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テレフォニーマスター

マルチコンタクトセンターソリューション
®

「指の静脈パターン」を利用した生体認証技術で、高いセキュリティを実現する入退管理システムです。
●表面から認識できない指静脈パターンを照合するため、偽造が困難です。
●端末装置に、日立独自の生体個人認証技術を採用しました。
●指を非接触センサーにかざすだけの簡単操作です。
●1扉から最大256扉まで一括管理、拡張性のある入退管理システムの構築が可能です。

関連製品のご紹介

個人情報や機密情報を扱うコンタクトセンターの入退管理・セキュリティ強化に

総合受注管理システム　GIFTMASTER ギフトマスター

指静脈入退管理システム　SecuaVeinAttestor セキュアベインアテスター

通信販売業向け連携ソフト
●顧客情報を一元管理しているので、スタッフ間で過去情報を
　共有でき、お客様への接客レベルを向上させることが出来ます。
●銘店様／店舗様が必要とするオンライン注文・TEL／FAX注文・対面販売に
　必要な管理機能をサポートしています。
　また、配送追跡システムとの連携も可能です。オールインワン
　パッケージだからできる業務効率の改善と経費削減を実現いたします。

設備・資産管理システム　SmartFAM スマートファム
施設・設備の見える化を実現
●設備・資産の情報を施設構成にあわせて階層状に管理できます。また、ロケーション管理で設置場所も把握
　できます。
●点検スケジュールの立案、作業状況の管理、故障履歴の管理により、継続的かつ効率的な設備維持管理を
　支援します。

お客様相談センター支援システム　CRMeister シーアールマイスター
お客様の声を共有・活用し、迅速な対応を実現するシステム
●お客様相談センターに必要な各種機能 (受付機能、FAQなどの検索機能、過去受付情報、対応別受付
　一覧など) をコンパクトに纏めたパッケージです。
●イントラネット構成を利用することにより、お客様相談センターへ集約されたお客様情報や申し出情報　
　などを関連部署全員で共有することができ、お客様の声を活かした業務改善やサービス提供に繋げます。
●権限によるアクセス管理、アクセスログ、ＤＢ更新履歴によるセキュリティ管理、個人情報の暗号化など、　
　堅牢な情報管理を実施しています。個人情報は暗号化しているので、内容を確認するには復号処理が
　必要となります。
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テレフォニーマスター

お客さまの声を届ける架け橋に

安心と信頼の国内製コンタクトセンターシステム

アウトバウンドアウトバウンド

セキュリティセキュリティ

プレディクティブ（予測発信）
プログレッシブ（自動発信）
プレビュー（予告発信）
パワー（強制発信）

指静脈入退管理
PCログオン管理

インバウンド
（IPテレフォニー）
インバウンド

（IPテレフォニー）
PBX＊1機能
ACD＊2機能
IVR＊3機能
通話録音機能 オペレーションオペレーション

センター運営管理
座席状況管理

PPM＊4（人員配置計画）

●コンタクトセンターソリューション範囲例

問い合わせ・資料請求・相談
商品情報

需給に反映

エンドユーザー

コンタクトセンター

インバウンド業務 アウトバウンド業務

営業/サービス
部門

商品企画
部門

フロントオフィス業務
マルチチャネルアクセス
電話/Web/Mail

データ連携

データ共有

製造部門

商品商品 生産計画生産計画 部材在庫部材在庫 製品在庫製品在庫 部材在庫部材在庫 発送先発送先

物流部門 バックオフィス業務

CTI＊5ソリューション

CRM＊6

FAQ＊7 VOC＊8
IPテレフォニー
サーバー

オペレータ
CTIプラットフォーム

ヘルプデスク お客さま相談室 テレマーケティング

受注センター

オペレータ

保守サポート 料金督促 付加価値創造型
サービス・製品提供

ターゲットセグメント向け
製品ラインナップ提供

マーケティング
部門

商品案内・督促

需要開拓

TELEPHONYMASTER（IPテレフォニーサーバー）

製品概要

＊1　PBX：Private Branch Exchange
＊2　ACD：Automatic Call Distributor
＊3　IVR：Interactive Voice Response

