株式会社新生銀行
コールセンター の自動音声応答をVoiceWatchで監視
録音機能の活用で“ 顧客体験 ”のチェックが 容易に
真に価値ある商品とサービスの提供を通じて、個人のお客さまにとって
“Only One の銀行”を目指して
いる新生銀行。ここでは個人向け業務の重要な顧客チャネルに位置づけられている新生パワーコール
（新生銀行のテレフォンバンキングサービス）の自動音声応答機能を、VoiceWatchによって監視しています。以前は
オペレーターによって手作業で行われていた外部監視を自動化すると共に、客観的なデータ収集も実現。
また録音機能を活用することで、問題発生時の状況を顧客の立場で確認することも容易になっています。
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事業概要：新生銀行は、投資銀行業務、リテール業務、
ノンバンクビジネス業務を重点分野として
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新生銀行コールセンターの自動応答

