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コールセンター/CRM

デモ&コンファレンス 2019 in 大阪

2019年 5月29日 水・5月30日 木
マイドームおおさか 3F 大阪商工会議所

実践研修講座

（展示会受付開始 9：30〜）

5 月28 日 火 〜30 日 木

https://www.callcenter-japan.com/osaka/
展 示 会 特別企画： AIゾーン

ES向上 / 働き方改革ゾーン

特別講演
5年後のコンタクトセンター研究会
プライベートセミナー
AI（人工知能）
セミナー
事例&ソリューションセミナー
基調講演

ワークショップ
主催:

実践研修講座

Tokyo

Osaka

株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン

後援: 日本コールセンター協会
（CCAJ）、HDI-Japan、
日本コンタクトセンター教育検定協会、
ASP・SaaS・IoTクラウド コンソーシアム
お問い合わせ

メディア協賛: TechTargetジャパン

visitor-osaka@callcenter-japan.com

ともに奏で、
ともに創る。
私たちの未来。

私たちは世界中の人びとと協奏しながら、
先進の ICT で、明るく希望に満ちた社会を実現していきます。
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コールセンター/CRM
デモ&コンファレンス 2019 in 大阪

5年後の to be ̶̶ 顧客接点の未来を描く IT&サービス
採用、教育、勤務シフトなどの人材マネジメントから、顧客対応を自動化するチャットボット、そして顧客の声
（ VOC）活用まで、IT
ソリューションによる武装化なくしてコールセンター／顧客接点運営は不可能です。今年の「コールセンター／ CRM デモ &
コンファレンス in大阪」では、センター運営の課題を解消する最新ソリューション &サービスのデモンストレーション、顧客接点

の構築・活用など、戦略策定のヒントとなる講演、現場の課題に即応した実践講座など、さまざまなコンテンツをお届けします。
令和時代の幕開けにふさわしい、未来志向のソリューションの数々を体感いただけます。
株式会社リックテレコム
月刊「コールセンタージャパン」

UBMジャパン株式会社

取締役兼発行人

代表取締役

中村 功

クリストファー・イブ

会場： マイドームおおさか3F
時間： 10:00〜17：00（展示会受付： 9:30〜）
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出展企業・団体一覧（50 音順、敬称略）※2019年5月15日現在
アイブリット …………………… E-01

OKI……………………………… B-14

スカパー・カスタマーリレーションズ …… H-14

ビーウィズ ……………………… E-01

オーシャン ……………………… F-19

ゼンハイザージャパン ………… C-16

不二家システムセンター ……… F-17

アセンド ………………………… F-13

オー・エイ・エス ………………… A-06

アルファコム …………………… B-06

ODKソリューションズ ………… F-01
協和テクノロジィズ …………… C-09
KDDIウェブコミュニケーションズ … F-12
コムデザイン …………………… A-10
サイシード ……………………… E-10
サイバーエージェント ………… D-12
JIEC …………………………… C-01
ジェイドコーポレーション ……… C-16
ジェネシス・ジャパン …………… C-06
ジュピターテクノロジー ……… N-01
GNオーディオジャパン………… A-12
ジーネクスト …………………… A-08

アドバンスト・メディア ………… A-02
伊藤忠テクノソリューションズ … C-06

SCSK ………………………… C-01
SCSKサービスウェア ………… C-01
NEC …………………………… C-09
NTTアドバンステクノロジ …… D-08
NTTコミュニケーションズ …… D-08
NTTテクノクロス ……………… D-08
NTTネオメイト ………………… C-10
NTTマーケティングアクト …… C-10
NTTラーニングシステムズ …… D-08
オウケイウェイヴ ……… D-16/N-05

セールスフォース・
ドットコム…… E-12
ゼータ …………………………… J-12

ファイン・インテリジェンス・グループ …… C-17/N-04

富士通…………………………… E-14

ソウル情報システム …………… A-11

ブライシス ……………………… B-01

テラスカイ ……………………… C-18

プレイド ………………………… F-10

テクマトリックス………………… B-10
長塚電話工業所………………… A-03

日本アバイア …………………… C-14
日本ブレケケ …………………… H-13

ニュアンス・コミュニケーションズ・ジャパン… C-06

Nextremer …………………… H-13
野村総合研究所………………… A-07
バーチャレクス・コンサルティング D-15
日立システムズ ………………… C-15

プラスアルファ・コンサルティング … F-14
丸紅情報システムズ …………… C-11

三菱電機インフォメーションシステムズ … F-17

ミライト ………………………… A-09
モビルス ………………………… N-03
ユーザーローカル ……………… D-10

ライブパーソンジャパン ……… A-05
楽天コミュニケーションズ …… B-15

リンク …………………………… B-01
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会場： セミナーH会場
（大阪商工会議所401）
定員： 200名

基調講演

5月29日（水） 9:10▶10:00
悪質クレーム の現状と課題

K-1

事前登録制

無料

カスタマー・ハラスメントと闘うための心理学

近年、悪質クレームの実態が次々と明るみになり、
「カスタマー・ハラスメント」として注目を浴びています。どのような人が、なぜこうしたクレームを訴えるのか――
本講演では、こうした悪質クレーマー出現の心理的・社会的背景を探るとともに、心理学やコミュニケーション論の知見を基に、あるべき対応、企業がとるべき姿勢を
解説します。
「感情労働」
といった観点から対応者の抱えるストレスにも注目し、
従事者を守る方法も考察します。

社会学部

関西大学

教授

池内 裕美 氏

5月30日（木） 9:10▶10:00
「働きがいのある会社」ランキングに見る

K-2

働きやすい職場の条件

出口の見えない採用難、さらに働き方改革関連法が施行されるなか、企業は従業員一人ひとりに向き合ったマネジメントが求められつつあります。とくに労働集約型かつスト
レスフルとされるコールセンターにおいては、いかに“ 働きがい” を見出すことのできる環境を作るかが問われているといえそうです。
「働きがいのある会社」ランキングを公
表しているGreat Place to Work® Institute Japan の岡元氏に、調査を通じてわかる「働きやすい会社」の特徴と条件を解説いただきます。

Great Place to Work® Institute Japan 代表 岡元 利奈子 氏

5 年後のコンタクトセンター研究会

会場： セミナーH会場
（大阪商工会議所401）
定員： 200名

5月29日（水） 11:00▶12:00
H-1
リーダーズセッション：IT、人材管理、戦略的活用の視点でみる
パネリスト

モデレータ

CXMコンサルティング 代表取締役社長 秋山 紀郎 氏

富士ゼロックス スマートワークイノベーション事業本部
ISラボ 代表 渡部 弘毅 氏
コールセンタージャパン編集部

編集長

事前登録制

無料

2020年代のコンタクトセンター・マネジメント

サイバーセキュリティー事業部

マネージャー

加賀 宝 氏

矢島 竜児

5月29日（水） 13:00▶14:10
ソリューション／サービス分科会：AIで変わる応対業務の近未来 CSとESを満たすITマネジメント
H-2

パネリスト

モデレータ

OKI 情報通信事業本部 IoTプラットフォーム事業部 コンタクトセンターシステム部 スペシャリスト 大島 浩 氏
テクマトリックス 執行役員 CRMソリューション事業部 副事業部長 岩元 利純 氏
野村総合研究所 AIソリューション事業部 マーケティング・コンサルティンググループ マネジャー 上級研究員 博士
（経営学） 神田 晴彦 氏
CXMコンサルティング 代表取締役社長 秋山 紀郎 氏

5月29日（水） 15:00▶16:10
H-3
マネジメント分科会：コンタクトセンターを取り巻く7つの環境変化と進化するマネジメント
パネリスト

モデレータ

SBI証券 カスタマーサービス部長 河田 裕司 氏
アイティフォー CTI・通信システム事業部 営業推進部 部長 池上 卯太郎 氏
アサイアン カスタマーケア シニアディレクター 野村 裕美 氏

富士ゼロックス

スマートワークイノベーション事業本部

サイバーセキュリティー事業部

マネージャー

加賀 宝 氏

5月30日（木） 10:30▶11:40
H-4
ストラテジー分科会：CX向上を目指すセンターの新しい姿 「カスタマーサクセス」の条件
パネリスト

モデレータ

GMOペパボ EC事業部 カスタマーサクセス チームリーダー 宇賀神 卓馬 氏
Veeva Japan Product Marketing Manager 大貫 竜平 氏

ISラボ 代表 渡部 弘毅 氏

プライベートセミナー
5月30日（木）

会場： セミナーH会場
（大阪商工会議所401）
定員： 200名

人とAIの融合が拓く、顧客フロントのデジタル化
〜チャットボット導入・運用 徹底理解セミナー〜

事前登録制

無料

主催： 富士通

採用が相次いでいるAI
（人工知能）
を基盤としたチャットボット。
しかし、
導入前段階での業務設計、
ナレッジベース
（FAQ）
の整理、
応対フローの構築から、
導入後のAIの学習をはじめとした精度向上の取り
組みまで、
実に多くのプロセスが待ち受けていることは意外と知られていません。
「CHORDSHIP」
を提供する富士通が、
その構築・運用実績をもとにポイントをお伝えします。

H-5

13:30▶14:00 特 別 講 演

オムニチャネルの体験価値を向上するチャット／ボット対応の条件
ISラボ 代表 渡部 弘毅 氏

14:15▶15:00 事 例 紹 介
H-6
BtoC、BtoE事例に学ぶ 今求められる。人とAIをつなぐ“融合スキル”
富士通

カスタマーエンゲージメントソリューション室 AIチャットボットデザイナー

H-7

生川 慎二 氏

15:15▶16:15 パ ネ ルディスカッション

コンサル、ベンダー、アウトソーサーが語る テキスト・コミュニケーション新時代
パネリスト

モデレータ

モビルス 代表取締役社長 石井 智宏 氏
富士通コミュニケーションサービス サービスイノベーション推進統括部 統括部長代理 人見 正人 氏
富士通 デジタルフロント事業本部 カスタマーエンゲージメントソリューション室 室長 倉知 陽一 氏