＊4　PPM： Performance Portfolio Management
＊5　CTI：Computer Telephony Integration
＊6　CRM：Customer Relationship Management

＊7　FAQ：Frequently Asked Questions
＊8　VOC：Voice of Customer

IPテレフォニーサーバー「TELEPHONYMASTER」シリーズは、PBX（電話交換機）機能を内蔵した、自社開発の低
コスト・高機能CTI用サーバーです。

公衆回線

お客さま

TELEPHONYMASTERの特長

一般的なコンタクトセンター例 「TELEPHONYMASTER」を
導入したコンタクトセンター

・PBX
・CTIサーバー
・通話録音
・IVRなどの機能を内蔵

PBX
TELEPHONYMASTER

CTIサーバーCTIサーバー

IVR
データベース
サーバー

データベース
サーバー

通話録音装置
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・音声処理ボードが不要であるため、1Uのサーバで構築可能です。
・高価な音声処理ボードが不要な分、より低価格で提供可能となり
ました。

・必要な機能をソフトウェアで実現する事により、小規模から中規模ユーザ
まで、お客様のニーズに合ったコールセンターの構築・拡張が可能です。

・サーバの冗長化により、信頼性の向上も図れます。
・SaaSでの提供も可能です。

※適用回線は1～46回線 （バックアップ機搭載）まで
　のラック搭載例です。
　●（M）が通常運用サーバ
　●（B）がバックアップサーバ

・外線のIP通信網対応により、IP時代にふさわしいコールセンターの構築が
できます。
※公衆回線網（アナログ、INS64、INS1500回線）も使用可能です。

・レイアウト変更、席替え等が配線を意識せずに行えます。

50席(46回線)規模ならハーフラックに
収まる省スペース設計です。

省スペース
低　価　格

I P 対 応

柔 軟 性
拡 張 性

特長

ラック搭載図（標準構成）

コンソールユニット

キーボードマウス収納ユニット

VoIP-GW① VoIP-GW②

HUB

TELEPHONYMASTER（M）

TELEPHONYMASTER（B）

UPS



インバウンド（テレフォニーマスター）
TELEPHONYMASTER
インバウンド業務とは
インバウンドは、お客さまからの電話を受ける受信業務のことです。インバウンドでは、CTIシステムなどを活用し
お客さま情報・商品データベースなどを参照しながら、問い合わせや資料請求、受注入力や相談受付などを行
います。

アウトバウンド業務とは

TELEPHONYMASTERのインバウンド機能

●ACD機能（オペレータに均等着信、優先着信、
オペレータスキルに合わせた着信など） 

●ナンバーディスプレイ対応 
●コールバック 
●回線保留 
●ポップアップ画面表示 

●ActiveX®対応
●通話録音
●通話・画面同時転送 
●データベース連携（ORACLE®など） 
●音声応答機能（IVR）/IVRフロージェネレータ
●アウトバウンド（TELEPHONYMASTER/DialerⅡ）

TELEPHONYMASTERの特長

●ＰＢＸ、ＣＴＩ、通話録音、ＩＶＲなどの機能をオールインワン化し、場所をとらない省スペース設計です。
●内線をＶｏＩＰ＊化することにより、サーバー機器をデータセンターに設置するなど、多彩な配置が可能です。
●機器を二重化・クラスター構成にすることにより、信頼性を高めることが可能です。
●サーバーは５年、７年、１０年のロングライフサポートモデルを選択できます。

