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ＣＴＩシステム 「接客ナビ」



「接客ナビ」＆「自由の女神」　開発コンセプト

・今まで顧客管理でなかなか良いパッケージソフトがなかった。
　→販売管理ソフト：項目が足りない、コンタクト履歴ほしい、マーケティング面が弱い。
　→弥生顧客：安くて使いたいけどＬＡＮ対応版がなかった。
　→デヂエ、セールスフォース、顧客大臣：一から作る為ノウハウとコストがかかる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 販売管理システムとの連携が難しい

・８０～９０％パッケージ：使いやすく高性能で低コストを実現
　１０～２０％カスタマイズ：自由設計で業務ノウハウ取込む
　　　　　　　　　　　　　　リンクソフトで業務連携を低コストで実現

・ＣＴＩを組み合わせることで更に強力なＣＲＭソフトに仕上りました。
  要望の多いｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞｺｰﾙｼｽﾃﾑの構築も自由設計機能で実現できます。

・プログラミングなしでシステムが作れる為、ノウハウがある企業であれば
　ＣＲＭソフトのメーカーになれる！

・このしくみの発展形で税理士業界、保険代理店業界でパッケージ販売進行中

　最近の傾向
・ここ最近ＣＲＭの開発依頼が多くなった
・セールスフォースでトライしたが実現できずに相談される場合が多い
・業務ノウハウ、分析力（コンサル）が必要な場合も多い
・コストの問題が一番大きい→パッケージ部分が多くないと目標額に収まらな



業務ソフト・専用サイト
--------------------------
税理士専用ソフト（TKC、ﾐﾛｸ、JDL）

保険代理店専用サイト

販売管理ソフト
（弥生・ＰＣＡ・大臣．．．）

 リンクソフト

自由設計型ＣＲＭ＋電子ファイリング＋業務リンク
「自由の女神」

　　　　ＣＴＩシステム
　　　　　　　「接客ナビ」

システム概念図
宅配便監視ｼｽﾃﾑ
「宅配ｳｫｯﾁﾏﾝ」 ＋

出力

入力

入力

みんなで使う電子掲示板

「マルチ掲示板」

はがき
封筒
DMラベ

リモートアクセス

ＰＤＦ

電子ファイル

プリントアウト
をＰＤＦ化

紙をスキャン
してＰＤＦ化

通話録音 位置情報

自由帳票

自分で作れる帳
票や宛名印刷メールやＦＡＸに電子

ファイルをクイック添付

通話録音の再生

クリック発信

地図印刷（Yahoo）
ｽﾄﾘｰﾄﾋﾞｭｰ（Google）

　事例：
・総合保険代理店
・税理士
・通販（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞｺｰﾙセンター）
・メーカー（BtoB）：紙のﾌｧｲﾙ

位置情報をカーナ
ビに転送して配達

外出先

「どこでもオフィス」
外から自分のＰＣ制御

開発コンセプト

・プログラムの変更なしにＣＲＭソフトが作れる
　→画面も帳票も、ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞの実現
・８０％パッケージ２０％カスタマイズ（プログラムレス）
・既に使っているシステム、足りない業務は作らずにリンクして使う
-----------------------------------------------
・自分のＰＣから全ての業務がコントロールできる
･電子ファイリング：書類、メール、通話、ＦＡＸ、地図
・コンタクト履歴管理：電話、メール、ＦＡＸ、訪問
・リモートアクセスの活用（業務効率の劇的向上）



