


「接客ナビ」シリーズの特徴
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コールセンターの導入事例多数

[コールセンター向け機能強化]

　　　・ソフトＡＣＤ

　　　・在席管理

　　　・分析（時間帯別、担当別）

　　　・自分の受信履歴、録音再生

　　　・モニタリング

　　　・メッセージ転送

　　　・画面転送

　・発着信履歴と豊富な絞り込み機能

　・宛先付きの伝言メモと完了管理機能

　・在席管理機能

　・簡単メール送信機能

　・こえめーる（録音添付メール）

　・一斉メッセージ／メール送信

（ 担当呼出し ）

（ 着信待受け ）

（ 発信アラーム ）

強力なコミュニケーションサポート機能

ビジネスフォンに対応した専用ＣＴＩシステムを

開発することでより高性能な機能を実現してい

ます。（Ｐ／Ｄシリーズ）

対応メーカー

NEC　 ｻｸｻ Panasonic NTT  日立 ﾅｶﾖ

2000件以上のコンサルティングから

生まれた９シリーズ４０タイプ以上

のＣＴＩ製品で日本中のほとんど全

ての電話設備に対して提案が可能

になりました。

お客様のニーズにあったベストの

提案ができるようこれからも研究し

てまいります。

ＣＴＩに対応していない全
てのPBX･ビジネスフォン
ではＣＴＩコントローラを
接続することでＣＴＩ化を
実現しました。
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IVR（音声ナビ）機能を使った

業務改善例多数

・食品卸の夜間受注と翌朝の

入力作業迅速化

・人材派遣業での出退勤報告業務の軽減

・ソフトパッケージ販売のサポート業務で

保守対象先の選別と作業軽減

リンク機能の充実

現在お使いの自社開発ソフトはも
ちろん、パッケージソフト（販売管理
、顧客管理、グループウェア）ともリ
ンクできます

＜接続実績＞
・弥生　弥生販売
・弥生　弥生顧客
・PCA　商魂・商管
・PCA　Dream２１
・応研　販売大臣
・応研　顧客大臣
・OBC　奉行シリーズ
・サイボウズ Ｏｆｆｉｃｅ
・サイボウズ ガルーン
・サイボウズ メールワイズ
・サイボウズ デジエ
・ソフトブレーン　ｅセールスマネージャー
・ソフトブレーン　ビジネスクロス
・損保ジャパン SOMPOＪ-NET
・東京海上日動 ミレアパートナーズネット
・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 Ｚi シリーズ
・インクリメントP MapFan.net
・Yahoo! Japan Yahoo!地図
・Google Google マップ
・SugerCRM
・Microsoft Office (Excel、Word 等)

※全てのソフトとのリンクを可能に
するリンクテクノロジーを搭載して
います

全自動で全ての通話録音。

電話の見える化を実現。

「こえめ～る」で録音を外にいる担当

者の携帯電話に送ることができます

地図連携機能を標準装備
※ゼンリン、MapFan.net、Yahoo!地図対応

・配達のある業種に必須機能

Ｗｅｂ系



主に光ファイバー回線などを利用したIP電話専用のシリーズです。IP電話専用とすることで、ハードウェアコストの大幅な削減を実現しています。自動音量調整を使ったクリアな通話録音機能を標
準で搭載。NTT ひかり電話オフィスタイプなど、3～8回線くらいのIP電話回線を利用している場合に適していますが、それ以上の回線数にも対応可能です。NTTの他、KDDI、ソフトバンクテレコム、
フュージョン・コミュニケーションズなど、各社のIP電話サービスに対応しています。

Ｏシリーズ
（IP電話専用）

シンプルなしくみで１席あたりでは も低コストで導入できるＤシリーズのアナログ単回線対応版です。Ｄシリーズが持つCTI機能を、アナログ単回線でも利用可能にしました。店舗・SOHOなど、ア
ナログ単回線、電話機１台ではじめられる低コストなCTIです。

Ａシリーズ
（アナログ単回線）

各シリーズ概要

各シリーズの適用レンジ

各シリーズの概要
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M シリーズ
（全PBX対応）

現在お使いのPBXをそのまま生かして使えます（Ｐシリーズで対応できないビジネスホンでも対応可能）。ＣＴＩ機能のないＰＢＸや大型ＰＢＸの一部の回線でコールセンターを構築したい時などに有
効です。また現在の電話設備に通話録音、ＩＶＲ機能を追加したい時にも有効です。