TELEPHONYMASTERのアウトバウンド機能

＊  ＶｏＩＰ：Voice over Internet Protocol

アウトバウンド（テレフォニーマスター/ダイアラーツー）
TELEPHONYMASTER/DialerⅡ

アウトバウンドは、コンタクトセンターからお客さまに発信する業務で、主にテレマーケティング、督促などに用いら
れます。TELEPHONYMASTER/DialerⅡは、弊社が15年来の実績を元に開発した、「一歩進んだ」アウトバウ
ンドパッケージ製品です。キャンペーン管理・コールリスト作成・電話戦略設定からモニタリング・レポートまでア
ウトバウンド基本業務を効率的に行えます。

●規模や用途に応じて、プレディクティブ/プログレッシブ/プレビュー /パワーダイアルの各ダイアリング手法を
選択することができます。これにより、通話件数や作業効率が飛躍的に増大します。

●電話応答認識機能により、話中・無応答・応答を識別することで、通話中などの架電失敗による業務時間の損
失を大幅に低減できます。

●お客さまが電話を受けられる最適な時間に通話することにより、顧客満足度の維持が図れます。
●支払案内、テレマーケティング用のテンプレートを活用することによって、ミニマムコストでのアウトバンド業務立ち上

げが可能です。

オペレータ

TELEPHONY
MASTER/DialerⅡ

（アウトバウンドサーバー）

TELEPHONY
MASTER

プレディクティブ
プログレッシブ
プレビュー 
パワーダイアル

発信

お客さま

発信方式の特長

標準機能 オプション機能

LAN

TELEPHONYMASTER ハードフォン

オペレータ

ソフトフォン＋
ヘッドセット

●ＰＢＸ、ＡＣＤ
●通話録音
●音声応答（ＩＶＲ）

公衆網

ＩＰ通信網

公衆網

ＩＰ通信網

公衆網

ＩＰ通信網

公衆網

ＩＰ通信網

プレビュー・ダイアリング（Preview Dialing）： 予告発信

電話をかける前に、次に呼び出すお客さまの情報や電話番号をオペレータの画面に表示します。
オペレータは、お客さま情報を確認のうえ発信キーを押すと自動的に電話番号がダイヤルされます。

プログレッシブ・ダイアリング（Progressive Dialing）： 自動発信

空きオペレータが発生した場合、キャンペーンリストから次の呼び出し顧客に自動的に電話を発信します。
顧客につながったにもかかわらずオペレータが対応できない「放棄コール」を抑止する発信方法です。（空きオペ
レータがいない場合は、電話発信を行いません。）

プレディクティブ・ダイアリング（Predictive Dialing）： 予測発信

オペレータの空き時間を予測してアウトバウンドシステムが自動発信します。
話中・無応答を識別し、電話口に先方が出た場合のみ空きオペレータに振り分けます。
通話時間、登録時間、応答率により、オペレータが最大限の効率を発揮できる発呼ペースや発信率を最適に調整します。

支払案内用テンプレート

テレマーケティング用テンプレート

キャンペーンモニタ

テレフォニーマスター
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着信

基本機能 拡張機能

お客さま

アプリケーション連携
豊富な業務アプリケーションの構築実績で、コンタクトセンターの運用を支援します。

●お客さま相談センターや宅配受付支援などの構築実績がご
ざいます。

●開発ツール（ActiveX）の提供やHTTP連携、TCPソケット
連携により、お客さま自身による開発も可能です。

●「お客さま相談センター支援システムCRMeister」や、
SugarCRM®、Microsoft Dynamics® CRMなどのCRM
パッケージや、各種業務システムとの連携も可能です。

