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ベストプラクティスの標準化モデル CSL Standard をベースに
『コンタクトセンターマネージメントサービス』を提供
コンタクトセンターの運用を成功に導くには、ベストプラクティスを知る必要がある。サポートサービスを提供する富士通
コミュニケーションサービスは、サポート を科学的に体系化し、より高付加価値なサービスを提供することを目的に「サポ
ートサイエンス推進室」
を創設。400社以上のコンタクトセンター運営実績をベースに、業界標準規格（COPC,ITIL）等を
取り込み、ベストプラクティスの標準化モデルとなるサービスフレームワーク「CSL Standard」を構築した。さらに、今回
これを基にクライアントのコンタクトセンターの課題発見から解決までを支援する新サービス「コンタクトセンターマネー
ジメントサービス」の提供を開始する。
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■アセスメントサービス
コンタクトセンターの運営状況を当社独自の分析・評価手法を
活用することで見える化し、運営改善に向けて各種サービスを
提案する。

■品質向上サービス
コンタクトセンターにおける品質を「応対」、
「生産性」、
「職場
環境」3つに定義し、バランスの取れたセンター運営を支援する。

■教育/研修サービス
コンタクトセンターの現場力を高めるための教育・研修を階層別、
そしてお客様の現状に合わせて提供する。

ベーシック診断
マネージメント診断
パフォーマンス診断

お客様のセンターおよび競合他社のセンターを調査/分析いた
します。センターの「弱み」
「強み」を明確化。現状把握や問題改
善を支援する。

なるベストプラクティスを盛り込み版を重
ねることにより、品質向上を行いより戦

クオリティ診断
モニタリング/スコアリング
フィードバック

略的なコンタクトセンター構築に向けて
さらなる強化と拡充を図ります」と津江

ナレッジ構築支援
エージェント
（コミュニケーター）向け
SV・リーダー向け

部長は意欲を見せる。同社の飽くなきチ
ャレンジはこれからも続いていく。

品質管理者向け
その他コミュニケーション系研修の提供

■調査/分析サービス

成したわけではありません。現場のさら

ミステリーコール
CS調査
VOC収集・分析

お問い合わせ先

富士通コミュニケーションサービス株式会社
経営企画室
TEL：03-5462-3823 FAX：03-5462-3830
URL：http://jp.fujitsu.com/csl
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