業務ソフト・専用サイト
--------------------------
税理士専用ソフト（TKC、ﾐﾛｸ、JDL）

保険代理店専用サイト

販売管理ソフト
（弥生・ＰＣＡ・大臣．．．）

 リンクソフト

条件抽出
（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・分析）

自由設計型ＣＲＭ＋電子ファイリング＋業務リンク
「自由の女神」

　　　　ＣＴＩシステム
　　　　　　　「接客ナビ」

自由帳票

システム詳細図

宅配便監視ｼｽﾃﾑ
「宅配ｳｫｯﾁﾏﾝ」 ＋

出力

入力

入力

　・発着信ログ
　・通話録音
　・受話器連動ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

みんなで使う電子掲示板

「マルチ掲示板」

EXCELLはがき
封筒
DMラベ

はがき
封筒
DMラベ
ル

発信リスト

　ピンマップ
ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ

コスト・ノウハウの都合で自作
できない業務はリンクソフトで
連携させることで劇的に進化

外出先

「どこでもオフィス」
外で自分のＰＣ制御

既存顧客

「どこでもメンテ」
お客様のＰＣを制御し
て保守や指導を行う

「どこでもDEMO」
お客様のＰＣを制御して
デモや指導を行う

リモートアクセス

ＰＤＦ

電子ファイル

新規顧客

プリントアウト
をＰＤＦ化

紙をスキャン
してＰＤＦ化

位置情報

デジカメ

自分で作れる
宛名印刷

メールやＦＡＸに電子
ファイルをクイック添付

録音の再生クリック発信

地図印刷
ｽﾄﾘｰﾄﾋﾞｭｰ 位置情報をカーナ

ビに転送して配達



詳細説明　ＣＴＩシステム「接客ナビ」

ビジネスフォンに対応したＰシリーズではより高機能な機
能を実現しています。

ＮＴＴ　　　サクサ　　　　日立       　 NEC　　Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　 ナカヨ

対応メーカー

全自動で全ての通話を録音
電話の見える化を実現

・こえめ～る：録音を外にい
る担当者に送ることができ

地図連携機能を標準で装備

・配達のある業種に必須機

・お知らせナビ機能で担当者を直接呼び出しロス時間のカット

・在席管理機能
・メール送信機能（受注確認用、社内連絡用、こえめーる）

担当呼出し
着信待ち受け 発信アラーム

強力なコミュニケーションサポート機能

６つのシリーズで日本にあるほとんどの全ての
電話設備（ハード）に対応。
全ての回線種別（ｱﾅﾛｸﾞ/INS64/INS1500/IP電
話/ひかり電話）に対応可能

６つのシリーズ
・Ｐｼﾘｰｽﾞ　ＰＢＸに対応した高機能シリーズ
・Ｍｼﾘｰｽﾞ　Ｐシリーズで対応できないＰＢＸに
　　　　　　　　 ＣＴＩコントローラを接続して対
応
・Ｏｼﾘｰｽﾞ　ひかり電話に対応したシリーズ
・Ａｼﾘｰｽﾞ　アナログ回線に対応したシリーズ
・Ｒｼﾘｰｽﾞ　ＩＮＳ６４に対応したシリーズ
IPｼﾘ ｽﾞ ＩＰ ＰＢＸに対応したシリ ズ

・多くの表示モード（全ての発着信ログ表
示モード、小窓モード等）
・個人別に画面をカスタマイズして使いや
すくする機能

ＣＴＩシステムの主な機能
・受話器連動ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ   ：着信と同時にお客様情報が表示され受話器を上げるとＣＲＭソフト（自由の女神）で詳細情報が表示されます
・通話録音・再生          ：全ての通話が自動的に録音され発着信ログと紐付けされます。
・クリック発信              ：電話番号を子機でたたかなくても、ＰＣでクリックするだけで発信してくれます。
・ＩＶＲ（音声自動応答）    ：マシンが自動的に電話対応してくれるしくみです。機能は留守録から外線転送まで種類があります。
・通話モニター             ：スタッフとお客様が話している通話を管理者が聞ける機能です。
・画面のカスタマイズ機能：各担当ごとに使用する項目を選択したり、フォントの大きさを変える機能。