●会話の音声認識、SPSS®などのテキストマイニングや分析
ソフトウェア、ＦＡＱシステムなどとの連携でＶOCソリュー
ションをトータルでサポートします。

SPSS画面例

CRMeister画面例

オールインワン！



音声応答装置
TELEPHONYMASTER/ＩＶＲ

●コンタクトセンターの一次応答や情報提供サービスとして利
用することで、オペレータ対応作業の低減や電話回線の有効
利用が図れます。

●24時間365日の対応が可能です。
●音声合成編集ソフト『美音工房　奏』と連動させることで、マス

ターデータと連動させたダイナミックな音声応答システムの構
築も可能です。

●音声認識との連携も可能です。

ＩＶＲフロージェネレータ
TELEPHONYMASTER/ＩＶＲ-Ｆ

●マウス操作でＩＶＲオブジェクトを配置し、接続するだけで応答フローが作
成できます。

●プロパティに再生ファイル名や分岐条件など属性情報を設定できます。
●スクリプトファイルでDBにアクセスして動的なフロー制御もできます。
●PCのスピーカやヘッドフォンで応答音声を聞きながらチェックできます。
●フロー確認時、検証済み箇所は色が変わるので、視覚的に判断でき、確認

漏れを防ぐことができます。

Sweet Series
Sweet PPM＊１

コンタクトセンターの最重要リソースであるエージェントの
パフォーマンスに基づき人員配置を行うマネージメントソフトウェア

Sweet Seriesは、インフラを統合して最大効果を求めるコンタクトセンター
マネージメントシステムです

コンタクトセンターの一次切り分けや音声での無人応答に役立ちます。

より自然な肉声感に近いアナウンス音声が作成できます。

●過去の呼量実績/AHT＊2及びエージェントの実績から将来の
　業務量を予測エンジンを利用して計算します。
●業務に応じたROI＊3 パフォーマンス目標を設定します。
●利用するROIの優先度と％を設定します。
●エージェントのパフォーマンスを考慮して人員計画を作成します。
　考慮できるROIパフォーマンス
　　・生産効率　→　コスト(人件費)削減
　　・品質効率　→　対応品質の向上
　　・成果効率　→　販売実績の拡大

Sweet Series
Sweet Seat Manager
座席シート割振り機能
●ＳwｅｅｔPPMで作成したオペレータのスケジュールに
　基づき座席を自動作成します。
●時刻と連携した座席を表示、着席状況も表示可能です。
●TELEPHONYMASTERとリアル連携して、着信状況
　(応答時間とステータス)をリアル表示します。
●座席表から音声モニタリング、スキル変更も可能です。
（オプションが必要）

Sweet Series
Sweet Q
「ダイナミックマネジメント」というコンセプトをもとに、
リアルタイム対応を実現するソリューション
Sweet Seriesの各種統計及びPBX/CTI情報をリアルタイムに
把握し、 必要な対応措置を実施するダイナミックマネジメントの
ためのアプリケーションです。Sweet Qにより今まで時間が掛っ
ていた現状把握、判断、指示といったプロセスが短縮され、 
効率的なセンター運営が実現できます。 

主な機能 　
・リアルタイムキューステータス確認
・リアルタイム座席ステータス確認 
・呼量等のリアルタイムデータ確認 
・担当者への指示メール送付
・座席ステータス画面からの音声モニタリング
・スキルチェンジ

‘91273645’‘12345’
‘****’

問合せ番号を
入力してください。

会員コードと
パスワードを

入力してください。

サービス確認は“1”
残高照会は“2”

を入力してください。
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＊１： Performance Portfolio Management　＊2： Average Handle Time
＊3： Return On Investment 

※Sweet Seriesは、P&Wソリューションズ株式会社の登録商標です。

テレフォニーマスター

拡張機能 関連製品のご紹介

IVRの音声アナウンス作成に

高品位合成音声編集ソフトウェア
美音工房 奏（びおんこうぼう かなで）

●従来、アナウンサーによるスタジオ録音で作成していた音声
データを、パソコンで簡単に作成・編集できます。

●発音のチューニング
　文の発音をひらがなで表記し、フレーズごとに声の高さや速さ、

アクセントなどを調整できます。発音記号を直接修正することも
できます。　

より自然な肉声感に近いアナウンス音声が作成できます。