R シリーズ
（ルーター接続）

仕様はＴシリーズと同じですが、 大ｃｈ数を24ｃｈまで増強しています。（CTIｺﾝﾄﾛｰﾗとＰＣの接続法をＵＳＢからＬＡＮ接続へ増強）。

レンタル専用シリーズ。

S シリーズ　
（ 店 舗 ・ S O H O 向 け 専 用 単 独 電 話 ）

ハードウェア（アナログ用電話機）が付属しており、ＰＢＸとの接続なしに単独でＭＶＰと同等の機能が使えます。アナログ１ｃｈ対応ですが、

ＩＮＳ64をＴＡ（ターミナルアダプタ）で分岐させることで２ｃｈまで対応可能です。店舗でもＩＶＲ機能を使ったサービスが可能になりました。

Ｐ シリーズ
（特定PBX対応）

国内メーカーでＣＴＩ機能のあるＰＢＸ・ビジネスフォンに対応したシリーズです。ＰＢＸの持っている能力をそのまま活用できる為、高機能のＣＴＩシステムが低コストで構築可能です。ＰＢＸの機能で一
番弱かった録音機能を独自の方式で増強しており、発着信履歴にひも付けされた録音の管理ができます。導入規模に応じてデーターベースソフトを選択したＰＭ・ＰＬの２タイプを用意いたしました。

Ｄシリーズ
（ダイレクト接続）

シンプルなしくみで1席あたりでは も低コストで導入できるシリーズです。受話器を上げると同時に業務ソフトに着信電話番号を直接送り、リンクテクノロジを使って目的の画面を表示させます。ＣＴ
Ｉ機能のあるＰＢＸ用とＣＴＩ機能のないＰＢＸ用のタイプを用意いたしました。比較的大きなコールセンターでパッケージソフトと連動するケースに向いています。

ＩＰ シリーズ
（IP-PBX対応）

Ａｓｔｅｒｉｓｋ（ｱｽﾀﾘｽｸ）を代表とするＩＰ－ＰＢＸに対応したシリーズです。ＩＰ－ＰＢＸはソフトとの親和性が高いのが特徴で、光電話等の普及で今後急激に導入が進むと予想されます。ＩＰシリーズでも
他のシリーズと同じ画面・機能が使えますので機種変更時もスムーズな移行が可能です。

Ｔ シリーズ
（ＴＡ接続）

ＴＡ（ターミナルアダプタ）をＣＴＩコントローラとして採用している為、回線種別はＩＮＳ６４専用になります。世の中で比較的低価格で販売されているものがこのタイプです。ＰＢＸと接続する時の条件と
大ｃｈ数に難があります。

NEW

NEW

NEW

ＵＰシリーズ
（ＵｎＰＢＸ）

ＰＢＸとの接続をしないタイプです。ＰＢＸの機能を全て独自開発している為、既存のＰＢＸで実現できない顧客データベースとの連動、特殊なＡＣＤ機能等の処理がお客様の希望通りに開発可能で
す。

Ｎ シリーズ
（インターネットＣＴＩ）

データベースをインターネット経由で表示・保守できます。サーバー・データのメンテナンスの面でフランチャイズで多店舗展開している企業、全国に代理店を持っている企業様に 適です。

NEW

NEW

構成図

Mシリーズ / Tシリーズ / Rシリーズ Pシリーズ / Dシリーズ

構
成
図

納品物 ＣＴＩコントローラ、サーバー用ソフト、クライアント用ソフト サーバー用ソフト、クライアント用ソフト

※T・RシリーズはINS64のみの対応となります。

店舗・SOHO

（１～２回線）

小規模

（～15席）

中規模

（～50席）

大規模

（～300席）

PM D

A

O IP

T

R

S
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シリーズの詳細説明

１．ＣＴＩコントローラがいらないため、Ｍシリーズより低コスト化を実現。

２．ビジネスフォンで一番弱かった長時間録音を独自の方式で増強。お客様にひも付けされた録音管理が可能。

３．アナログﾞ・INS回線に加えＩＰ電話にも対応。

４．ＰＣ・受話器連動機能が標準装備になりました。

５．電話番号のあるところからワンクリックで発信可能です。(一部非対応の機種もあります。)

Ｐシリーズ　( ビジネスフォンの性能を生かした低コスト・高機能なシリーズ )NEW

タイプＰM/ＰＬ対応機種

NEC Aspireシリーズ

Apexシリーズ

サクサ HM-700シリーズ

UT-700シリーズ

GT-500シリーズ

Panasonic IP-Digaportシリーズ

ＮＴＴ αNXシリーズ

αGXシリーズ

日立 ETシリーズ

ナカヨ iＡ、iAIIシリーズ

iZII シリーズ

IP-PBX Asterisk 

着信があった際に受話器を上げるだけで、着信した電話番号をパラメータとして、業務ソフトにリンクさせることで
対象とする顧客情報をポップアップさせます。

Ｄ、Aシリーズ　( シンプルな設計で も安いシリーズ。Dシリーズは多回線対応、Aシリーズはアナログ単回線専用 )
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タイプＤＰ対応機種