ISラボ 代表 渡部 弘毅 氏
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会場： セミナーA会場／セミナーC会場
定員： A会場 60名／C会場 100名

特別講演

事前登録制

無料

5月29日（水）
C-6 16:00 ▶16:45S-2
B-6 16:00 ▶16:45S-2
『顧客反応モニタリング』のススメ
平均値、CS、稼働率では何もわからない
コールセンターのパフォーマンス評価、8つの禁じ手 〜CS重視、新たな人材育成への提言〜

C-1 10:45 ▶11:30
顧客の声マネジメントの過去・現在・未来
「進化するVOC活用」最新事情
パネリスト

プラスアルファ・コンサルティング 見える化エンジン事業部 執行役員 コールセンター教科書プロジェクト
事業部長 松原 雅仁 氏
SCSK コンタクトセンターサービス事業本部 デジタルコミュニケーション部
シニアマネージャー 新田 直樹 氏
NTTマーケティングアクト カスタマーソリューション事業推進部
コンタクトセンタービジネス部門長 新谷 宜彦 氏

モデレータ

イー・パートナーズ

代表

谷口 修 氏

A-11 12:30 ▶13:15S-2
コンタクトセンター・アワード受賞に見る センター運営の最新トレンド

パネリスト

オウケイウェイヴ 取締役 エンタープライズソリューション事業部長 佐藤 哲也 氏
富士通 カスタマーエンゲージメントソリューション室 AIチャットボットデザイナー 生川 慎二 氏
サイバーエージェント アドテク本部 AI部門 統括 石川 大輔 氏

モデレータ

CXMコンサルティング 代表取締役社長 秋山 紀郎 氏

時間

会場

10:45
▼

11:30

B-2

▼

13:00
▼

13:45
14:00
▼

14:45

セミナー 会場

12:30

B

リンク

▼

15:45

B-3 AIコンタクトセンターにおけるFAQ整理の仕方
B-4

B-6

10:45

C-1

▼

11:30

13:00
▼

【千趣会様登壇!】顧客サポートチャットの最前線!
LINEやAI／BOTの活用方法など実際の導入企業様の声をお届け
安井 崇 氏

〈特別講演〉
平均値、CS、稼働率では何もわからない コールセンターのパフォーマンス評価、8つの禁じ手

C

14:00
▼

▼

オウケイウェイヴ

C-3

取締役

佐藤 哲也 氏

オペレーションコンサルティング&セールス部 マネジャー

バーチャレクス・コンサルティング

C-4

ジェネシス・ジャパン

営業第一本部

西日本営業部

部長

▼

14:15
14:30
▼

15:00
15:15
▼

15:45
16:00
▼

16:30

B-14

CRM ソリューション事業部 ナレッジソリューション推進室 アカウント・マネジャー 鵜澤 昭宏 氏

最新事例から学ぶカスタマーサービスのベスト

A-3

S-12

齋藤 実 氏

〈特別講演〉
自動化の限界と可能性を探る チャットボット運用最新事情
〈パネリスト〉オウケイウェイヴ、富士通、サイバーエージェント
〈モデレータ〉CXMコンサルティング

オペレーターの元気をひき出す、人が辞めないコールセンター!
センター運営20年、高田秀行氏が語る センター運営7つのポイント
アドバイザー／日本コールセンター協会

人材育成委員・情報調査委員

モビルス

第2営業部

部長

小路 憲二 氏

クロストーク：ふたりの経営者が語るコンタクトセンターの未来像
ゲスト：デジタルシフトウェーブ代表 鈴木康弘氏

デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 鈴木 康弘 氏
スカパー・カスタマーリレーションズ 代表取締役社長 出水 啓一朗 氏
アマゾン ウェブ サービス ジャパン 事業開発本部 事業開発マネージャー

羽富 健次 氏

音声認識技術の今。
コンタクトセンター業界は音声認識技術とどう向き合っていくべきか。

アドバンスト・メディア

CTI事業部 取締役執行役員 事業本部長 兼 CTI事業部長 大柳 伸也 氏

カスタマーサクセスを実現するチャット×FAQ最新動向

事前登録制

無料

5月30日（木）

14:00 ▶14:45S-2

代表取締役

佐藤 光章 氏

〜阪急阪神グループが経験した困難と教訓とは〜

アイテック阪急阪神 マルチメディア事業本部
オウケイウェイヴ 取締役 佐藤 哲也 氏

あなたのチャットボットは大丈夫ですか?
これだけはやりたい回答精度向上のためのToDo5選

会場： セミナーA会場
定員： 60名

デジタルトランスフォーメーションを実現する
カスタマーフロントソリューション

担当マネージャー

会場： セミナーS会場（大阪商工会議所402）
定員： 100名

5月29日（水）
A-2

プラクティス

ソリューション営業本部 Service Cloud営業部

C-11 「3度目の正直」で得たAIチャットボットとの賢い付き合い方

C-13

橋本 健 氏

13:00 ▶13:45

時間

▼

ナレッジ作成・整理と活用の成功ポイントを大解剖!
〜事例とFAQツール活用を紹介〜

セールスフォース・ドットコム

C-12

オムニチャネルやAI活用を見据えたクラウド型
コンタクトセンター選択のポイント

ワークショップ

13:45

大森 草平 氏

オペレータの元気をひき出す、人が辞めないコールセンター!
CRMで『感情』を可視化! 『EQ』理論を活用した実践のポイント

セールスフォース・ドットコム ソリューション セールスエンジニアリング本部 サービスクラウドスペシャリスト 原田 将来 氏

13:30

B-13

テクマトリックス

オー・エイ・エス ソリューション本部

AIとCRMの融合
〜Salesforceで実現するスマートコンタクトセンター〜

13:00

B-12 LINEの無料通話が実現する「一石三鳥」のマーケティング施策

JBMクリエイト 代表取締役社長 高田 秀行 氏

最新技術を活用したコンタクトセンター再構築のためのフレームワーク
【AI・チャット・音声認識等の技術活用戦略】

AI（人工知能）セミナー

12:15

よりスピーディな生活レスキュー対応実現のために
〜生活レスキューの受付システムをCRMパッケージで刷新、機動性のある事業展開の基礎を構築〜

KDDIウェブコミュニケーションズ Twilio事業部 エバンジェリスト 高橋 克己 氏

C-10

コールセンターの「働き方改革」って?
本当に必要な施策とセンター活性化のポイント

C-5

15:45

▼

B-11

C-9

オー・エイ・エス ソリューション本部 アドバイザー／日本コールセンター協会 人材育成委員・情報調査委員 佐藤 光章 氏

15:00

11:45

熊澤 伸宏 氏

EQ 取締役会長 EQ Executive Master 高山 直 氏

14:45

S-11

主宰

コンタクトセンター×AI 利用事例10選 多くのNextユニコーン企業、
1,200社以上の企業が採用するBIZTEL事例でのAI評価

ジャパンベストレスキューシステム コンタクトプラットフォーム カンパニー長 打田 佳記 氏
バーチャレクス・コンサルティング クライアントパートナリング部 部長 江本 研 氏

〈特別講演〉
顧客の声マネジメントの過去・現在・未来 「進化するVOC活用」最新事情
〈パネリスト〉プラスアルファ・コンサルティング、SCSK、
NTTマーケティングアクト

C-2

会場

13:45

マーケティング本部 プロダクトマーケティング シニアマネージャー 大森 浩生 氏
セールスエンジニアリング本部 サービスクラウドスペシャリスト 大辻 寛 氏

B-10

リンク BIZTEL事業部 取締役 BIZTEL事業部長 坂元 剛 氏

〈モデレータ〉イー・パートナーズ

セミナー

▼

滝村 享嗣 氏

鈴木 道一 氏

コールセンター教科書プロジェクト

「顧客の声」活用術

プラスアルファ・コンサルティング 見える化エンジン事業部 見える化セールスコンサルティンググループ
兼 夢社関西プロジェクト推進室 副室長 室 秀樹 氏

フィールドサービス先進国アメリカに学ぶ、収益向上への3つのステップ

セールスフォース・ドットコム

▼

16:45

12:30

グループ） 代表取締役社長

無料

〜最新事例も一挙大公開〜

〜音声認識・自然言語処理を活用したFAQの再構築を実例交えて紹介〜

アイブリット（ビーウィズ

事前登録制

5月30日（木）

鈴村 賢治 氏

セキュリティプラットフォーム事業部長

アルファコム 執行役員 垣内 隆志 氏
千趣会 業務推進部 業務管理チーム マネージャー

16:00

取締役副社長

谷口 修 氏

B-9 1,500社以上の導入実績から見えた最先端

電話・はがきで受注を行うコールセンターやBPO事業者、加盟店向け「セキュリティ対策講座」
-実行計画2019の改定ポイントとカード情報を安全に取り扱う方法を具体的に解説-

セキュリティプラットフォーム事業部

B-5

15:00

11:45

タレントパレット事業部

代表

会場： セミナーB会場／セミナーC会場
定員： 100名

働き方改革、人材難時代を勝ち抜く科学的人材活用
〜モチベーション把握から離職防止、人材育成、採用強化まで〜

プラスアルファ・コンサルティング

11:45

イー・パートナーズ

5月29日（水）

B-1

藤木 健 氏

情熱プロデュース

熊澤 伸宏 氏

5月30日（木）

C-9 10:45 ▶11:30
自動化の限界と可能性を探る チャットボット運用最新事情

事例 & ソリューションセミナー

主宰

石井 智宏 氏

S-13

15:00 ▶15:45S-2

AIチャットボットによる顧客サポート業務効率化の

成功事例を公開
ユーザーローカル

コーポレートセールス

林 敬之 氏

当日登録制

無料

プラスアルファ・
コンサルティング

NEC

A-4
A-5
A-6

最前線のチャットサポートに見る成功ポイント
〜AIの活用とオムニチャネルの実践〜

A-7

ビジネス成長の鍵を握る! コールセンターでの最新AI活用ノウハウを大公開! !
野村総合研究所
〜チャットボット、音声認識・対話要約ツールにより業務効率化&顧客満足度向上を実現〜

テクマトリックス

5月30日（木）
A-10
A-11

AI、チャット、音声認識、、なにからはじめて、どこをめざすのか

OKI

〈特別講演〉 12:30 ▶13:15
コンタクトセンター・アワード受賞に見る センター運営の最新トレンド
イー・パートナーズ

A-12

AI活用と新たな楽天のオムニチャネルプラットフォーム
〜楽天が提供する新たなCCプラットフォーム〜

A-13

SCSKより新しいサービス提案! ① システム導入しなくてもVOiCFinder分析 SCSK
結果を活用できる! ② 僅かな学習データで精度の出るAIチャットボットとは?

