特別企画

NTTテクノクロスのカスタマーエクスペリエンスソリューションと
グローバル展開の取り組み

3 CX マネジメント／シナジーソリューション

CX マネジメントソリューションの開発と
既存ソリューションの組み合わせによる素早い課題解決
NTT テクノクロス（以下、NTT-TX）カスタマーエクスペリエンス（以下、CX）事業部は CX 向上に向けた PDCA サイ
クルの実行を支援する新たなソリューションの開発を進めている。また既存ソリューションをうまく組み合わせ、コロナ
禍で顕在化したお客様のニーズや困りごとに素早く応える取り組みにも注力している。
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化、分析し、改善策を検討・実施す
要になる。開発中の CXM ソリュー
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「CC 業 務 支 援 ソ リ ュ ー シ ョ ン
ForeSight Voice Mining ※ 1（以下、
FSVM） により CC の音声通話を
テキスト化し蓄積しているお客様か
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※ 1 〜 3：本特集
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