NEC Aspireシリーズ

Apexシリーズ
サクサ HM-700シリーズ

UT-700シリーズ
GT-500シリーズ

Panasonic IP-Digaportシリーズ
ＮＴＴ αNXシリーズ

αＧＸシリーズ
日立 ETシリーズ
ナカヨ iＡ、iAII シリーズ

iZII シリーズ
IP-PBX Asterisk

タイプＤＭ対応機種

上記以外の全てのＰＢＸに対応

受話器をあげるとお客様
情報をポップアップします

フォーム起動

タスクトレイに「接客ナビ」
を格納していても受話器を
あげると自動的に表示さ
れます。

自動リンク：

受話器を上げると指定した
リンクプログラムが自動的
に起動します。

常時履歴表示：

着信履歴を常時表示しま
す。

電話のあったお客様専用のメニュー

自分の子機の内線番号を
設定します。

※Ｄシリーズには発信オプションと
録音オプションが追加できます。

受話器をあげるだけでお客様情報が自動ポップアップされるの
で誤動作を防げます。電話対応者も自動セットされます。

画面上に存在する電話番号を右クリックすることで自動発信が可能になりました。

トゥルルルル

NEW

元帳

伝票入力

Ｏシリーズ　( IP電話専用とすることで、低コストと高音質通話録音を可能にしたシリーズ )NEW

１．ＩＰ電話専用とすることで、必要ハードウェアを簡略化しています。

２．自動音量調整を使ったクリアで高品質な全通話録音機能を標準で搭載。お客様にひも付けされた録音管理が可能。

３．多くの場合、追加電話工事等の必要がありません。専用ハードウェアをネットワークに接続し、

　　ソフトウェアを既存のパソコンにインストールするだけの簡単納品を実現しています。

４．必要十分な機能を低コストで。

　　ＩＶＲ（自動音声応答）、ＰＣ・受話器連動など、Ｍシリーズが持つより高度な機能はありませんが、

　　業務システムとのリンク機能、全通話録音など、

　　ＣＴＩシステムとして必要十分な機能を、Ｍシリーズよりも低コストで実現しています。

対応IP電話回線

NTT東西 ひかり電話

ひかり電話オフィス

ひかり電話ビジネス

KDDI KDDI-IP電話など、

各種IP電話サービス

ソフトバンク 各種IP電話サービス

　テレコム

フュージョン 各種IP電話サービス

eo eo光電話

BBIQ BBIQ光電話

※その他、各地域電力会社系光IP

電話サービスなどにも対応。詳し

くはお問い合わせください。

○ 業務システムとのリンク機能 ○ 全通話録音機能

ホストコンピュータで

全通話録音と履歴管理

自動音量調整を使ったクリ
アで高品質な全通話録音機
能。



機能説明１

①発・着信履歴表示モード

・全て ： 全ての履歴を表示
・通話中 ： 通話中のみ表示

・着信 ： 着信のみ表示
・発信 ： 発信のみ表示
・自分 ： 自分宛履歴のみ表示。　自分宛の電話の履歴の

： み表示しますので、伝言メモの　確認にご利用い
： ただけます。

・固定回線 ： 回線別履歴表示

フォーム起動、音声呼出、電話機リンク機能

通話中のみ表示
コールセンターで、着信数が多い
場合によく使用します

通話中表示モード

回線ごとに通話情報を表示

①発・着信履歴表示モード
②伝言メモ機能
③録音再生
④ロボット
⑤地図表示

※番号は機能説明１、２の
いページの各項目に該当し
ています。

②伝言メモ機能

電話中の担当や外出時の営業マンにかかった電話は、宛先とメモを記入すると録音伝言メモになり、お客様の真意を正確に伝える
ツールとして活用できます。

担当がメモ確認後
処理済に変えます。

発信、着信時の履歴を簡単に確認できます。
小窓モード

電話番号とお客様名のみに小さくして
入力の邪魔にならないようにすることも可能

全表示モード

「接客ナビ」の基本画面

受話器を上げる前にお客様名が表示されます。お客様の区分、発着信回数、住所等も表示されますので安心して電話の応対ができます。
また、画面構成は各担当者ごとに自由に調整可能です
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固定回線表示モード

処理済に変えたら色
が緑に変わり、残作業
が一目で分かりま。

宛先と簡単なメモ入れておきます。
担当が戻ってきて自分宛のメモを
確認。
録音を再生して電話の内容も聞け
ます。

D、Aシリーズ以外全て

D、Aシリーズ以外全て

D、Aシリーズ以外全て



通話録音の再生をします。これによってお電話の「見える化」が業務の改善をもたらします。一番導入効果の出ているしくみです。
設定した倍速でスピード再生もできます。また、全ての通話は自動的に記録されます（人の操作は全く要りません）

担当者が聞く必要がある部分だけを選択します。

『パケット定額制』で携帯料金を大幅削減
通話内容を携帯に送信

切り取った音声を圧縮して、メー
ルに添付できます。(こえめ～る)