A-14

海外先進導入事例から学ぶオムニチャネル導入のポイント

A-15

AI基盤を活用したコンタクトセンター運用について

楽天コミュニケーションズ

日本アバイア

NTT マーケティング
アクト
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3日間開催 5月28日（火）
・5月29日
（水）
・5月30日
（木）
会場： マイドームおおさか8F ※各講座の部屋番号は当日受付にてご確認ください。

実践研修講座

事前登録制

有料

少数限定の実践講座。インタラクティブな研修形式で、
レクチャーだけではなく、
ツール作成やロールプレイング、
ディスカッションなどエクササイズを取り入れたトレーニング・コースです。
（エクササイズの内容・ボリュームは講座により異なります）
。一般のオープン研修セミナーでは聞けないプロのノウハウを公開。各コースとも即戦的なプログラムです。

4 カテゴリーで構成されています

マネジメント

オペレーション管理

センター全体をマネジメントする方や、複数チームの管理・運営
に携わるシニアSVを対象としています。センター運営の基礎
からKPI／リソースマネジメントなどを実践形式で学べます。

該当講座
J-1、J-2、J-6、
J-7、J-12

J-1 5月28日
（火）10:00▶17:00
戦略的コンタクトセンター経営塾
〜次世代マネジメント手法を学ぶ〜
受講料 49,680円（税込・昼食付） 定 員

40名

受 講 CC 管掌役員、センター長、経営企画責任者、
対象者 マーケティング責任者、経理財務担当者

J-2 5月28日
（火）10:00▶17:00
コールセンター運営の基本知識と
マネジメント入門講座
受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員
受講
センター長、
マネージャー
対象者

受講
センター長、
マネージャー
対象者

（1）コンタクトセンターの進化過程
（2）パフォーマンスマネジメント手法の限界
企業組織におけるコンタクトセンターのポジショニング
（ 3）
特 典

受講
センター長、
マネージャー
対象者

30名

受講
センター長、
マネージャー
対象者

センター長、
マネージャー、
シニアSV

J-10 5月29日
（水）10:10▶13:00

実践! 使えるFAQ構築講座〜設計編
受講料 25,920円（税込） 定 員

40名

受講
SV、トレーナー、QA
対象者

J-11 5月29日
（水）14:00▶17:00

受講料 25,920円（税込） 定 員
受講
SV、トレーナー、QA
対象者

30名

五月女 尚 氏
さつきソリューション

※電卓をご持参下さい

五月女 尚 氏
さつきソリューション

付加価値創造とリスク管理
（4）
目に見える将来予測（売上、接続、効率、品質、教育、定着）
（ 5）

16項目の達成度診断シート

和泉 祐子 氏
カルディアクロス

書籍「コールセンター・マネジメントの教科書」の第3 章の内容をベースに、業務量の予測と人員計画について必須知識を学ぶと
ともに実践的マネジメントスキルを磨きます。

（1）データを収集し検証する
（2）業務量を予測する
（3）サービスレベルや効率性の目標を設定する
（4）インバウンド・コンタクトの要員数を算出する

（5）戦略的なスタッフィングを策定する
（6）メール・コンタクトの要員数を算出する
（7）チャット・コンタクトの要員数を算出する
（8）アウトバウンド・コンタクトの要員数を算出する

ワークフォース・マネジメント・ワークシート、 受講者専用の Web サイトで継続サポート

熊澤 伸宏 氏

コールセンターの
教科書プロジェクト

チャットボット活用のメリットから一連の導入プロセスまで実践的なノウハウを学びます。

特 典

チャットボット設計シート

（4）
実装
（ツールの持つ機能と選定のポイント、
結果計測のための準備、
テスト）
改善
（分析、
再設計）
（5 ）
AI活用の可能性
（ 6）

内田 孝輔 氏
プライズ

ナレッジの定義を明確にしたうえ、自センターのナレッジマネジメントの目的設定、課題の抽出、目指すべきものを達成するための改善
策プランニングまでワークを使って実施します。
（1）ナレッジサイクルの作り方（収集・管理）
（2）ナレッジサイクルの活かし方（他部署との連携、
顧客向けサイトとの連携、
AI活用）
特 典

実践! 使えるFAQ構築講座〜作成編

（4）
実践的な反復演習問題でコツをつかむ
総合理解度テスト（自己採点のみ・点数非公開）
（ 5）

簡易アーラン C計算ツール、研修で使用する効果的なレポートテンプレート

（1）チャットと他の顧客接点との違い
実践! チャットボット導入設計講座
（2）計画（現状分析と導入効果のシミュレーション、KPI設定）
受講料 49,680円（税込・昼食付） 定 員 30名 （3）
設計（カスタマージャーニーの作成、
初回ヒアリングフロー、業務設計、他部門との連携）
受講
対象者

※電卓をご持参下さい

コールセンターが適正コストで最大の効果をあげるためには、何をすべきなのか? センター長に必須のマネジメント16 項目を、一つ
ずつわかりやすく解説します。

特 典

J-5 5月28日
（火）10:00▶17:00

（4）
HRM：採用・配置・教育・特に離職防止の深掘り
（5）
総合理解度テスト（自己採点のみ・点数非公開）

KPI の定義や効果的な活用法を学んだうえで、実際のKPI データを自ら電卓を叩いて計算を行い検証します。
「応答率改善」、
「AHT
短縮」などのKPI 改善プロセスの技・事例を学びます。

特 典

受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員

谷口 修 氏
イー・パートナーズ

簡易アーラン C計算ツール、研修で使用する効果的なレポートテンプレート

（1）センター運営理念とセンター長のミッション
30名 （2）オペレーション基盤の整備
（3）強固な組織づくりと安定した人財育成

J-12 5月30日
（木）10:10▶17:00
コールセンターの業務設計講座
〜リソースマネジメント編

（4 ）
顧客主導の時代に備えた戦略的顧客応対
価値基準に基づく運営計画の実践
（ 5）

コンタクトセンターを管理・運営するうえで必須の知識・スキル（専門用語の理解、最新トレンド、KPI 管理、人材育成・離職防止策な
ど）
について具体事例とグループ演習を通して学びます。

特 典

受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員

該当講座
J-3、J-8、J-13

著書
「コールセンターの経営学」

（1）コンタクトセンターのKPIの意義、定義とその活用法
30名 （2）主要KPIの計算問題
（3）応答率改善、AHT削減など改善プロセスの技法習得

J-7 5月29日
（水）10:10▶17:00
はじめてのセンター長
〜人／データ／リスクの管理

オペレータの定着や育成に必要なノウハウ、スキルを身につ
けられます。人材育成のカナメともいえるSVのスキルアップ
を促す「SV育成講座」は全SV必修のプログラムです。

社内各部門との協調体制を整え、コンタクトセンターの事業貢献価値を最大化するためのオムニチャネル時代の運営原則・手法・
知識とテクニックを速習します。

特 典

受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員

該当講座
J-4、J-9、J-16

（1）センター管理の勘所（役割・重要タスク）
30名 （2）各種KPIの定義・意義、その実践演習
（3）最新トレンド：チャットサポート、CX、AIの現在地など

J-6 5月29日
（水）10:10▶17:00
経営貢献を可視化する!
課題解決のためのKPIマネジメント

該当講座
J-5、J-10、J-11、
J-14、J-15

人材管理

品質管理

コール品質を維持・向上するために欠かせないモニタリング。
今回は、
ブレのない評価をするための聞き方、評価結果をスキ
ルアップにつなげる指導法、
クオリティ・マネジメントの考え方
などを具体的に学べるプログラムをご用意しています。

オペレータの応対スキルを底上げするためのノウハウやオペ
レーション効率化の手法を学べる講座です。クレーム対応やナ
レッジ管理、チャットボット構築などについてエクササイズを通
して習得できます。

無料相談 1時間

（3）
自センターにおけるナレッジマネジメントの課題整理
（4）
改善策のプランニング

※「J-11：実践 ! 使える FAQ 構築講座〜作成編」との通し受講で割引（計 43,200 円・税込）となり、昼食が付きます。

東峰 ゆか 氏
Me-Rise

顧客の声を正しくつかみ取り記録に残すノウハウや、自己解決率を高めるためのFAQ、生産性を向上させる社内FAQ、新人が早く
育つマニュアルの書き方を学びます。
（1）顧客期待のつかみ方
（2）活用の目的別文章デザインのコツ
特 典