※一部ビジネスホンの機能に依存する場合があります。シリーズによってはオプションに設定されている場合があります。



詳細説明　「自由の女神」の画面構成①

基本情報画面

固定部分

税理士業務
仕様

担当者情報欄

メモ欄

電子ファイル画面

※「電子ファイル」の
ページで詳細説明

モード切替

検索



詳細説明　「自由の女神」の画面構成②

「自由の女神」の画面構成

・基本情報
・電子ファイリング
・コンタクト履歴
・地図情報
・自由画面１・２

地図情報画面
地図連携ボタン

正確な緯度経度を取得・保持します

内容表示エリア

コンタクト履歴画面

コンタクト履歴エリア

電話履歴表示ボタン

このエリアにはメール／訪
問／電話履歴が記録されま

す

自由設計画面

※「自由設計」の
ページで詳細説明



詳細説明　電子ファイリングシステム

紙をスキャン
してＰＤＦ化

プリントアウトをＰＤ
Ｆ化する方法で作成

お客様ごとにフォルダーを作らなくても自動的
にお客様ごとのファイル管理が可能になりま

す

・見積書
・請求書
･試算表

メールに添付
されたファイル

デジカメで
撮った写真

ボイスレコーダー
等で録音した音

ＷＯＲＤ
ＥＸＣＥＬ

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

・構成図
･提案書
・契約書

ファイルをつまん
で落すだけ

②

検索

お客様の検索

③

①

取込み

このボタンでファイル種
別の絞込みが可能です



詳細説明　出力について

はがき
封筒
DMラベ

クリック発信

カーナビ

送り状

地図情報画面のＹａｈｏｏ地
図（印刷用）ボタンを押す印刷してすぐに出かけられる

様現在選択されている顧客
の情報を自動的に持ってく

る

Ｙａｈｏｏ地図

送り状

カーナビ

配達先の位置を
自動セット

ｅメールを使ったＦＡＸ
サービスを利用

メーラーを立ち上げて
アドレスを自動セット

コンタクト履歴の電話
の録音再生



詳細説明　抽出＋出力について

検索
EXCELL　ピンマップ

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ

自由帳票

発信用リスト

条件抽出画面

条件設定エリア

抽出結果

はがき
封筒
DMラベ

連続送信用メール
設計画面

顧客画面にリンク

自由な条件でデータを抽出し出
力形式を選択することで分析や
自由なマーケティング活動が行

えます。

出力形式



「自由の女神」その他の機能：地図連携

地図情報画面

正確な緯度経度を取得・保持します

地図情報画面のＹａｈｏｏ地
図（印刷用）ボタンを押す印刷してすぐに出かけられる

様現在選択されている顧客
の情報を自動的に持ってく

る

Ｙａｈｏｏ地図

地図連携ボタン



「自由の女神」その他の機能:アウトバウンドコール



詳細説明　「自由の女神」その他の機能

・メール取り込み（コンタクト）
・業種展開？、見積、
・アラーム
・ＥＸＣＥＬ出力（ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ）



詳細説明　業務リンク（リンクソフト）

現在お使いの自社開発ソフトはもち
ろん、Ｗｉｎｄｏｗｓ系パッケージソフ
ト、Ｗｅｂ系サービスともリンクソフト
の開発が可能です。

リンクソフト開発済みソフトウェア
・弥生　弥生販売
・弥生　弥生顧客
・ＰＣＡ　商魂
・ＰＣＡ　商管
・ＰＣＡ　ドリーム２１
・応研　販売大臣
・応研　顧客大臣
・ＯＢＣ　奉行シリーズ
・大塚商会　ＳＭＩＬＥα
・サイボウズ　デジエ
・サイボウズ　メールワイズ
・サイボウズ　Ｏｆｆｉｃｅシリーズ
・サイボウズ　ガルーン
・ｿﾌﾄﾌﾞﾚｰﾝ　ｅｾｰﾙｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ
・損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ　SOMPOＪ-NET
・東京海上日動　ﾐﾚｱﾈｯﾄ
・アフラック　ＡＡＮＥＴ
・アクサ　ゲートウェイ
・アリコジャパン　アリコマスク
・ゼンリン　電子地図帳Ｚシリーズ
・ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄP　ﾏｯﾌﾟﾌｧﾝｼﾘｰｽﾞ
・Ｙａｈｏｏ地図
・Ｇｏｏｇｌｅ　グーグルマップ
・ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ　ＥＸＣＥＬ　　他多数

Ｗｅｂ系

リンクソフトの概念

Ｗｅｂ系のサービスには大変実用的で無償で
提供されているものが多く存在します。
これらをリンクソフトでつなぎ活用することで
業務の効率を上げることが可能になります。