３G携帯(FOMA、ａｕ、Softbank) に対応

回線に設定した応答モードが表示される

お客様

電話を
かける

昼間は単発で人手が足りない時の代理応答、夜間は連続で自動受注や外線転送等にお使いいただけます。

ロボットが自動的に応します。 ロボット機能は業種別に多彩な利用法があ
ります。

例)　検査用の機器を製造している会社では
全国のユーザー様からお問合せの電話が
多いためにコールセンターを 構築したが、ス
タッフの経験にばらつきがありました。そこで
ロボットでお客様認証と問合せ分類を先に
入力してもらっ た後、レベルにあったスタッ
フが対応できるようになりました。

お客様の住所から地図上のポインティングができます。正確な位置へ移動後、その緯度経度を記憶しておくことができます。電子電話帳
オプションを導入すると、初めてのお電話でも住所を持ってきます。（電話帳に掲載されているお客様のみ）
※ゼンリン電子地図帳 Ziシリーズ、MapFan.net、Yahoo!地図に対応しています。

位置情報取得ボタンを押すと経度・緯度と
マップコードが取得、保存できます。

次回以降、取得した位置情報を使って
地図をピンポイント表示します。

転送呼出伝言メモ

ロボット対応例

「本日の業務は終了いたしました。
伝言をご希望の方は１番を
呼出をご希望の方は２番を

押してください」
① ②

機能説明２

⑤地図表示

③録音再生(高機能再生・クイック再生)

④ロボット機能(IVR：自動応答)

7

Mシリーズ ／ Pシリーズ ／ Oシリーズ ／ Dシリーズ ／ IPシリーズ／ Sシリーズ

Ｍシリーズのみ

D、Aシリーズ以外全て



管理者が現在通話中の回線を選んでモニタリングできます。
（パスワードによるセキュリティー管理）

現在接続中の回線に、相手の顧客名が表示さ
れます。モニターしたい回線を選択しモニター
開始ボタンを押すと会話がＰＣで聞けます。
社員教育にお使いください。

・対応区分別集計表： ｢問合せ｣や「商談」など区分ごとに集計

・顧客別集計表＿＿： お客様ごとに集計

・対応者別集計表＿： 電話の対応者ごとに集計

・（テレマなど担当者ごとの実績管理に応用できます）

・データ出力 ＿＿＿： 各帳票は時間/個数による集計の上位

　　　　　　　　 リストと明細表の2種類用意しています
対応区分別集計表

表示したい顧客を選択

顧客を検索することができ、さらにその顧客がいつ電話してき
たかの、履歴を期間ごとに表示できます。

期間を指定

担当者情報　

地図情報　ここから移動できます。

お客様名を一度登録
しておくと、次回から
は登録した顧客名が
表示されます。

顧客マスタを検索し
て企業の子番号を代
表番号に連携するこ
ともできます。

お客様から電話が入っ
たら、自動又はワンクリッ
クで顧客管理システム
（販売管理・顧客管理ソ
フト）へリンクできます。

売り上げデータ入力

得意先元帳

未登録のお客様名の登録や複数の電話番号を持つ企業の子番
号を代表番号に連結する機能があります。（件数制限なし）

ＰＣＡ商魂・商管へリンクな
ど、市販のパッケージソフト
の連動も可能です。

主な対応ソフト
・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
・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
・Ｇｏｏｇｌｅ　グーグルマップ
・ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ　ＥＸＣＥＬ　他多数

顧客表示を選ぶと電話番号
や顧客コードを基準にアプリ
ケーションソフトが起動し、顧
客表示されます。

履歴が表示されます

リンク（連携）機能

顧客検索・通話履歴表示 電話辞書編集

情報分析

必要なとき適切なアドバイスをメッセージで指示出来ます。

お客様

通話中

管理者

8

全シリーズ

Mシリーズのみ

D、Aシリーズ以外全てD、Aシリーズ以外全て

D、Aシリーズ以外全て通話モニター

機能説明３

販売管理・顧客管理ソフトへのリンクができ、現在お使いの自社開発ソフトはもちろん、パッケージソフト（販売管理、顧客管理）とも
リンクできます。（手作りシステム、市販ソフト：弥生販売、弥生顧客、ＰＣＡ商魂、商管等）



社員Ｃのコンピュータ

③ 発信アラーム機能

設定した時刻に
メッセージが表示されます

② 担当優先呼出機能

“顧客Ｂ”の担当者が“社員Ｃ”の場合

顧客Ｂ

電話

取引先A

電話

① 着信待受け機能

顧客情報の電話番号の上で右クリックし、メニューの「転送」を選択→「転送先」を選択するだけで簡単に情報を渡せます。

転送元側

転送

転送先側

顧客情報が設定されているリ
ンクプログラムで表示します。
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ＶＰＮ等で接続されていると、
転送先が遠隔地でも画面転
送できます。

取引先のＡ社に電話をしたら担当者が電
話中だったので折り返し電話をいただくよ
うお願いをした場合。
着信待受けセットをしておくと、取引先Ａ
から電話が入ると、セットした担当の画面
に真っ先にお知らせが届きます。