ナレッジテンプレート添削

（3）実践文章作成徹底演習
浮島 由美子 氏
※「J-10：実践 ! 使える FAQ 構築講座〜設計編」との通し受講で割引（計 43,200 円・税込）となり、昼食が付きます。
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クレーム対応はオペレータの個人スキルに依存すべきものではありません。なかには不当または悪質な要求も存在し、解決には、個
J-14 5月30日
（木）10:10▶17:00
人の応対力ではなく、組織としての応対力が必要です。
クレーム組織対応講座
〜過熱する異常クレームからセンターを守る （1）近年のクレーム増加について
特殊クレーム対応
（4）
受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員 25名 （2）
こじれたクレームの対応方法
CS（顧客満足）モードからRM（リスクマネジメントモード）への切り替え
（ 5）
（6 ）
クレームの組織対応
（3）悪意のクレーム対応
受講
対象者

センター長、
マネージャー、
シニアSV

J-15 5月30日
（木）13:00▶17:00
オペレーターのための電話応対
基本スキル研修
受講料 25,920円（税込） 定 員

20名

ASV、SV、トレーナー、
受 講 オペレータ、
対象者 応対品質管理担当者

J-4 5月28日
（火）10:00▶17:00
品質担当育成講座
〜5年後に求められる電話対応〜
受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員

特 典

（1）お客様が求める「電話応対力」
（2）基本となるコミュニケーションスキル（声の表情、
言葉の選び方、話し方、聴き方）
特 典

25名

受講
SV、センター長、QA
対象者

25,920円（税込）

特 典

定 員

30名

受講
SV、トレーナー、QA
対象者

J-3 5月28日
（火）10:00▶17:00
オペレータの早期離職を防ぐ!
採用&新人研修構築講座
受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員
受 講 センター長、マネージャー、
対象者 SV、トレーナー

大西 美佳 氏

エモーショナルマップのフォーマットと活用ガイド

インサイト

大西 美佳 氏

ノンボイス対応の品質管理シートのフォーマット

（1）コールセンターにおける人材育成
30名 （2）採用の事前準備と創意工夫
「ここで働きたい! 」と思わせる面接術
（ 3）

インサイト

育てるための研修プログラム
（4）
トレーニング側と現場受け入れ側の協力体制
（ 5）
トレーナーに必須の心技体を学ぶ
（ 6）

教育制度の管理文書テンプレート

カルディアクロス

特 典

（3）SVの2大基本業務〜KPI管理とコミュニケータの育成
（4）
マネージメントサイドに立つ

先輩 SVが語る「新人 SVが必ず通る道〜友人コミュニケータへの接し方、先輩コミュニケータへの指導の仕方」

河合 晴代 氏
ラーニングイット

経験 1年以上の SV を対象とし、KPI や人材育成などSV に必要なスキルを磨く内容です。グループワークやディスカッションを多
数採り入れ、SV 同士の意見交換からも多くを学べます。

（1）
SVが身につけるべきスキル
24名 （2）チームビルディング
（3）人員管理

受講
SV、アシスタントSV、マネージャー
対象者

和泉 祐子 氏

どのようにコミュニケータと接すれば信頼につながるのか、モチベーションを下げずに育成できるのか、具体的な事例をもとに学
びます。KPI 管理では応答率を例に取り、改善策（打ち手）を考えます。

（1）スーパーバイザー（SV）という仕事
24名 （2）コミュニケータとの信頼関係を築く〜定着率の向上

J-13 5月30日
（木）10:10▶17:00

受講料 43,200円（税込・昼食付） 定 員

（3）
モニタリング品質分析実践

「せっかく採用したのに初期研修の離脱者が多い」
「 採用レベルの低下でトレーナーが疲弊している」
「デビューさせても、なかなか独り立ち
できない」――こうした状況を嘆いていても始まりません。離職者ゼロ! を実現する、採用&トレーニングの手法をわかりやすく解説します。

（経験3年以内）
、
SV候補の方、
受 講 新人SV
対象者 SV育成担当者

SV育成講座・実践編

ラーニングイット

（4）シンプルかつロジカルなわかりやすい文章作成方法
（1）ノンボイス対応における位置づけの明確化とゴール設定
（2）CX観点での指標づくりと応対におけるKPI設定
（5）品質管理シートのフォーマット解説とスコアリング
（3）顧客からの文章をしっかりと読み込む傾聴ならぬ「傾読（ケイドク）」方法

J-8 5月29日
（水）10:10▶17:00

受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員

河合 晴代 氏

コールセンター人材育成研修体系シート
（例）

企業の顧客接点としてメールやチャットといったノンボイスコミュニケーションは定着しつつありますが、標準や基準を定義して管理できているコンタ
クトセンターはあまり多くありません。本講座ではゴールや評価方法などノンボイスコミュニケーションにおける品質管理のポイントを解説します。

特 典

SV育成講座・基礎編

クウォーターワン

（3）
品質担当者の仕事〜コールモニタリングと育成
（4）
お客様から選ばれる電話応対〜品質向上の推進

（1）一歩先を行くモニタリングを実現するための
「スキル」
「ツール」
「テクニック」
育成のためのフィードバックにおける”処方箋”作り
（2 ）

特 典

NEW!

窪田 尚子 氏

言葉遣いやマナー重視のモニタリングから脱却し、より本質的な顧客とのコミュニケーションをするためのモニタリング品質分析を、
そしてそれを的確にオペレータに育成できる、一歩先を行くスキルを学べます。

特 典

J-16 5月30日
（木）13:00▶17:00
NEW! 品質管理講座
〜メール／チャット編
受講料

後日、電話かメールでのスキル指導の無料相談

（3）ありがちな電話応対に学ぶ基本スキルと改善トレーニング
（4）
心情察知力、
共感力、
高齢者対応のポイント
改善トレーニングのプランニング
（ 5）

「5 年後のコンタクトセンター（マネジメント運営部会）
」で考案した“人材戦略・人材要件のフレームワーク” をベースに、次世代に求めら
れる電話応対の品質管理を解説します。

マネージャー、
CX推進室、
受 講 センター長、
対象者 QA、
品質担当SV

受講料 37,800円（税込・昼食付） 定 員

情熱プロデュース

「保険や金融」と「化粧品や健康食品などの通販」の 2 事例をベースに、課題解決につながる具体的な「電話応対スキル」の指導ポ
イントを体得します。

（1）電話応対の「品質」を考える〜顧客満足度とNPS
24名 （2）応対品質管理方法を構築する〜ミッションに紐づくKPI

J-9 5月29日
（水）10:10▶17:00
品質向上のための 処方箋 を学ぶ
モニタリング&フィードバック講座

藤木 健 氏

クレームの切り分けフロー例、悪意・特殊クレームの特徴一覧表

特 典

オペレーション管理
（4）
人材育成
（ 5）
経営貢献
（ 6）

資料作成のポイント集

寺下 薫 氏
ヤフー

■実践研修講座スケジュール（受講料はすべて税込です）
5月28日 火

J-1

■10:00▶17:00

J-6

5月29日 水

5月30日 木

戦略的コンタクトセンター経営塾
〜次世代マネジメント手法を学ぶ〜
■49,680円

経営貢献を可視化する!
課題解決のためのKPIマネジメント

■10:10▶17:00

■37,800円

■14:00▶17:00

■25,920円

J-11

J-12

実践! 使えるFAQ構築講座〜作成編

コールセンターの業務設計講座
〜リソースマネジメント編

■10:10▶17:00

■37,800円

J-2

コールセンター運営の基本知識と
マネジメント入門講座

■10:00▶17:00

J-7

■37,800円

はじめてのセンター長
〜人／データ／リスクの管理

■10:10▶17:00

■37,800円

J-3

オペレータの早期離職を防ぐ!
採用&新人研修構築講座

■10:00▶17:00

■10:10▶17:00

J-13 SV育成講座・実践編

J-14

■10:10▶17:00

■10:10▶17:00

■43,200円

■37,800円

J-8 SV育成講座・基礎編

J-4

■10:00▶17:00

J-9

■37,800円

クレーム組織対応講座
〜過熱する異常クレームからセンターを守る
■37,800円

品質担当育成講座
〜5年後に求められる電話対応〜

■10:10▶17:00

J-15

■37,800円

品質向上のための 処方箋 を学ぶ
モニタリング&フィードバック講座
■37,800円

オペレーターのための電話応対
基本スキル研修

■13:00▶17:00

■25,920円

J-5

実践! チャットボット導入設計講座

■10:00▶17:00

J-10

■10:10▶13:00

J-16

■49,680円

実践! 使えるFAQ構築講座〜設計編
■25,920円

品質管理講座〜メール／チャット編

■13:00▶17:00

■25,920円

複数講座 を 組み合わせて受講することで、より深い学びを得られます！
センターを改革したい

1 日目 J-1
2 日目 J-6
3 日目 J-14

センター長／マネージャー向け

戦略的コンタクトセンター経営塾〜次世代マネジメント手法を学ぶ〜
経営貢献を可視化する！課題解決のためのKPIマネジメント
クレーム組織対応講座〜過熱する異常クレームからセンターを守る

マネジメントの基本を学びたい

1 日目 J-2
2 日目 J-7
3 日目 J-12

センター長／マネージャー向け

コールセンター運営の基本知識とマネジメント入門講座
はじめてのセンター長〜人／データ／リスクの管理
コールセンターの業務設計講座〜リソースマネジメント編

QA／トレーナー向け
1 日目 J-4
2 日目 J-9
3 日目 J-16

品質担当育成講座〜5年後に求められる電話対応〜
品質向上のための 処方箋 を学ぶ

モニタリング&フィードバック講座

品質管理講座〜メール／チャット編

AI活用／デジタルシフト推進担当者向け
1 日目 J-5
2 日目 J-10
3 日目 J-16

実践！チャットボット導入設計講座

実践！使えるFAQ構築講座〜設計編 および
品質管理講座〜メール／チャット編

J-11

実践！使えるFAQ構築講座〜作成編
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E-01 アイブリット

F-13 アセンド

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-8-10 JS渋谷ビル4F
TEL: 03-6682-4333 FAX: 03-6696-6122
E-mail: omnialink@ibrid.co.jp
URL: https://omnialink.jp/