ソフトとソフトを接着剤でくっつけるイメージ

業務リンクの必要性について：
　販売管理システムをすでに使用していてＣＲＭシステムを追加しシームレスに接続する方法は２つあります。
１つは、販売管理部分を新たに開発してＣＲＭ部分に組み込む方法ですが、この方法では大きなコストと分析
時間が必要となり実質不可能です。そこでＣＲＭ側から既存の販売管理を呼出して連携できる（リンク）ようにな
れば大幅なコストの節約が可能になります。
※弥生販売、ＰＣＡ商魂商管、販売大臣、ＳＮＩＬＥαの実績があります。
---------------------------------------------------------------------------------
その他の業務リンクの事例：
　事例１：保険業界では代理店が受注した契約の詳細は、代理店別に保険会社の専用Ｗｅｂシステムを通して
見ることができます。通常お名前や契約番号で検索できますが、特に損保系は交通事故等の緊急性が高いお
問合せが多い為リンクソフトによる連携が重要になってきます。
　事例２：ＴＫＣ全国会会員の税理士様よりＴＫＣパッケージに電子ファイリング機能を付けたいとの要望があり
「自由の女神」とリンクさせることで実現しました。
---------------------------------------------------------------------------------
リンクソフト開発の経緯：ＣＴＩシステムの開発・販売を行う過程で連動させなければならない業務やソフトが世の
中には膨大にあることが分かりました。１社で開発できる業務パッケージには限りがあり、この問題を解決する
為にリンクソフトの技術開発に入っていきました。



詳細説明　「マルチ掲示板」＆「宅配ウォッチマン」

みんなで使う電子掲示板

「マルチ掲示板」
「マルチ掲示板」を全員か
ら見える高い所に設置

「マルチ掲示板」は全員の
ＰＣから制御可能

「マルチ掲示板」は通常「配達ウォッ
チマン」や「接客ナビ」等を複数ス
タッフで見る為に使用されます。

宅配便監視ｼｽﾃﾑ
「配達ｳｫｯﾁﾏﾝ」

「配達ｳｫｯﾁﾏﾝ」への登録作
業は全員のＰＣから行える

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せＮＯ．より全自動で
各宅配会社のサイトを調
べてお知らせするしくみ

配達完了すると音声で
もお知らせします

配達完了すると赤色に変わり
「配達完了」とお知らせします

通信販売業、保険代理店等の宅配
便が届いて外出前に電話を掛けたい
業務で使用されます。また税理士業
務等で大切な書類が期限内に届い
たか確認する業務でも使用されま

す。



　画面の自由設計、マスタ保守の自由設計、メニューの自由設計

各フィールドを好きな場所
に配置できます。

各企業の要望に合わせて画面
を自由に設計できる機能

メニューも自由に設計可能で
す

隠し機能エリアです。



タブの自由設計・帳票の自由設計・宛名フォームの自由設計

自由宛名設定機能：設定す
るだけで宛名フォーム作成

顧客入力画面のタブの部分

タブの順序と
表示するしない
の設定が可能

自由帳票機能：設定する
だけで帳票作成ができる



アウトバウンドコールの自由設計機能

　・ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞｺｰﾙの自由設計
　・メール取込み（顧客登録）の自由設計
　・ＣＴＩ　画面変更機能、在席管理
、・？業種特化画面追加



ＣＴＩ機能の自由設計機能

　・ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞｺｰﾙの自由設計
　・メール取込み（顧客登録）の自由設計
　・ＣＴＩ　画面変更機能、在席管理
、・？業種特化画面追加

自由宛名設定機能：設定す
るだけで宛名フォーム作成



詳細説明　リモートアクセス「どこでも」シリーズ

外出先「どこでもオフィス」
外で自分のＰＣ制御

既存顧客「どこでもメンテ」
お客様のＰＣを制御し
て保守や指導を行う

「どこでもDEMO」
お客様のＰＣを制御し
てデモや指導を行う

新規顧客

実際に動いているＰ
Ｃ

実際に動いているＰ
Ｃ

実際に動いているＰ
Ｃ

会社にある自分のＰＣ 使い方のシーン①

・出張時の空き時間にメール
をチェックして返信したい。
・空き時間に交通費の入力を
したい。
・大事な書類は、会社で一元
管理したいが、外出先で手直
しもしたい。

