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多彩な機能

システム構成例

動作環境
IP-PBX／ACD

IVR（自動音声応答）

マルチチャネル

レコーダー

コールバック受付

WFM

アウトバウンド

顧客満足度調査

レポーティング

管理機能

サーバ

仮想基盤

クライアントPC

グループ着信、ACD着信、
スキルベースルーティング、発信

一次振分け、データベース参照・更新など

音声、メール、FAX、チャットなど

通話音声の録音及びメール、FAX等の
送受信記録、スクリーンキャプチャ

混雑時のコールバック受付機能

オペレータシフト作成／管理

プレディクティブからエージェントレスまで
多彩なダイヤリングモード

IVRによるアンケート収集機能

リアルタイムレポート、ヒストリカルレポート

シートマップ、ウォールボード

Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1

Hyper-V（Host:Windows Server 2012R2, 
　　　　　　　　　　　　　　   2012, 2008R2）
VMWare ESX5.x & 4.1

Microsoft Windows 8.1（32bit & 64bit）
Microsoft Windows 8（32bit & 64bit）
Microsoft Windows 7 SP1（32bit & 64bit）

※Ji-PhoneはInteractive Intel l igence Inc.社のCIC(Customer Interaction 
Center®)をベースに構築・ご提供するものです。

※規模によりサーバ構成は異なります。
※ドメインコントローラは必須となります。

公衆網

WAN

SIPゲートウェイ

SIPゲートウェイ
メディアサーバ

●CICサーバ
●メディアサーバ
●データベース など

スーパーバイザー オフィスユーザーオペレーター

スーパーバイザー オペレーター

オペレーター

Active Directory メールサーバ

お客様既存システム

●お問い合せは ●取り扱い商品

オールインワン コールセンターソリューション

マルチベンダー・システムによる“煩雑さ・複雑さ”を解決！
先端コンタクトセンターに必要な多彩な機能を網羅した
将来性・拡張性を兼ね備えたIPプラットフォーム・ソリューション

音声応答装置システム／IVR

お客様からの1本の電話をチャンス
に変える。多様なフローに対応し、
日常業務をスムーズにするIVR。

ワークフォース最適化ソリューション

コンタクトセンターの業務最適化を図
り、パフォーマンス向上を実現します。

Verint®

WFO
Workforce Optimizat ion

PBX ACD CTI
ゲートウェイ

ダイヤラー 通録システムFAXサーバ

E-Mail管理

ボイスメール

WFM

Web
インタラクション

チャット

IVR

JALインフォテック

独自の

高いノウハウ

〒108-0023
東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワー N 12F
ソリューション・サービス事業本部 コールセンターソリューション部
TEL.03-5445-7091
e-mail　cc-solution@jalinfotec.co.jp
Homepage　https://www.jalinfotec.co.jp/



すべてJi-Phoneで解決します。
コンタクトセンターシステムが複雑化していて
課題となっています。シンプルなシステムはありますか？Q1

A

A

A

Q2

Q3

コールセンターシステムを様々な製品で組み合わせることは、非常

に贅沢な方式です。障害起因箇所も増え、運用維持コストも余計に

かかります。Ji-Phoneはオールインワン製品となっていますので、

コールセンターで使用する様々な機能が網羅されています。検証済

みの一貫した製品構成のため、低コスト・短期間でのシステム構築が

可能です。また、システム変更の内製化やユーザー管理の簡素化も

可能です。

今までベンダーなど技術者頼りになっていたコールフローの変更なども、簡
単なユーザーインターフェースにより
内製化が可能です。突発的な運用変
更に対応でき、運用維持コストの削減
に効果を発揮します。

●コールルーティング設定
●時間外・遅延アナウンス設定
●スケジュール設定
●データベース参照設定　など

オールインワン製品が
コストの削減・
臨機応変な対応を実現！ 

コールフロー変更もGUIベースの設定で
手軽にできます！

お客様の声など、コンタクトセンターの応対品質を測る
手段はありますか？

コールセンターはお客様との大切な窓口（接

点）です。継続的な応対品質の向上は、コール

センターの顧客満足度の向上、企業価値の向

上に繋がります。

フィードバック機能を使い、オペレーター応対直後の
お客様をアンケート機能に誘導し、会話直後の新鮮
なお客様の声を数値化して管理者に表示します。

通話録音機能との組合せによりお客様と
オペレーターの通話内容とアンケート結
果を一貫した結果として関連付けて参照
できます。問題点を速やかに発見でき、
応対品質の向上に繋げていくことが可能
です。