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル5F
TEL: 03-5412-8100 FAX: 03-5989-0540
E-mail: osaka-ccdemo@ascend-corp.co.jp
URL: https://www.ascend-corp.co.jp/

見どころ

Omnia LINK はコールセンター向けトータルテレフォニーソリューションです。
基本の通話や管理機能はもちろん、AI を利用した通話音声のリアルタイムテキスト
化（音声認識）や、自然言語処理を活用した FAQ リコメンデーションなど次世代機
能を提供します。PBX のリプレイスを検討されている方や、最新鋭の AI を活用し
た FAQ システムにご興味がある方は是非ともお立ち寄りください。
●
●
●
●

Omnia LINK／クラウド型IP-PBX
watchover／SV向けコールセンターマネジメントツール
seekassit／オペレーター向けFAQレコメンデーションツール
bowline／Omnia LINK対応 CRM

共
同
出
展
社

ビーウィズ

A-02 アドバンスト・メディア
〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3-1-4 サンシャインシティ文化会館6F

TEL: 03-5958-1091 FAX: 03-5958-1033
E-mail: ami-cti-assistant-ml@advanced-media.co.jp
URL: http://www.advanced-media.co.jp/
見どころ

コンタクトセンター 250 社以上の導入実績を誇り、音声認識市場 4 年連続 NO.1 の
AmiVoice が新機能と新サービスを紹介します。高性能エンジン、且つ、充実した
機能を安価に提供するリアルタイム音声認識クラウドサービスや最新の機能を実装
したコンタクトセンター向け AI 音声認識ソリューションをブース、セミナーにて紹
介します !

● コンタクトセンター向け音声認識AIシステム
「AmiVoice Communication Suite3」
● AmiVoice RealtimeScriber Cloud

C-06 伊藤忠テクノソリューションズ
〒141-8522 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー
TEL: 03-6417-8700
E-mail: sol1-cq@ctc-g.co.jp
URL: http://www.ctc-g.co.jp
見どころ

FloorMAP for PureCloud 、Advanced Report for PureCloud 、PureCloud
SMS 連携など、Genesys PureCloud と連携するソリューションを中心にご紹介

させていただきます。
また、PureCloud に新たな機能として加わるデジタルマーケティングソリューショ
ン「 AltCloud 」についてもご紹介いたします。是非お立ち寄りください。

● FloorMAP for PureCloud NEW
● PureCloud SMS連携
● PureCloud&デジタルマーケティング

C-01 SCSKサービスウェア
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア12F

TEL: 03-6890-2515 FAX: 02-6890-2501
E-mail: minoru.sugiyama@scskserviceware.co.jp
URL: https://www.scskserviceware.co.jp/

見どころ

オムニコンタクトは、クラウド電話を内蔵した CRM システムです。
コール業務の生産性を向上させます。
・大幅な初期投資不要。ネット環境、PC 、ヘッドセットがあれば初期費用は基本 0 円
・安心の AWS:AWS 採用による強固なセキュリティ
・秒課金制 : 無駄な通信費がかからず通信費削減

● オムニコンタクト

B-06 アルファコム
〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3 京橋三菱ビル7F
TEL: 03-5159-5510 FAX: 03-5159-5511
E-mail: info@alfacom.jp URL: http://alfacom.jp
見どころ

【最新機能 & 事例のデモ実施】
●チャットシステム「 M-Talk 」
センター運用を追及したチャット。新機能「シナリオ」LINE 、AI ／ Bot との連携紹介
●録音システム Voistore 最新「 TOV 」
2 万 ch 以上のユーザ様に評価されている通録。対面録音・スクリーンレコーディング・SIP 録音紹介
●千趣会様やニッセン様などのチャットボット連携・LINE 活用事例や、JIMOS 様、
保険会社様などの「 LINE to Call 」活用事例も ! ぜひお立ち寄りください。

● コンタクトセンター用チャット
:M-Talk NEW
（新バージョン・LINE/シナリオ／AI搭載）
● トータルレコーディングシステム
（通話録音・対面録音・画面録画）
:TOV
● 働き方改革・社内コミュニケーションツール:LINE WORKS

C-01 SCSK
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル

TEL: 06-6223-6131 FAX: 06-6223-8802
E-mail: kenji.masuda@scsk.jp URL: http://www.scsk.jp/
見どころ

皆さまが日々の業務の中で課題とされている生産性向上や業務効率化を解決する VOC
活用ソリューションを取り揃えています。長年にわたるコールセンタービジネスのノウ
ハウを活かし、顧客満足度向上につながる顧客接点強化に貢献できるサービスをご紹介
します。SCSK は皆さまの『夢ある未来』に貢献いたします。是非お立ち寄りください。
● 多言語対応AIチャットボット
（Desse）
SCSKサービスウェア
● 音声に対する自動FAQ回答ツール（VOiC AI Search Helper）
JIEC
● 音声テキストにも対応した分析ツール（VOiC Finder）
共
同
● 応対品質と生産性を向上する音声認識活用（AmiVoice）
出
● AI問い合わせ対応クラウドサービス
（manaBrain）
展
● 有人／無人チャット連携ソリューション
（Zendesk）
社
● システムにおける顧客導線の連携プログラム（マルチチャネルコネクター）
● RPA適応業務評価サービス ● MA支援ツール／サービス
● ビジネスコミュニケーションフロー診断関連サービス

C-09 NEC
〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753 NEC 玉川ルネッサンスシティN棟

E-mail: cc-info@ccbd.jp.nec.com
URL: https://jpn.nec.com/event/ccrm19osaka/
見どころ

コミュニケーションが多様化する時代、コンタクトセンターの世界も大きく変わろ
うとしています。NEC は信頼と実績を備えたソリューションで、あらゆる手段とコ
ンタクトセンターをシームレスに繋ぎ、様々なカスタマージャーニーに対応する新
しいデジタルトランスフォーメーションの形を幅広くご紹介します。
共
同
出
展
社

SCSK
JIEC

● UNIVERGE ContactCenter シリーズ × 生体認証
● Genesys PureEngage × GAZIRU（画像認識サービス） 共
同
●【参考出展】
ビジュアルIVR
出
展
社

協和テクノロジィズ
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D-08 NTT コミュニケーションズ

D-08 NTT アドバンステクノロジ

〒100-8019 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー30F
URL: https://www.ntt.com/business/services/voice-video/acd/contactcenter.html
見どころ

NTT コミュニケーションズは「クラウド」×「 AI 」のコンタクトセンターソリュー

ションを展示いたします。ビジネスの拡縮に合わせ柔軟な運用が可能なクラウド型
のコンタクトセンターサービス「 Arcstar Contact Center 」、高精度音声認識エン
ジンにより音声のテキスト化を実現する「 COTOHA Voice Insight 」を実機を用い
たデモを行います。是非お立ち寄りいただければと思います。

共
同
出
展
社

● Arcstar Contact Center
● COTOHA Chat&FAQ
● COTOHA VoiceInsight

NTTコミュニケーションズ
NTTテクノクロス
NTTラーニングシステムズ

D-08 NTT テクノクロス
TEL: 03-5782-7319 FAX: 03-5782-7310
E-mail: crm-info@cs.ntt-tx.co.jp
URL: https://www.ntt-tx.co.jp/
見どころ

当社では、PBX や CTI 、CRM など多彩なソリューションをお客様の業務や運用目
的に合わせてご提案します。今回は、NTT 研究所の最先端技術を搭載した【音声認
識 RPA × CRM ソリューション】と【 AI を活用した音声ビッグデータソリューショ
ン】を展示します。ぜひブースにてデモンストレーションをご覧ください。

共
同
出
展
社

NTTアドバンステクノロジ
NTTコミュニケーションズ
NTTラーニングシステムズ

C-10 NTT マーケティングアクト

見どころ

NTT マーケティングアクトが提供する、AI を活用したコンタクトセンター CX
（カスタマーエクスペリエンス）ソリューションをご紹介します。継続的な CX 向
上や経営課題の解決に向けて、コンタクトセンターに集約される VOC（ Voice of
Customer ）を AI・音声認識システム等にて収集・蓄積し、VOC を最大限活用するこ
とで、みなさまのバリューパートナーとして新たな価値を創出させていただきます。

AIを活用したコンタクトセンターCXソリューション
音声認識ソリューション
チャットソリューション
VOC分析サービス
FAQコンサルティングサービス
RPAコンサルティングサービス

共
同
出
展
社

NTTネオメイト

D-16 オウケイウェイヴ
〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
TEL: 03-5793-1197 FAX: 03-5793-1192
E-mail: sol-marketing@okwave.co.jp
URL: https://www.okwave.co.jp/business/
見どころ

8 年シェア No.1!AI を実装した FAQ システム『 OKBIZ. for FAQ 』をはじめとした
多くのサポートソリューションを展開。FAQ ／問い合わせ管理／ AI チャットボッ
ト／ FAQ 自動作成／コミュニティサポート等、皆さまの課題にマッチするソリュー

ションをご紹介いたします。

●
●
●
●
●
●

OKBIZ. for FAQ
OKBIZ. for Helpdesk Support
OKBIZ. for AI Agent
OKBIZ. for AI FAQ Maker NEW
OKBIZ. for Chat & Bot
OKBIZ. for Community Support

〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町2-1-13 UN本町ビル5F
TEL: 06-4301-4580
E-mail: ipcc-g5-neo@west.ntt.co.jp
URL: http://www.ntt-neo.com/service/ipcall/
見どころ

AQStage IP コールセンタサービスは、4 年連続シェア No1 、累計 28,000 席以上
の豊富な実績（ 2018 年 3 月現在）を有するクラウド型コールセンターサービスです。
豊富な実績で培ったノウハウを元に、お客様毎の要件に合わせたご提案をさせて頂
きます。デモもご覧頂けますので是非お越し下さい。