使い方のシーン②

外出中にお客様から緊急である書類をＦ
ＡＸしてほしいと依頼があった時、これま
では夜一度帰社して処理していた。これ
からは外出先の喫茶店でＦＡＸ送信が可
能になり、お客様にも半日以上待っても
らう等の不都合がなくなる。

会社

会社

使い方のシーン①

ソフトウェア開発会社で納品
ソフトの改造に関する打合せ
では、お客様の画面を共有し
ながら行うと効率が大幅に
アップしお互いの思い違いに
よるミスもなくなった。

使い方のシーン②

税理士事務所でクライアントに「弥生会
計」を納品し使ってもらっている。これまで
は操作の質問があると電話で画面をイ
メージしながら説明していたがお互いに
なかな伝わらず熱くなることが多々あった
が、画面を共有して説明することで大幅
に分かりやすくなり喜んでもらっている。

使い方のシーン①

パッケージソフトの販売会社ではお問
合せのお電話があると、すぐにソフトの
デモをオンラインで行っている。お客様
の思いが熱いうちにソフトをお見せでき
る点、遠方までの旅費と時間的コスト
の大幅節約になる点で大変役立ってい
る。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

リモートアクセスの重要性について：
アンソネットではＭＳ－ＤＯＳの時代からMODEMを使ってオンライン保守業務を行ってきており、リモートアクセスを使った多くの運用ノウ
ハウを持っております。　リモートアクセス「どこでもシリーズ」は下記の３つの業務が存在します。
　　１．「どこでもメンテ」：お客様のＰＣを制御して保守や指導を行う
　　２．「どこでもオフィス」：外から自分のＰＣ制御
　　３．「どこでもDEMO」：お客様のＰＣを制御してデモや指導を行う
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
※「どこでも」はアンソネットの登録商標です。



　ケータイの通話も録音できるＣＴＩ　「どこでもケータイⅢ」

お客様Ａさん

全ての通話が全自動
でサーバーに録音され

る

お客様Ａさんが担当者Ｂさんに電話を掛けた時、
Ｂさんが外出先でケータイで電話を受けるしくみ

シーンの説明

①お客様Ａさんが担当者Ｂさんの専用番号（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号）に発信する
②会社で電話が鳴る。
　 事務スタッフＣさんは、ＣＴＩ画面でＢさん宛ての電話であることが
　 分かっているので電話は取らない。
③一定時間電話を取らないと自動的にＢさんへ転送される。（無料転送）
④ＡさんとＢさんの通話が始まると自動的に通話が録音される。

固定回線網

携帯電話網

①
②

③

担当者Ｂさん

事務スタッフＣさん

④

会社とケータイ間
は通話料無料

Ｃさんは会社宛の
電話は受けます。 録音機能だけでなく通話

モニター機能もあるので管
理職の方は通話後のアド
バイスも直ぐにできます。

会社でも外出先でも
Ｂさん宛の電話はＢ
さんが対応できま

す

お客様Ａさん

全ての通話が全自動
でサーバーに録音され

る

担当者Ｂさんが外からお客様Ａさんに電話を掛ける
時、そのログと通話録音を記録に残すしくみ

シーンの説明

①担当者Ｂさんは一度会社の専用番号（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号）に発信する。
　 ＩＶＲ対応後、お客様Ａさんの電話番号を入力する。
②お客様Ａさんに着信すると自動的にＢさんと通話できるようになる。
③ＡさんとＢさんの通話が始まると自動的に通話が録音される。

固定回線網

携帯電話網

②

①

担当者Ｂさん

事務スタッフＣさん

③

会社とケータイ間
は通話料無料

このシーンでは電
話は鳴りません。

録音機能だけでなく通話モニ
ター機能もあるので管理職の
方は通話後のアドバイスも直

ぐにできます。

発信ログも自動的に表
示・記録される。

個人のケータイで
も通話料が無料な
のがありがたい。

社内で野放し状態にあるケー
タイの情報管理がしたい！