お客様に電話をする約束した場合、
予定時刻、内容を設定しておくと、その時
刻にお知らせが自分の画面に届きます。

発信アラームを設定しておくと担当通知
の画面が表示されます。すぐに電話に出
ることにより、取次ぎの手間が省けお客
様にも喜ばれます。

担当者別の上位ランキング表
回数順／時間順の指定が可能

誰が一番電話をとってくれているか
誰が一番電話をかけているか
すぐに集計できます

・対応者別集計表
・対応者別台帳
・対応区分別集計表
・対応区分別台帳
・顧客別集計表
・顧客別台帳
・時間帯別集計表

の表示と印刷ができますアウトバウンドでは発信のみを選択して
台帳を出すと、自動的に担当別の日報を
作成できます

担当者別に指定した日付範囲で発着信
履歴をリスト出力できます

お客様の属性を受話器を上げる前に判別できる

担当者のPCに優先的にお知らせすることで取次ぎの手間を省く

各種帳簿で業務分析がすぐにできる

着信待ちうけ機能／担当優先呼び出し機能／発信アラーム機能で顧客や取引先とスムーズなやり取りができます。

機能説明４

D、Aシリーズ以外全て

D、Aシリーズ以外全て

D、Aシリーズ以外全て



連動システムの紹介

顧客管理・売上管理・入金管理・購入履歴・対応履歴・在庫管理・添付ファイル管理・メール
管理機能をパッケージ化しました。
WordやExcelなど他のソフトで作ったファイルも顧客に連携できます。また、はがき・各種封
筒・ラベルシールへの宛名印刷が用意されています。
自由に設定できる「６０の自由設定項目」があります。「接客ナビ」との連携で着信時の顧客
情報ポップアップ、ワンクリック発信が可能になります。

保険代理店業向けにチューニングされた顧客管理システムです。１顧客で複数の損保・生保を管理で
き、各保険会社が提供している代理店向けウェブシステムと直接連携することで、正確な契約情報を表
示することが可能になりました。また、「接客ナビ」とのリンクにより、損保会社のコールセンター並の仕
組みができあがります。
[対応保険会社様]

損保ジャパン：ＳＯＭＰＯＪ－ＮＥＴ（※第一生命、ひまわり保険）、東京海上日動 ： ミレアパートナーズネット、アクサ
生命： AXA Agent Gateway Portal、アフラック：AANET、アリコジャパン：アリコエクストラネット アリコマスクＩＩ

配達ナビは、パソコンの電子地図上で配達・配送ルートを表示・計算することができ、カーナビとの
連携も可能な配達・配送業務支援ソリューションです、地域密着型の配達業務から遠隔地への配
送業務まで、幅広い業種に適応できるように設計されています。
また、既存の業務システムへ地図機能をアドオンする「どこでも地図」 と組み合わせることで、すで
にお使いの業務システムを本格的な配達・配送計画システムへアップグレードすることもできます。

現在全国の地方自治体様やタクシー会社様で採用されているデマンド方式乗り合い交通機関、
デマンドバスや、乗合タクシーの運営をサポートできる今までにない低コストのシステムです。
CTIシステム 「接客ナビ」 と連携し、電話での乗車予約から、車両に搭載されたナビゲーションシ
ステムへのルート指示まで、デマンド交通の運営に必要な要素をすべてサポートしています。
アンソネットのデマンド交通システムは、すでに地方自治体で採用され、実際の運用も開始され
ている信頼のシステムです。

SugarCRMとは、米国SugarCRM社が開発した、世界で も高機能なオープンソースCRMソフトです。
Asteriskとは、米国のデジウム社が開発したオープンソースのIP-PBXのソフトウェアです。
無料のオープンソフトウェアであるSugarCRMとAsteriskに「接客ナビ」を組み合わせることで、今までに
ない低コストで高機能なCRMシステムが構築可能になりました。

保険代理店システム

配達ナビ

「接客ナビ」 + SugarCRM + Asterisk

デマンド交通システム

通信販売管理システム
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コールセンターでのサポート業務に必要な、1件の顧客で複数の案件を管理できる機能をもった、お
得なパッケージです。
CTIシステム「接客ナビ」と連動し、お問い合せの電話で(担当者名、入電時刻、通話時間等)を自動
記録できる機能、メールの取り込み機能を生かして複数の担当者で未処理のサポート案件を管理
する機能、お問合わせのキーワードで回答を検索するFAQ機能、履歴データを集計するためのデー
タ出力機能等、コールセンターでのサポート業務を強力にバックアップします。

サポート管理システム

オフィスで必要とされる業務をパッケージ化し、低コストで提供。お客様の基本データ(企業と個人客
の混在可)、自由設計ページ、添付ファイル、対応情報、地図情報、電話履歴を一括管理できます。
WordやExcelなど他のファイルとの連携機能、「弥生販売」等の他の業務ソフトの元帳や売上入力へ
ジャンプするリンク機能、OutLook　Express(メーラー)からメールを対応情報にドラッグ&ドロップでき
る機能、オプションですが、各業種に特化した内容を自由設計できる仕組み。 (自由設計機能)