● AQStage IPコールセンタサービス

共
同
出
展
社

NTTマーケティングアクト

D-08 NTT ラーニングシステムズ

〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 NTT 西日本新京橋ビル
TEL: 0120-050-513
E-mail: cc_info@nttact.com URL: https://www.nttact.com/

●
●
●
●
●
●

NTTアドバンステクノロジ
NTTテクノクロス
NTTラーニングシステムズ

C-10 NTT ネオメイト

〒108-8202 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー17F

● CTBASE／AgentProSMART
● ForeSight Voice Mining

共
同
出
展
社

〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 NTT 西日本研修センタ本館4F

TEL: 06-6358-2817 FAX: 06-6358-5104
E-mail: bd-dept@nttls.co.jp
URL: https://www.lswest.jp
見どころ

「日々の業務に忙殺され、スタッフ育成が戦略的に行われていない」、
「 SV が一人で
仕事を抱え込んでいる」、
「重要性や緊急性の判断基準が曖昧で、優先すべき事案が
後回し」など、様々存在する現場の課題に対し、“ インバスケット手法 ” を用いた『疑
似体験型研修』で、マネジメント能力のスキルアップを図ります。

● インバスケットトレーニングによる
マネジメント研修
〜コールセンタSV層向け〜 NEW

共
同
出
展
社

NTTアドバンステクノロジ
NTTコミュニケーションズ
NTTテクノクロス

N-05 オウケイウェイヴ

ES向上/

働き方改革ゾーン

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
TEL: 03-5793-1197 FAX: 03-5793-1192
E-mail: sol-marketing@okwave.co.jp
URL: https://thanks-economy.com/gratica/
見どころ

ES 向上・働き方改革に新たな一手を。

ピアボーナス・メッセージングサービス「 OKWAVE GRATICA 」を展示します。
日々交わされる「ありがとう」の気持ちを 300 種類以上の豊富なテンプレートで表
現・共有・可視化。本サービスは無料で利用可能 ! ブースでデモを実演します。
ぜひお立ち寄りください。

● OKWAVE GRATICA NEW
● OKBIZ. for FAQ
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B-14 OKI

A-06 オー・エイ・エス

〒335-8510 埼玉県蕨市中央1-16-8 OKIシステムセンター
TEL: 048-431-2440 FAX: 048-420-7042
E-mail: shimizu863@oki.com
URL: https://www.oki.com/jp/ctstage/

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックスビル 6F

TEL: 03-6758-7320 FAX: 03-6758-7330
E-mail: decall-sales@oas.co.jp URL: https://www.oas.co.jp/
見どころ

見どころ

CTstage は、デジタルコミュニケーション向上のためのチャット機能や、働き方改
革のためのチャットボット機能、Google 音声認識との連携機能をサポートしまし

た。チャットボット、チャット、電話、音声認識の融合による顧客満足度向上と業務
効率化について、デモを交えてご紹介します。この機会にぜひお立ち寄りください。

● コールセンター向けCRMシステム「デコールCC.CRM3」
● クラウド型CRM「デコールCC.CRM3 for AWS」
「ごきげんカウンター」
● 感情の見える化、センターを元気にする
「ごきげんモニター」
● パソコン操作を動画で記録、再生できる
● 感情見える化でES向上を配慮したCRM「デコールCC.CRM3 + ごきげんカウンター」
● CTIツールバー「デコールCTI.View」
● CTIミドルウェア「デコールCTI.Base」

● CTstage 6Mi

F-19 オーシャン

ES向上/

働き方改革ゾーン

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 PMO 御茶ノ水5F

TEL: 03-3527-1899 FAX: 03-3527-1821
E-mail: info@norox.jp
URL: http://norox.jp/
見どころ

〒141-0031

東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル

TEL: 03-5740-7200
E-mail: kawachi@odk.co.jp
URL: http://www.odk.co.jp/

世界で 200000 社以上が利用しているクラウドベースのカスタマーサービスソフト
ウェア Zendesk 。
Zendesk Talk の通話データをテキスト化するアプリ等、様々なソリューションを
ご用意しております。

● Zendesk
● Zendesk Talk

● 除菌消臭ミスト
「ノロックス」

C-09 協和テクノロジィズ

通話音声テキスト化 NEW

F-12 KDDIウェブコミュニケーションズ

〒530-0016 大阪府大阪市北区中崎町1-2-23
TEL: 06-6363-8879 FAX: 06-6363-0017
E-mail: tkimura@star.kyotec.co.jp URL: https://www.kyotec.co.jp/
見どころ

高機能で低価格、柔軟なカスタマイズが可能な「 enerZingCRM 」をご紹介します。柔軟なカ
スタマイズ性により、運用にあわせた画面構成や機能を盛り込みたいなどのご要望に最適な
CRM です。また、電話をとる前にお客様の情報を確認できる ! AspireUX と連動した CTI ソ
フトウェア「 enerZingCTI 」をご紹介します。CTI と CRM の連動したデモンストレーショ
ンについてもご案内いたします。さらに、交換機とクラウドサービスを融合し、これまでにな
いコミュニケーションサービスを提供する「 enerZingConnect 」をご紹介します。
共
同
出
展
社

NEC

A-10 コムデザイン
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル8F

TEL: 050-5808-5500 FAX: 03-6380-8424
E-mail: imura@comdesign.co.jp
URL: https://comdesign.co.jp
見どころ

13000 席以上の稼働実績を持ち、既設 PBX やスマートフォンも利用できるコール
センター向けクラウド CTI「 CT-e1 ／ SaaS 」をご紹介します。顧客ニーズに無償
カスタマイズで応え、規模の大小にかかわらず多くのお客様にご利用いただいてい
ます。お気軽にお立ち寄りいただければと思います。

● CT-e1/SaaS

F-01 ODKソリューションズ

見どころ

“ 女性に響く ” 職場空間づくりを。空間がクリーンに潤う加湿型の新しい除菌消臭ミ
スト「ノロックス」のブースでは、コールセンターの職場環境改善の成功例等をご紹
介予定です。導入企業先の女性スタッフより高い評価を獲得。“ ウイルス・ニオイ・
花粉 ” 対策で、スタッフ様の働きやすい環境をサポートします。

● enerZingCRM
● enerZingCTI
● enerZingConnect NEW

導入実績 200 社 6000 席以上 ! 利便性を徹底的に追求したコールセンター向け
CRM「デコール CC.CRM3 」の特長・機能・効果を、ブースとセミナーでご紹介い
たします。センター業務の課題解決に向けて、進化し続ける CRM システムを是非
ブースにてご体験ください。他にも、AI、音声認識、感情解析などの応用ソリューショ
ンやコンサルティング等のサービスをご紹介いたします。

〒107-0062 東京都港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア10F
TEL: 050-3196-5867
E-mail: twilio@kddi-web.com
見どころ

Twilio は音声通話、メッセージング（ SMS ／チャット）、ビデオなどの様々なコミュ

ニケーション手段を、アプリケーションやビジネスへ容易に組み込むことのできる
クラウド API サービスです。初期費用不要な従量課金制、各種開発言語に対応、シ
ステム規模を問わず柔軟に対応させることができます。

● クラウドコミュニケーションAPI Twilio

E-10 サイシード
〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア15F
TEL: 03-6863-8671 FAX: 03-6863-8690
E-mail: matsuoka@sciseed.jp
URL: https://www.sciseed.jp/
見どころ

AI（人工知能）を活用し顧客との1to1コミュニケーションを可能とするチャットボッ
ト「 sAI Chat 」顧客の入力した自然文（≒話し言葉）を適切に捉え最適な回答を提示
する「 sAI Search 」というサービスを提供しております。
● sAI Chat
● sAI Search
● sAI FAQ Builder
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D-12 サイバーエージェント

C-01 JIEC

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 マークシティウエスト23F
E-mail: contact@ai-messenger.jp
URL: https://www.ai-messenger.jp/
見どころ

株式会社サイバーエージェントは、2016 年より人工知能を活用したチャットボッ
トサービスをご提供しております。各大学との産学連携を通して得た AI 技術をプロ
ダクトに反映させ、より品質の高いサービスを目指しています。
今回のブースでは、実際にチャットボットとのやり取りを体験出来るデモのご用意
やミニセミナーの実施も予定しておりますので、是非お立ち寄りください。

● AI Messenger

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル20F
TEL: 03-5326-3908 FAX: 03-5326-3332
E-mail: manabrain@jiec.co.jp
URL: https://www.jiec.co.jp/
見どころ

「manaBrain」は、高度な専門スタッフを置くことなく、業務部門のスタッフや
コールセンターの管理者が自らの手でチャットボットを賢く利用することが出来る
AI 問い合わせサービスです。また、検索に新たな気づきを与える AI 自然文検索サ
ービス「manaBrain Retriever」もご紹介します。

● AI問い合わせ対応サービス manaBrain
● AI自然文検索サービス

manaBrain Retriever

C-06 ジェネシス・ジャパン

見どころ

伊藤忠テクノソリューションズ
ニュアンス・コミュニケーションズ・ジャパン

A-12 GNオーディオジャパン

● Jabra Motion Office

見どころ

スカパーがアウトソーシング事業に進出、カスタマーセンター運営歴 20 年、直近
では 3 年で 50 億のコスト削減と品質向上を図った SPCC が、最新テクノロジー
と開発・運用ノウハウおよび高い接客力を持つオペレーター、全て備えたアウト
ソーシングコンタクトセンターの新しいかたち「スマートコンタクトセンター
OASIS 」をご紹介。

● スマートコンタクトセンターOASIS NEW
● 自動音声認識/AI活用ソリューション NEW

J-12 ゼータ

C-16 ゼンハイザージャパン
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル
TEL: 03-6406-8911 FAX: 03-3408-8940
E-mail: Kensuke.Kamata@sennheiser.com URL: http://www.sennheiser.co.jp
見どころ

