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※詳細は、下記までお問い合わせください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■株式会社ビービット

設立

代表者

事業内容

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■本件に関するお問い合わせ先
担当

住所

TEL

――――――――――――

2017 年春より正式にサービス

※詳細は、下記までお問い合わせください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社ビービット

設立      ： 2000

代表者    ： 代表取締役

事業内容  ： 顧客体験の向上をビジネス成果へつなげる、デジタル時代の顧客志向経営

行動観察によるユーザ体験設計を軸に

三井住友銀行、ホンダ、ベネッセ

企業へのコンサルティングにより、数々の企業ウェブサイトを成功へと導いている。

地法人を設立

また、デジタルマーケティングでの

行動観察ツール「ユーザグラム」

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

本件に関するお問い合わせ先
担当 ： 株式会社ビービット

住所 ： 〒102

TEL ： 03-

――――――――――――

春より正式にサービス

※詳細は、下記までお問い合わせください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社ビービット http://www.bebit.co.jp/

2000 年 3 月 

代表取締役 遠藤直紀

顧客体験の向上をビジネス成果へつなげる、デジタル時代の顧客志向経営

行動観察によるユーザ体験設計を軸に

三井住友銀行、ホンダ、ベネッセ

企業へのコンサルティングにより、数々の企業ウェブサイトを成功へと導いている。

地法人を設立。 

また、デジタルマーケティングでの

行動観察ツール「ユーザグラム」

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ビービット

102-0073 東京都千代田区九段北

-5210-3894    

――――――――――――――――

春より正式にサービス提供を開始

※詳細は、下記までお問い合わせください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

http://www.bebit.co.jp/

遠藤直紀 

顧客体験の向上をビジネス成果へつなげる、デジタル時代の顧客志向経営

行動観察によるユーザ体験設計を軸に

三井住友銀行、ホンダ、ベネッセ

企業へのコンサルティングにより、数々の企業ウェブサイトを成功へと導いている。

 

また、デジタルマーケティングでの

行動観察ツール「ユーザグラム」

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

本件に関するお問い合わせ先 
株式会社ビービット 営業担当 （

東京都千代田区九段北

    / FAX ：

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

開始する予定です

※詳細は、下記までお問い合わせください。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

http://www.bebit.co.jp/ 

顧客体験の向上をビジネス成果へつなげる、デジタル時代の顧客志向経営

行動観察によるユーザ体験設計を軸に経営変革支援・サービス開発

三井住友銀行、ホンダ、ベネッセコーポレーション

企業へのコンサルティングにより、数々の企業ウェブサイトを成功へと導いている。

また、デジタルマーケティングでのコンサルティング経験を元に

行動観察ツール「ユーザグラム」を提供。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（sw_sales@bebit.com

東京都千代田区九段北 4-2-1 市ヶ谷東急ビル

： 03-5210-3895

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

する予定です 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

顧客体験の向上をビジネス成果へつなげる、デジタル時代の顧客志向経営

経営変革支援・サービス開発

コーポレーションなどの大手企業の他、マネックス証券、

企業へのコンサルティングにより、数々の企業ウェブサイトを成功へと導いている。

コンサルティング経験を元に

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

_sales@bebit.com） 

市ヶ谷東急ビル

3895 
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顧客体験の向上をビジネス成果へつなげる、デジタル時代の顧客志向経営

経営変革支援・サービス開発/改善支援・デジタルマーケティング支援を

などの大手企業の他、マネックス証券、

企業へのコンサルティングにより、数々の企業ウェブサイトを成功へと導いている。

コンサルティング経験を元に、広告効果測定ツール「

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

市ヶ谷東急ビル 7 階（受付 5 階）
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顧客体験の向上をビジネス成果へつなげる、デジタル時代の顧客志向経営支援 

改善支援・デジタルマーケティング支援を

などの大手企業の他、マネックス証券、Yahoo! JAPAN

企業へのコンサルティングにより、数々の企業ウェブサイトを成功へと導いている。2012 年に台湾、

広告効果測定ツール「ウェブアンテナ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

階） 
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改善支援・デジタルマーケティング支援を

Yahoo! JAPAN

年に台湾、2013 年に上海と海外現

ウェブアンテナ」、および

―――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上

―――――――

改善支援・デジタルマーケティング支援を実施 

などのネット先進

年に上海と海外現

、およびデジタル
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以上 

―― 

 

などのネット先進

年に上海と海外現

デジタル
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