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NPS が上がると業績が上がる
15 業界ベンチマーク調査・ランキングと
NPS ソリューション

NTT コムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社
代表取締役社長 塚本 良江
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「NPX」では、Web イン

を「NPX」、そして「NPS ベンチマー
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VOC アンケート調査作成、
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② 自 動 配 信 と 回 収、 ③

Q1.あなたは、弊社サービスを知人や友人に
お薦めしたいと思いますか？
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VOC 結果のリアルタイム

〈NPS については以下のサイトへ〉

分析、③改善に必要なアク

https://www.nttcoms.com/

ションを提示・アラート発

service/nps/
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