ヘッドセットスピーカーとマイクの音声の品質は確実に異なります。ドイツブランドゼンハイザーはマイク
ロホンやヘッドホンといったオーディオ機器を世に送り続け、その結果 70 年に渡りプロオーディオ業界の
トップであり続けています。長年に渡り入出力双方のデバイスを専門に開発及び販売し続けてきたノウハウ
と実績を元に開発された、ゼンハイザー製のクオリティの高いヘッドセットを是非ブースでご体感下さい。
● スピーカーフォン SPシリーズ
エントリー Cultureシリーズ
UCモデル Culture Plus Mobileシリーズ
スタンダード Circleシリーズ
クラシック SH／CCシリーズ
プレミアム Centuryシリーズ
カジュアルエントリー SC100シリーズ NEW
Bluetooth無線耳かけ PRESENCEシリーズ
Bluetooth無線ヘッドセット MB Proシリーズ
DECT無線ヘッドセット SDWシリーズ

● 操作を画像で記録する証跡管理ソフトEkran

東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル8F
TEL: 0120-056-108
E-mail: grp-sales@spcc-sp.com
URL: http://www.spcc-sp.com

見どころ

●
●
●
●
●
●
●
●
●

見どころ

ジュピターテクノロジー株式会社は、オペレーターのユーザー操作を画像で記録す
るリーズナブルな証跡管理および情報漏えい防止製品 Ekran（エクラン）を展示し
ます。PC 操作を正確に再現することで「いつ」、
「誰が」、
「何をしたか」が一目瞭然、
また記録を再生することでオペレーターの教育や品質向上に活用できます。

〒141-0021

コンタクトセンター向けに設計 / 開発された「顧客対応への集中」を強力支援する
ヘッドセットをご紹介いたします。
ワイヤレスヘッドセットの三大課題（電波干渉／利用時間制限／セキュリティ）を解
消し、利便性を追求した Engage65 など、コールセンター業界のトレンドに応じて
多様な製品ラインナップを揃えております。

Jabra BIZ 2300
Jabra BIZ 2400 Ⅱ
Jabra Engage 65 NEW
Jabra Engage 50 NEW
Jabra PRO 925
Jabra PRO 935

働き方改革ゾーン

H-14 スカパー・カスタマーリレーションズ

〒105-0004 東京都港区新橋1-10-6 新橋 M-SQUARE 7F
TEL: 03-3575-5850 FAX: 03-3572-1881
E-mail: jabra-jp@jabra.com
URL: https://www.jabra.jp/

●
●
●
●
●
●

ES向上/

〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8F
TEL: 042-358-1250 FAX: 042-360-6221
E-mail: sales@jtc-i.co.jp
URL: https://www.jtc-i.co.jp/product/ekran/ekransystem.html

ジェネシス・ブースでは、世界 1400 社以上の導入実績を誇るクラウド型コンタクト
センター・サービス「 PureCloud 」やカスタマージャーニー分析 & オファリング・ツー
ル「 Altocloud 」をはじめとしたオムニチャネル・ソリューションをご紹介します。

共
同
出
展
社

SCSK
SCSKサービスウェア

N-01 ジュピターテクノロジー

〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14F
TEL: 03-5989-1430
E-mail: marketingjapan@genesys.com
URL: https://www.genesys.com/ja-jp

● Genesys PureCloud
● Genesys Altocloud NEW

NEW

共
同
出
展
社

ジェイドコーポレーション
共
同
出
展
社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-12-7 サニービル5B

TEL: 03-6228-3496 FAX: 03-6228-3498
E-mail: panfeng@zeta-inc.co.jp
URL: https://www.zeta-inc.co.jp/
見どころ

進化している各技術分野の最新状況を把握判断し、世界トップ企業の人工知能技術
を活用し、技術面もコスト面も、常に最適なソリューションを提案。チャットシナリ
オと学習チューニングが自分で完成できる。大幅コスト削減実現できる、導入費・月
額料安い、クラウド・オンプレミス両方対応

● CYBOP CALL NEW
● CYBOP CHAT NEW
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A-11 ソウル情報システム

B-10 テクマトリックス

ソウル市瑞草区瑞草大路42ギル 95 サムオビル3F
TEL: 821032235171 FAX: 82234655200
E-mail: munseok.ko@nsis.co.kr
URL: http://nsisco.com

〒108-8588 東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル

TEL: 03-4405-7836 FAX: 03-6436-3536
E-mail: crm@techmatrix.co.jp URL: http://fasthelp.jp/
見どころ

見どころ

ビジュアル IVR, CRM デザイナー ,
SNS による顧客相談［ LINE 、FACEBOOK 、TWITTER ］

● 次世代CRM
（顧客管理）
システム／FastHelp5
● FAQナレッジシステム／FastAnswer2
● くすり相談室向けCRMシステム／FastHelp Pe
● 自治体向け市民の声・広聴システム／FastHelp Ce
● 製薬ナレッジシステム／FastAnswer Pe
● チャット対応／FastChat
● LINE カスタマーコネクト連携ソリューション
● CRM・FAQシステムFastシリーズのクラウドサービス／FastCloud

● ビジュアルIVR
● SNSによる顧客相談
● CRMデザイナー機能
● 多国語サポート

C-18 テラスカイ

A-03 長塚電話工業所

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル 15〜17F
TEL: 03-5255-3410 FAX: 03-5255-5130
E-mail: info@terrasky.co.jp
URL: https://www.terrasky.co.jp/
見どころ

LINE と Salesforce を組み合わせ、CS 向上やコスト削減、業務効率化を実現する
コールセンター向けLINE連携サービス
「オムニチャネル LINK for LINE」
をご紹介!
コールセンターのシステム管理者様、CS マネジメントのご担当者様、経営企画部門
や経営者の方におすすめです。是非お立ち寄りください。

● コンタクトセンターシステムにLINEを組み込む「オムニチャネル LINK for LINE」
● 顧客中心の情報集約でCXを最大化する
「Salesforce Service Cloud」

C-14 日本アバイア

〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根 643-3
TEL: 044-850-1533 FAX: 044-850-1534
E-mail: hashimoto@nagatsuka.co.jp
URL: http://www.nagatsuka.co.jp/
見どころ

業務用ヘッドセットでは唯一の国産ヘッドセット、
そして、通話録音システム「 VCLog 」の展示を予定しております。
また、今回は新製品の対面録音マイク「ピアボイス（Pier Voice）」を初出展致します。
新製品にもご期待頂ければと思います。

● エンタープライズヘッドセット
「VCLog」
● 通話録音システム
● 対面マイク「ピアボイス（Pier Voice）」NEW

H-13 日本ブレケケ

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-7 赤坂溜池タワー
TEL: 03-5575-8822
E-mail: jpenquiry@avaya.com
URL: http://www.avaya.com/jp

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 2-36-10 ACN池袋ビル
TEL: 03-6915-2528
E-mail: info@brekeke.jp URL: https://www.brekeke.jp
見どころ

見どころ

アバイアブースでは業界標準レポーティングツール CMS をより便利に使いやすく、
見やすくする CC-One Portal 、複数のチャネルをまたいだ顧客動線情報を可視化
する統合デスクトップツール Avaya Workplaces 、オムニチャネル対応パッケー
ジ Avaya Oceana 、LINE 連携ソリューションなどをご覧いただけます。

● CC-One Portal
● Avaya Workplaces
● Avaya Oceana
● LINE連携ソリューション

顧客もオペレーターも専用アプリ不要で、全て WEB ブラウザのみでチャット BoT
からビデオ通話までが可能に ! 電話回線やハード Phone を使わない、
『働き方改
革』に最適な次世代のクラウド対応コンタクトセンター製品です。他にも Google 、
IBM Watson などの音声認識、音声合成と連携した、業務効率向上や人手不足解消
に直結する機能も展示しております。弊社製品がワールドワイドに利用されている
理由を是非、展示ブースにてお確かめ下さい。

●
●
●
●
●
●

C-06 ニュアンス・コミュニケーションズ・ジャパン
〒100-0011

東京都千代田区内幸町1-1-7 日比谷U-1ビル20F
TEL: 03-5521-6011 FAX: 03-5521-6012
E-mail: itsuo.asada@nuance.com URL: https://www.nuance.com/ja-jp/index.html
見どころ

ニュアンスは「声」をソリューションとして、音声認識、声紋認証の機能をお客さまのコンタクトセン
ターへ追加することを可能にします。音声認識については、オペレータと会話をしているように自然
な発話による IVR の実現、お客様とオペレータの会話を高精度でテキスト化をするための書き起こし
エンジンを提供いたします。また、声紋認証については、生体認証のひとつとして、声を使った本人確
認をご導入いただくことにより、セキュリティーを高め、本人確認に要する時間を短縮することが可
能になります。是非、弊社ブースにお立ち寄り頂き、音声認識・声紋認証の世界を体感してください。

● Nuance SecuritySuite 声紋認証
● Nuance Voice Platform／Recognizer
対話型音声認識IVR
● Nuance Transcription Engine
音声書き起こしエンジン

圧倒的な使いやすさが特徴の次世代コンタクトセンター CRM「 FastHelp5 」の特
長と機能を、ブース及びワークショップでご紹介いたします。CRM システムの他に
FAQ ナレッジシステム「 FastAnswer2 」もご紹介いたします。
オンプレ／クラウドどちらでもご提供可能ですのでお気軽にお立ち寄りください。

共
同
出
展
社

ジェネシス・ジャパン
伊藤忠テクノソリューションズ

Brekeke PBX
Brekeke CIM
Brekeke Ca
Brekeke CRM
Brekeke RFS
Brekeke UC
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Nextremer

H-13 Nextremer
〒175-0094 東京都板橋区成増1-30-13 トーセイ三井生命ビル7F/10F（受付）

TEL: 03-6915-6447
E-mail: info@nextremer.com
URL: https://www.nextremer.com/
見どころ