顧客管理システム「おふぃすれでぃ」



業　　種 導入タイプ 導入後の改善点

食品卸業
MVP（IVR）

８ 回線

音声録音とロボット機能（ＩＶＲ：自動応答）をフルに生かした受注システムの事例。受注担当は受注業務に専念し、入力担当スタッフが高
速再生で受注内容を入力。分業化することで受注時間とコストを削減。念願だった接客のレベルも上がり、ロボット機能（ＩＶＲ）を利用して
の24時間受注もできるので売上げアップに貢献しています。

生活業務代行
サポート業

MVP 
４回線

共働き家庭や老夫婦家庭などの生活の雑務の代行業。お客様が求めている内容の聞き取りと夜間の受付に苦慮していましたが、「接客
ナビ」の録音機能によりこれを解決。通話音声の再生で、お客様の要望の聞き漏らしを防ぎます。夜間はロボット機能（ＩＶＲ）を利用して、
その日の担当者の携帯に自動転送できるので、夜間の対応まで可能となりました。今ではお客様の信頼を得ることに成功しています。

コンサルティング
会社

MV
４回線

コンサルティング会社A社では、メインのコンサルタントがよく出張する為、お客様からの相談の電話を若い担当者が受けて伝言メモを残し
ていましたが、伝言が上手く伝わらずお客様に迷惑をかけることがありました。「接客ナビ」導入後は音声録音機能を活用し、若い担当者
で対応できなかった相談内容を、後日メインのコンサルタントが直接聞いて対応。その結果、コンサル内容の引継ぎが上手くいくようになり
的確な提案ができるようになりました。

総合警備業
MVP

１０回線
ﾛﾎﾞｯﾄ機能

「接客ナビ」導入前は各警備員の出勤・退勤連絡を多数のオペレーターが電話対応していましたが、導入後は「接客ナビ」のロボット機能
を活用し人件費の大幅な削減と効率化に貢献しました。また、別途入力が必要だった出勤簿データについても蓄積された勤怠データを給
与計算ソフトへ取り込む事で、更に効率アップさせることができます。

飲食店(うなぎ屋)
MV

４回線

今までは既存のお客様から電話が入ったら伝票を手書きしていました。配達員は毎回地図でお届け先を確認し配達していたので、時間的
に効率がよくありませんでした。
導入後は電話が入ったら「接客ナビ」と連動した受注画面が自動でポップアップ。注文の入力を済ませたら納品書を印刷して配達員に渡
せばスムーズな配達が可能。お届け先がわからない場合は予め地図を表示し調べる事で簡単に場所の確認ができます。

ガス器具の修理
会社

MV
４回線

ガス器具の修理会社A社では、お客様からの電話を事務員がサービスマンへ伝えていましたが、正確に伝わらない場合があり再度お客
様へ聞くなど効率がよくありませんでした。
「接客ナビ」のこえめ～るを活用することにより、お客様の声をそのまま伝えることができ、メールの送信も早くて簡単で効率アップにつな
がりました。

IP電話活用
システム

(保険代理店
での例)

MV
８回線

現在の事務所では対応できない電話が入った場合、他の事務所の対応できる担当者へ連絡後、その担当者からお客様へ電話していた
ので、効率が悪く対応が遅くなっていました。
IP電話と「接客ナビ」の顧客転送機能を活用し、全国レベルでのコールセンターの一元化ができました（有能な人材の共有化）。また、VPN
上でIP電話を使用しLANも固定料金にできました。

訪問型生活
サービス業

IVR機能
活用例

お客様の自宅へ出向いて清掃などのサービスを提供する訪問型生活サービス業 A社では、会社に来ないで直接お客様宅へ訪問するサー
ビスマンの出退勤管理を携帯電話で行なっていました。
サービスマンが携帯からかけてきた電話には、本部のスタッフが出て対応していたのですが、サービスマンが一斉に業務を開始する時間
帯と、帰りの時間帯に電話が集中し、本部スタッフが本来行なわなければならない作業に支障が出ていました。
そこで、「接客ナビ」導入により、サービスマンからので電話を、IVR（電話自動応答）機能が自動的に処理するようにしました。本部スタッフ
は本来行なわなければならない作業に集中することができ、また年配の方も多いサービスマンも、普段から使っている電話の操作なら簡
単に覚えることができました。

