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今後もご利用いただく皆様のご意見・ご要望を参照し、随時リリースを実施してまいります。

 

※詳細は、下記までお問い合わせください。
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■本件に関するお問い合わせ先
担当

住所

TEL

――――――――――――

「ユーザグラム」提供

ご利用いただく中で皆様からいただいたサービスへのご意見・ご要望をもとに、

改善のリリースを実施しており、

ースしました。(下記、

・コンバージョンしていないユーザも表示する機能

・ユーザ行動を表示できる期間を

今後もご利用いただく皆様のご意見・ご要望を参照し、随時リリースを実施してまいります。

※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  ： デジタル時代の顧客志向経営・ビジネス変革支援、行動観察によるユーザエクスペリエンスデザインを軸に、経営変革支

援・サービス開発

2012 年に台湾、

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広告効果測定ツール「ウェブアンテナ」、およびデジタル行動

観察ツール「ユーザグラム」を提供。

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

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-

――――――――――――

「ユーザグラム」提供開始

ご利用いただく中で皆様からいただいたサービスへのご意見・ご要望をもとに、

改善のリリースを実施しており、

下記、一部抜粋

・コンバージョンしていないユーザも表示する機能

・ユーザ行動を表示できる期間を

今後もご利用いただく皆様のご意見・ご要望を参照し、随時リリースを実施してまいります。

※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

デジタル時代の顧客志向経営・ビジネス変革支援、行動観察によるユーザエクスペリエンスデザインを軸に、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行う。

年に台湾、2013

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広告効果測定ツール「ウェブアンテナ」、およびデジタル行動

ツール「ユーザグラム」を提供。

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

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    

――――――――――――――――

開始 4 ヶ月で 10

ご利用いただく中で皆様からいただいたサービスへのご意見・ご要望をもとに、

改善のリリースを実施しており、4 月の正式提供以降、

一部抜粋) 

・コンバージョンしていないユーザも表示する機能

・ユーザ行動を表示できる期間を 2 年間に

今後もご利用いただく皆様のご意見・ご要望を参照し、随時リリースを実施してまいります。

※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 

デジタル時代の顧客志向経営・ビジネス変革支援、行動観察によるユーザエクスペリエンスデザインを軸に、経営変革支

改善支援・デジタルマーケティング支援を行う。

2013 年に上海と海外現地法人を設立。

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広告効果測定ツール「ウェブアンテナ」、およびデジタル行動

ツール「ユーザグラム」を提供。

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

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 ：

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

10 以上の改善・

ご利用いただく中で皆様からいただいたサービスへのご意見・ご要望をもとに、

月の正式提供以降、

・コンバージョンしていないユーザも表示する機能 

年間に拡張 

今後もご利用いただく皆様のご意見・ご要望を参照し、随時リリースを実施してまいります。

※詳細は、下記までお問い合わせください。 

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

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

デジタル時代の顧客志向経営・ビジネス変革支援、行動観察によるユーザエクスペリエンスデザインを軸に、経営変革支

改善支援・デジタルマーケティング支援を行う。

年に上海と海外現地法人を設立。

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広告効果測定ツール「ウェブアンテナ」、およびデジタル行動

ツール「ユーザグラム」を提供。 

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

（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

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

改善・新機能をリリース

ご利用いただく中で皆様からいただいたサービスへのご意見・ご要望をもとに、

月の正式提供以降、2017 年 7 月

今後もご利用いただく皆様のご意見・ご要望を参照し、随時リリースを実施してまいります。
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ユーザグラムはほぼ毎週、

以上の新機能・

今後もご利用いただく皆様のご意見・ご要望を参照し、随時リリースを実施してまいります。 
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ユーザグラムはほぼ毎週、新機能・UI

以上の新機能・UI 改善をリリ

以上
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UI

改善をリリ

以上
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