●アンケート作成
●音源設定
●アンケート結果一覧表示
●アンケート結果表示　など

お客様アンケート収集機能で
顧客満足度をリアルタイムで
フィードバック！

お客様の声をスムーズに収集し、管理可能です！

災害などへの備えとして
コンタクトセンターのBCP対策は可能ですか？

マルチサイトやバックアップサイトを構築することにより、災害時や
サイト間業務量の分散、オペレーターの準備が困難な場合にも迅速
な対応が可能となります。また、マルチサイト化した場合においても
一元的に管理業務を行うことができるほか、システムの増移設に際
しても比較的容易に迅速な対応が可能です。

IPプラットフォームによる
バックアップサイト・マルチサイト
の構築を容易に実現！

局線やサーバ類も含
めたマルチサイト側
への機器構成も、電
話機のみ他サイトへ
構築することも可能
です。

マルチサイト構成例

お客様

福岡 大阪

東京

公衆網

ＷＡＮ

運用継続！

×

×

停止

Ji-Phoneは、コールセンターに必要となるACD機能を有したIPプラットフォームのソリューション
で、マルチチャネル・マルチサイト・ディザスタリカバリ対応などの実現が可能です。また、オープン
プラットフォームの採用により専用のハードウェアは不要です。CSやESの向上に貢献する機能も
多く用意されています。さらに、柔軟な拡張性も兼ね備え、増移設対応も迅速に実現可能です。

オペレーター用
アプリケーション

管理者用
アプリケーション

オペレーター状況レポートやキュー状況レポートなど、数十種類以上の標
準レポートを提供します。また、様々な形式でデータのエクスポートが可能
なため、コールセンター運営分析に効果を発揮します。

豊富なヒストリカルレポート

JALインフォテックがこれまでに経験してきた、様々な業界のコールセ
ンター構築や運営実績によるノウハウを、Ji -Phone構築と共にご提供
します。

JALインフォテックのノウハウのご提供

音声、FAX、Eメール、オンラインチャットまで、様々なお客様とのコンタ
クトチャネルに対して一貫した対応が実現可能です。また、すべてのチャ
ネルのモニタリングとレポーティングにより、継続した応対品質改善が可
能です。

マルチチャネル対応
プログラミングや特別なITスキルを必要としない、GUIベースのフロー作
成ツールを提供します。パラメータ設定を行うだけで、簡単にコールフロ
ーを作成できます。自動メニュー振り分けや、IVRを伴うコールフローなど
にも迅速に対応可能です。

GUIベースで簡単なコールフロー設定ツール

コールセンターシステムを提供しているベンダーは数多く存在します。マ
ルチベンダーによるコールセンターの場合、システムの複雑化とカスタマ
イズ費用の増大は避けられません。Ji-Phoneのユーザーは設定・管理は
もちろん、メンテナンスまでもシングルベンダーで行うことができ、高い生
産性とコスト削減を実現します。

オールインワンプラットフォームの利点
高額な音声処理ボードなどの専用のハードウェアを必要としません。複数
の障害ポイントを排除すると共に、ディザスタリカバリやロケーションに依
存しないマルチサイト構成にも柔軟に対応可能です。必要に応じてライセ
ンスを追加することで、業務ニーズの拡大にも容易に対応します。

最適なスタイルにカスタマイズ
必要な画面構成に自由にカスタマイズすることができます。電話
操作ボタン類も表示・非表示設定が可能です。

マウスによる簡単なコール操作
転送や会議通話などの操作もドラッグ＆ドロップ操作で簡単に操
作が可能です。

プレゼンス管理、電話帳共有
他ユーザーのプレゼンス表示、共有電話帳の利用などが可能です。

モニタリング、コーチング機能
他ユーザーの通話内容をモニタリング、コーチングすることがで
きます。

運用にあわせたステータス変更
ユーザーのステータス（後処理、離席など）は、お客様の運用に
あわせて作成することが可能です。

見やすいリアルタイムレポート
コールセンターのリアルタイム状況を様々な視点から確認する
ことができます。

閾値によるアラート機能作
予め設定した閾値を超えた場合に自動的にアラート通知を行う
ことができます。

メッセージ送信機能
スーパーバイザーから各ユーザに周知事項などのメッセージを
送信することができます。

多彩なヒストリカルレポート
コールセンターのパフォーマンス分析に必要な様々なレポート
が標準で搭載されています。

拡張性に優れたオールソフトウェア・アーキテクチャ

特長