カスタマーサポート
センター

１６回線L
フル

カスタマイズ

大手ソフトウェアメーカーのカスタマーサポートセンターでは、コールセンターシステムのリプレイス時期を向かえていました。新コールセン
ターシステムへの要望としては、全通話録音機能、内線機能、転送機能、ACD(着信呼自動分配)機能、自動応答スクリプトの時間連動切
替機能、外線発信機能など、時代に合わせたコールセンター機能への正当進化、サポート用FAQデータベースの高速な検索機能、などが
ありました。
弊社は「接客ナビLシリーズ」をベースに、これら要望を満たすようにコールセンターシステムをフルカスタマイズしました。 これらすべての
コールセンター機能はアンソネット製CTIコントローラを使用して構築しています。
コールセンター機能とシームレスに連動するアンソネット製「サポート管理システム」を、大手ソフトウェアメーカーが持つ膨大量なFAQデー
タベースを管理できるようにカスタマイズ。高速なFAQデータベースの全文検索（フルテキストサーチ）を可能にしている他、オペレータの
状態（電話対応可能、サポート対応中、サポート後処理中、離席中など）をACD(着信呼自動分配)機能、LAN内メッセージング機能と連動
させるなど、導入前の要望を高いレベルで実現しています。
また、ハードウェア、ソフトウェアすべてがアンソネット自社製品のため、導入直前の仕様変更等にも素早く対応することができ、旧システ
ムから新システムへの移行がスムーズに行なわれました。

オンライン
サービス業 IVR機能

インターネット上で会員限定型のオンラインサービスを提供しているA社は、従来はユーザー認証にIDとパスワードという一般的な手法を
使っていました。そこで、より確実で安全性が高く、お客様への負担がかからない認証方法を求め、お客様からの電話着信によるユーザー
認証システムの構築をしました。番号通知によるユーザー認証により、お客様に長いパスワードを覚えてもらうなどの負担をかけずにセキュ
リティを強化することが可能になりました。また、ユーザー認証以外に、 「接客ナビ」をお客様サポート用の通常のコールセンター業務にも
活用することで、費用対効果を高めることができました。

東証一部
メーカー

MVP（IVR）
２８ 回線

コールセンターとお客様相談室へ導入。既存のAS400画面と「接客ナビ」画面を２画面ｵﾌﾟｼｮﾝで表示し、これまでのシステムを生かしつつ
お客様への対応履歴を「接客ナビ」で確認するため、お客様への対応力がアップしました。電話がなると同時に必要な情報が把握できる
ので、オペレータの精神的負担の軽減に貢献しています。また、通話モニターオプションにより管理者が新人オペレータの会話を聞くこと
で、トラブルのフォローやスキルアップに役立てています。

保 険 代 理 店
MV

８回線

顧客番号を入力して顧客データと保険契約内容を顧客管理のシステムから検索していましたが、「接客ナビ」と連携させることで、電話が
かかるとすぐに個別の保険契約データが引き出せます。また、本店にかかってきた電話を支店にいる担当者へIPで繋がっている内線電話
で転送し、同時にお客様情報の画面を支店の担当へ画面転送します。IP電話で本･支店間を結ぶことで企業全体のお客様対応力が向上
し、お客様の信頼を得ることができました。

社会福祉施設
関連サービス業

MVP（IVR)
２４回線

支店の増加に伴い、コールセンターを新設。外部との連絡網システムとして音声録機能と「こえめーる」を 大限に活用しています。かかっ
てきた電話に対し、正確な判断をするためにお客様との会話をそのまま外出中の担当者の携帯に「こえめーる」で送ります。内容を十分
把握して客先へ訪問することが可能となりました。メールなので運転中や商談中の邪魔にならないと好評です。

ビルメンテナンス
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ企業

MV
８ 回線

500以上のビルの管理を請負、テナントからの依頼等を２４時間体制で受付。クレームや依頼といった大切な会話を「接客ナビ」が全て録
音。再生すれば何度でも再確認が可能なため、適切で迅速な対応に効果をあげています。ダイヤルインオプションで他社の業務も代行す
ることにより更に収益を上げています。

「接客ナビ」の導入事例　　　すでに２００社以上の企業様で稼動中です

導入事例
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・導入時に、訪問指導サービスを行います。
・指導後でも困った時、操作がわからなくなったときなどの疑問に的確にお答えします。(お電話・どこDEMO)
　※「どこDEMO」とは、インターネットを介しオンラインでデモを行います。
　お客様のPCと担当者のPCを接続し共有することで、担当者のPC画面をお客様のPC画面でご覧になることができる、お電話で担当者
　の詳しい説明を聞きながら、画面で実際の操作を見ることができます。また、お客様が直接操作することも可能です。
　CTIは実際に使ってみないと使い方がわからないものなので、このオンラインデモを活用し、実環境での動作をご覧になっていただくと
　CTIの使用感がより良く理解いただけます。

ｅ－ｍａｉｌ　：
ホームページ　：
CTI専門ęĐﾄ　：

ｉｎｆｏ＠ａｎｔｈｎｅｔ．ｃｏ．ｊｐ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｔｈｎｅｔ．ｃｏ．ｊｐ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｔｈｎｅｔ．ｃｏ．ｊｐ／ｃｔｉ

本社：〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目10-12 IONビル4F
TEL (092)725-5600　FAX (092)724-1454

営業本部：〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル6F
TEL (03)5566-5601　FAX (03)5566-5602

