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Tedious sign up process before  
starting a chat with businesses?

Customer
Fails to chat with vendors  
directly without logging in?
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会社と話す前に、長い登録プロセスが必要ですか？

ログインせずに直接話すことはできますか？
顧客



Use personal messengers to chat with 
customers?

Too many customer interaction channels to 
handle?
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自分のプライベートコミュニケーションアカ
ウントを使用して顧客とチャットしますか？

処理できない顧客インタラクションチャネル
が多すぎますか？

Employee
社員



Unable to supervise conversation between 
employees and customers?

Unable to keep and track your chat logs?
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従業員と顧客の間の会話を監督することはで
きませんか？

チャットの履歴を保持および追跡できません
か？Company

会社



Any better chat solutions?
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より良いチャットの解決策はありますか？

顧客 社員 会社



NoCode Chat SaaS 
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顧客 社員 会社



PinChat

One-click chat builder  
that makes connections easy.
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ワンクリックチャットジェネレータ 
これにより、接続が簡単になります。



3 Steps to Create Your Chat Link
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より良いチャットの解決策はありますか？



作成 
Create

1
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10

編集 
Edit

2
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共有リンク 
Share

3



Let customers connect with you in 
seconds

Scan QR code or click on the link

1

Start your chat!

2
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顧客が数秒であなたに連絡できるようにする

QRコードをスキャンす
るか、リンクをクリック
してください

チャットを始めましょう！



Scan this QR code to start a chat with us

試してみてください
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このQRコードをスキャンして、チャットを開始してください



1 互いに接触するための障壁を下げる

コア値

在与他⼈聊天之前無アプリケーショ
ン注册帐户または下ダウンロードプ
ログラム⽤程序。
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Eliminate contact barrier

No need to register an account  
or download an app before  
chatting with others.



2 チャットデータを所有する

他のチャットソフトウェアにジャ
ンプして、独⾃のチャットデータ
を⽤意する必要はありません

Chat
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コア値

Own your chat data

Jump out of messaging apps  
and own your in-app / in-product chat data



3 オンラインとオフラインを統合する

名刺SMS
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Online and offline 
integration

コア値



チラシ
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地下鉄の広告
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Add PinChat Link in your Instagram Bio.
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Instagramの履歴書にPinChat
リンクを追加します。



各チャット
リンクのア
クション 

Actions for 
each chat link

チャットリン
クのパフォー
マンスを追跡
する 
Track your chat 
link performance

チャットリ
ンクを検索
する 
Search for 
your chat link

1

2

3

製品の概要:ダッシュボード
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フォルダで
整理する

チャット
ルームにタ
グを追加す
る

オン/オフ通知

エージェン
トとチャッ
トボットの
切り替え

1

2

オンラインステータスを表⽰する3

4

5

製品の概要: Chatrooms
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製品ステータス：6⾔語対応
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製品ステータス：6⾔語対応
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imkit.io 

SDKも提供しています 
(Software Development Kit)
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http://imkit.io
https://imkit.io


Web
SDK

iOS
SDK

Android
SDK

Chat
Server

Chat API and SDK with pre-
built UI Kit for Apps and 
Websites.
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チャットAPIとSDK 
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Customization available On-premise Deployment
カスタマイズを提供する 敷地内に



選択したクライアント
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2020 Meet Taipei  

オンラインとオフラインのエンゲージ
メントを統合する 
Integrate online and offline engagements 

すべての参加企業は、PinChatを介し
て世界中の訪問者と対話できます。 
All participating companies can interact with visitors 
worldwide via PinChat.
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App / Web チラシ
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2020 TAIPEI AMPA  

オンラインの訪問者と出展者をつなぐ 
Connect online visitors and exhibitors

PinChatは、すべての訪問者と出展
者をオンラインで接続します。 
PinChat connect all visitors and exhibitors online.
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クリックして
チャット

インスタント翻訳
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KOKO Bank 
In-App Chat

KOKO Bankは、チャットSDK
を統合して、アプリでインスタン
トメッセージングを提供します。 
 
KOKO Bank integrate Chat SDK to provide instant 
messaging in the app.
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友達に追加する ステッカーを送る 送⾦

33



ACCUPASS 活動通 
In-App C2C Chat

ACCUPASSは、チャットSDKを
統合して、アプリ内に独自のコ
ミュニティを構築します。 

ACCUPASS integrates Chat SDK to build their own 
community in the app.
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Networking チャットルーム メッセージを送る
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Tsann Kuen(燦坤) は、プロのコン
サルタント、チェーンスタッフ、
販売をアプリで顧客と結び付けま
す。 

Tsann Kuen(燦坤) connect professional consultants, 
chain staffs, and sales with customers in their app.
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Tsann Kuen 燦坤 
In-App B2C Chat



メッセージを送る顧客サービス チャットログ
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ソーシャルトラベルアプリ 
Social Travel App
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旅⾏を計画する

事前に旅行の計画を立て
て、いつでも編集すること
ができます。 

You can plan your trip in advance and edit 
it anytime.
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探索して保存

他の人がどのように旅行を
計画しているかを確認し、
お気に入りの旅行を保存し
てください。 

See how other’s plan their trip and save 
the ones you like to favorite.
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旅程を追加する

旅程を1つずつ計画し、ド
ラッグして順序を変更しま
す。 
Plan the itineraries one by one and drag to 
change order.
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地図上で⾒る

ルートが地図で意味がある
かどうかを確認してくださ
い。 

Check out whether the route makes sense 
in a map.
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⼀緒に話し合う

グループチャットで友達と
旅程の詳細について話しま
す。 

Talk about the details of your itineraries 
with friends in a group chat.



44

場所を表⽰

旅行中にみんなの場所を
チェックしてください。 
Check out everyone’s location while 
traveling.



CES 2021 Taiwanese startup 
FUNTEK's B2C Instant Messaging 
SaaS already used by users in over 
23 countries.
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Fab Asia 

私たちはによって加速されます

47



Thank You
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