARAKURI』を導入したことで、潜在的なユーザーニーズを発見できるようになりました」

（池田氏） 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同社はカラクリとの協業にも満足している。行方氏はこう語る。

「一緒に伴走してくれている感じがいいですね。月に１回の定例ミーティングでは、さまざまな数字を見て現状分析

してくれるので、今後のカスタマーサポート体制を考える上で役に立ちます。たとえば一時、質問・回答セットをあま

りメンテナンスできていなかったのですが、カラクリから具体的なデータと共に『日々のトレーニングが重要です』と

いうアドバイスを受けて、すぐ体制を見直しました」「セカイモン」の「KARAKURI」導入スタイルは、今やチャットボッ

ト活用の新たなモデルとして他社から参考にされている。今後の目標は、前述した会員登録やトラッキング対応機

能の実装だ。バックエンドシステム連携が発生するため、システム設計やコストをしっかり見極める必要があるが、

より安心・安全で、より透明なサービスの提供をめざして、ショップエアラインとカラクリは二人三脚を続けていく。

本社：東京都品川区北品川4-7-35 御殿山ト

ラストタワー6階

設立：2007年4月

URL：https://shopairlines.com/
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KARAKURI chatbotのデータ連携活用事例
チャットボットとQAデータの連携で運用改善（EX改善）と、CX向上を同時に実現

チャットボットで 
蓄積したQAデータ 

（顧客対応ベストプラクティス）  

UI/UXの
最適化

AIエンジン
の

強化

QAデータ
構造化・
一元化

chatbot  FAQ  お問合せForm  

カテゴリ毎に最適な回
答のみ表示 

カテゴリ毎に回答範
囲をAIで制限 

（マルチテナント） 

入力された文章にあわ
せた表示変更 

文脈を理解し最適
な単語を出し分け  

（サジェスト） 

入力途中に関連する
QAを表示 

クライアント環境で動
作するAI 

（リアルタイム性） 

＋ ＋ ＋

お客様 

1
6

FAQページを自動生成 
問合せフォームでの活用に

より問合せを水際防止 

データ連携で、データの精度も担保しながらレバレッジの効いた施策を実現 ✔ 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CONFIDENTIAL

アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2021 Fall」のチャットボット部門において、顧客満足度に加

え認知度が高い製品として「Leader」を受賞しました。国内で88サービスあると言われているチャットボットサービスの

中で、顧客満足度No.1を6期連続の受賞です。 

2021 Fallでご評価いただいたポイント

● 使いやすいUIと迅速で手厚いサポート

力（5点満点中4.7) 

● コスト削減・自己解決率向上など効果に対する

コミット 

● デジタルカスタマーサービスを実現する開発力

と将来性 

KARAKURI chatbotの評価（利用ユーザーの口コミ）

KARAKURIが満足度の高い製品として 
「Leader」バッチを獲得いたしました。 

(2021 Summerに続き) 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カラクリ利用ユーザーのレビュー詳細
下記のような評価をいただいています
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業界No.1企業が採用するカスタマーサポートDXソリューション 

19

フリマアプリ   ネット証券  

マッチング 
アプリ  

ウォーター
サーバー  

ギフトEC   労務管理SaaS  

オンライン 
英会話 

クリエイターコ
ミュニティ  

カラクリの導入企業実績（一部）
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より詳細な導入効果を知りたい、具体的にチャットボットの導入を検討したい等のご要望は  

お気軽に contact@karakuri.ai  まで、お問い合わせください。  

 

mailto:contact@karakuri.ai