株式会社　アンソネット
販売代理店：

万全のサポートサービス

Mシリーズのタイプ別機能一覧

CTIサーバー用 Windows 2000 Professional / Windows XP  Professional / Windows 2000 Server / Windows Server 2003 

クライアント用 Windows 2000 Professional / Windows XP / Windows Vista

CTIサーバー用 128MB以上(※1GB以上推奨)

メモリ

クライアント用 128MB以上(※512MB以上推奨)

CTIサーバー用 100MB以上(※録音可能時間により変わります)

HDD

クライアント用 500MB以上

対応OS

「接客ナビ」シリーズの動作環境

電話
ロボット
(IVR)

こえめ～る

通話

モニター

部署毎に違う代表電話をもったり、ダイヤルインサービスを利用して複数の業務対応のできるコー
ルセンターを作るときに使用します。

ダイヤルイン

通話録音音声をメールで定額料金制の携帯に送れます。

留守録/ロボット代理応答/転送/自動受注 等の機能追加ができます。

全国約3800万件の電話帳データ連携、住所・郵便番号・氏名・電話番号を取得します。
全国電子

電話帳

手組みのシステムとの連携、連携ソフト開発及び技術開示、市販ソフトとの連携を行います。
（PCA商魂・商管とのリンクソフトは基本パッケージに含まれております。）

リンクソフト

連携したソフトの電話番号・顧客データ等を辞書マスタに更新します。（ PCA商魂・商管のデータ
取得更新は基本パッケージに含まれております。）

連携ﾃﾞｰﾀ取得

更新

着信時にお客様名を読み上げます。音声呼出

１台のパソコンにディスプレイを２台又は３台接続できます。オフコンシステムが混在するときに
使用します。

２画面表示

市販のFAX機と組み合わせて、受信FAXをPDFファイルに変換し、検索・表示できます。FAX受信

管理者は特定のオペレータの会話をパソコンでモニターできます。

音

声

活

用

電話が鳴ると同時に過去の履歴を表示します。連動履歴表示

対応者の自動セットおよびリンクソフトへの自動ジャンプを行います。
PC－受話器

連結

※１：地図ソフトはシステムに含まれておりません。
　　　　 各クライアントに地図ソフト ゼンリンＺシリーズ、ＭａｐＦａｎ
　　　　 シリーズをセットアップしていただくと連携できます。
※２：一部機能に制限があります

　×：使用不可
　△：オプション対応（制限事項あり）
　〇：オプション対応
　●：標準

オプション概要

タイプ MX タイプ MV タイプ MVP タイプ ＭＶＺ

全てのＰＢＸと接続できる
タイプの基本形 通話録音ができるタイプ

通話録音とＩＶＲができる
タイプ

ＩＶＲで対応後、内線転送が
可能（内線ﾎﾞｰﾄﾞ使用）

4～30ch（4ｃｈ単位）

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

× ●　（回線から録音） ●　（回線から録音） ●　(回線から録音)

× ● ● ●

× ○ ○ ○

× × ● ●

× × ● ●

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

△ 対応機種 △ 対応機種 △ 対応機種 △ 対応機種

○ （※２） ○ （※２） ○ （※２） ○ （※２）

○ ○ ○ ●

PC-受話器連動

伝言メモ機能

ターミナルサービス対応

エリア／IPキャリア表示　　.

発着信データ分析

FAX受信

電話ロボット(IVR)

リンクソフト

連携データ取得更新

通話モニター

ﾀﾞｲｱﾙｲﾝ番号取得

発信機能

音声呼出

データ出力（ＣＳＶ）

対応者指示（ｿﾌﾄACD）

録音
活用

メッセージ/メール送信

発信規制(簡易版)

着信待受け

担当呼出し

発信アラーム

こえナビマーカー

在席表示

長時間通話録音・再生

M シリーズ

INS64・INS1500・アナログ・IP電話混在可  （ＩＰ電話はアダプタを介してアナログ変換）回線種別（外線）

全てのビジネスフォン・ＰＢＸと接続可能です

4～60ch（4ｃｈ単位で増設、INS1500は 大で47ｃｈ）

機能　＼　タイプ 

履歴表示モード／通話中表示モード／固定表示モード／小窓表示モード
（履歴表示ﾓｰﾄﾞでの絞り込み機能：全履歴、全着信履歴、全発信履歴、担当別対応履歴、担当別宛先履歴）

地図連携機能(※1)

外線増設単位(アナログ換算)

ビジネスフォン・PBXとの接続

説　明

画面ｶｽﾀﾏｲｽﾞ機能

グルーピング

2画面表示

こえめ～る

IVRｽｹｰｼﾞｭｰﾙ機能　　.

全国電話帳連携

対象席数 ～６０席程度

オ
プ

シ

ョ
ン

着信お待たせ機能

表示モード

受話器を上げる前に情報表示

担
当

者

間

連

携

機
能

顧客別発着信履歴表示

画面転送

※Mシリーズ以外のタイプ別機能一覧は別紙参照
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