Nextremer が開発・提供するチャットボット構築サービス「 minarai CS Chat 」と、
日本ブレケケ様が展開するコールセンターソリューションの一つである『 Brekeke
CRM 』との連携サービスをご覧いただけます。顧客からの問い合わせを「 minarai
CS Chat 」が対応し目的別にオペレータへ連携、対話ログとともに対面での対応を
引き継ぐことが可能です。

● minarai CS Chat
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日本ブレケケ
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A-07 野村総合研究所
〒135-0042

東京都江東区木場1-5-15 タワーN棟17F
TEL: 03-6660-0606 FAX: 03-6660-0959
E-mail: ttl-exhibition@nri.co.jp
URL: https://www.traina.ai/

D-15 バーチャレクス・コンサルティング
〒105-0001

東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル8F
TEL: 03-3578-5322
E-mail: sales_info@virtualex.co.jp
URL: http://www.virtualex.co.jp/
見どころ

コールセンター経験を活かした自社開発の顧客応対履歴管理ソフト「インスピー
リ」、そのインスピーリの基本機能を短期間・低コストでご利用いただける「アイエッ
クスクラウド」を出展いたします。さらに加速的に進むチャットや AI などの活用検
討・導入など支援するコンサルティングサービスもご紹介。

●
●
●
●

TRAINA スマートナレッジ
TRAINA テキストマイニング
TRAINA VOICEダイジェスト
FAQナレッジ

C-15 日立システムズ
〒530-0004

大阪府大阪市北区 堂島浜1-2-1 新ダイビル
TEL: 06-6147-2190
URL: https://www.hitachi-systems.com/
見どころ

働き方改革を推進できるチャットボットを出展します。また、音声認識システムに
よりお客様の声を収集し、データ分析することで次期商品開発に活かしたという事
例もご紹介します。皆様のご来場お待ちしております !
・次世代コンタクトセンターサービス（チャットボット）
・コンタクトセンターサービス（ BPO ）

● 次世代コンタクトセンターサービス
● BPO

C-17 ファイン・インテリジェンス・グループ
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町3-14 アライズビル4F
TEL: 03-4550-1111 FAX: 03-5643-7378
E-mail: adias@fig.co.jp
URL: http://www.fig.co.jp/
見どころ

アウトバウンドシステムで数多くの実績のある『TELE-ALL-ONE Anywhere』に
クラウドタイプのラインナップを追加し、より簡単にスタートしていただけるよう
になりました。ぜひ、会場でご堪能ください。

● TELE-ALL-ONE
● TELE-ALL-ONE Anywhere Cloud NEW

F-17 不二家システムセンター
〒134-0088

東京都江戸川区西 葛 西 3-22-21
TEL: 03-5675-5562 FAX: 03-5675-5525
URL: https://www.fujiya-sc.co.jp/
見どころ

電話対応や入力作業を不二家システムセンターへアウトソーシングしませんか? 当
社はコールセンターだけでなく、不随する入力、売掛金管理、印刷発送も含め、業
務全体の請負が可能です。ブースでは他社との差別化だけでなく、安心・安全にア
ウトソーシングできるポイントについて等、事例を交え紹介させていただきます。

●
●
●
●

受注業務改善ソリューション
売掛金管理業務改善ソリューション
印刷発送業務改善ソリューション
データ入力改善ソリューション

● コールセンターCRM「inspirX 5（インスピーリ ファイブ）
」
● コールセンターCRMサービス「iXCloud（アイエックスクラウド）」
● アウトソーシングサービス
● IT導入+BPO構築コンサル支援サービス

E-01 ビーウィズ
〒163-1032

東京都新宿区西新宿 新宿パークタワー 32F

TEL: 0120-722-782 FAX: 03-5908-3156
E-mail: omnialink@bewith.net
URL: https://omnialink.jp/
見どころ

Omnia LINK はコールセンター向けトータルテレフォニーソリューションです。基
本の通話や管理機能はもちろん、AI を利用した通話音声のリアルタイムテキスト化
（音声認識）や、自然言語処理を活用した FAQ リコメンデーションなど次世代機能
を提供します。PBX のリプレイスを検討されている方や、最新鋭の AI を活用した
FAQ システムにご興味がある方は是非ともお立ち寄りください。
●
●
●
●

Omnia LINK／クラウド型IP-PBX
watchover／SV向けコールセンターマネジメントツール
seekassit／オペレーター向けFAQレコメンデーションツール
bowline／Omnia LINK対応 CRM

N-04 ファイン・インテリジェンス・グループ

共
同
出
展
社

アイブリット

AI（人工知能）
ゾーン

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町3-14 アライズビル4F
TEL: 03-4550-1111 FAX: 03-5643-7378
E-mail: tanomi@fig.co.jp
URL: http://www.fig.co.jp/
見どころ

名ばかりの AI とは一線を画した本格的 AI チャットシステム。オントロジーを利用
してチャット対話に必要な要素を明確にし、利用者の意図理解をして回答を返すこ
とが出来ます。また外部のデータ連携機能があり、Deep 、エラスティク、雑談等が
利用可能。さらに管理ツールにより利用者の反応分析、回答修正が簡単に行えます。
ぜひ、ご体験ください。

● ADIAS bot NEW

E-14 富士通
〒144-0051

東京都大田区西蒲田7-37-10 グリーンプレイス蒲田4F
TEL: 03-6810-2501
E-mail: kei1@fujitsu.com
URL: https://www.fujitsu.com/jp/services/knowledge-integration/chordship/
見どころ

『 CHORDSHIP 』は「 AI チャットボット」、
「 AI 適用コンサルティング」、
「有人チャッ
ト対応」を組み合わせた一気通貫のチャットボットサービスです。高い正答率が評価
されている富士通の AI チャットボットにより、顧客対応の自動応答を実現し「業務
生産性の向上」
・
「顧客体験価値の向上」に貢献して、最も効率的な運営を実現します。

● Customer Engagement Solution CHORDSHIP
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B-01 ブライシス

F-14 プラスアルファ・コンサルティング
〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル13F
TEL: 06-4706-5535 FAX: 06-4706-5536
E-mail: a-gotou@pa-consul.co.jp
URL: https://www.pa-consul.co.jp/
見どころ

FAQ を一元管理し、業務効率化を促す「アルファスコープ」。音声データを要約し、
後処理工数を削減する「見える化エンジン summario 」。蓄積される顧客の声を分

析する「見える化エンジン」。顧客応対から問合せ分析まで、コールセンターにおけ
る課題を 3 ソリューションで解決し、貴社のさらなる企業価値の向上を実現します。

共
同
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● 見える化エンジン
● 見える化エンジンsummario
● アルファスコープ

リンク

F-10 プレイド

C-11 丸紅情報システムズ

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 10F
TEL: 03-4405-7597
E-mail: hiroyuki.shimizu@plaid.co.jp
URL: https://karte.io/

〒169-0072

東京都新宿区大久保3-8-2 新宿ガーデンタワー
TEL: 03-4243-4300 FAX: 03-4243-4399
E-mail: msysgcp@marubeni-sys.com
URL: https://www.marubeni-sys.com/msys_omnis/

見どころ

今サイトにきている人が、どういう人かご存知ですか ?KARTE は、お客様の過去
から今までの体験をすべて繋げて可視化し、誰もが、簡単に、お客様を理解してオ
ンラインでコミュニケーションができるサービスです。深い顧客理解を元にした受
動的ではないサポートが、より良い顧客体験を創り、売上向上を実現します。

見どころ

Google Cloud Platform（ TM ）のソリューションを活用したコールセンター向け
の音声認識 ･AI ソリューション【 MSYS Omnis 】のご紹介。
チューニングレスで高精度の音声認識のデモは必見です !!
ぜひお立ち寄りください。

● MSYS Omnis

● KARTE
● KARTE Talk

F-17 三菱電機インフォメーションシステムズ

A-09 ミライト
〒135-8112 東京都江東区豊洲5-6-36 ヒューリック豊洲プライムスクエア

TEL: 03-6807-3147 FAX: 03-5548-1031
E-mail: casting@mirait.co.jp
URL: https://www.mrt.mirait.co.jp/
見どころ

ワークフォースマネージメントシステム「キャスティングテーブル 3.0 」をご紹介
致します。スマートフォンにも対応しました。オペレータのスマートフォンからシ
フトの確認・申請・追加応募がいつでも、どこでもでき、スケジューリングの利便
性が向上することにより、コンタクトセンターの働き方改革に貢献します。

●
●
●
●

N-03 モビルス

AI（人工知能）
ゾーン

〒141-0031

東京都品川区西五反田3-11-6 サンウエスト山手ビル5F
TEL: 03-6417-9523
E-mail: marketing@mobilus.co.jp
URL: https://mobilus.co.jp/
見どころ

モビルスブースでは、大手コンタクトセンターでも使われているチャットサポート
システム「モビエージェント」、手続の受付などを自動化する「 RPA チャットボッ
ト」、使いやすい AI チャットボットの学習プラットフォームや、音声自動応答など、
コミュニケーション領域の業務効率化を支援するソリューションをご紹介します。

●
●
●
●
●

モビエージェント
RPAチャットボット NEW
モビコンソール NEW
モビボイス NEW
モビキャスト NEW

CastingTable3.0
CastingTable3.0クラウド版
CastingTable3.0スマホ対応

エージェント評価システム

NEW

D-10 ユーザーローカル
〒108-0014 東京都港区芝5-20-6 芝520ビル5F
URL: https://www.userlocal.jp/
見どころ

チャットボットを提供しております。
コールセンターやヘルプデスクへのよくあるお問い合わせをロボットが代わりに
返答します。成功事例が業界内でも多数ございますので、ぜひお立ち寄りください !

● サポートチャットボット
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B-15 楽天コミュニケーションズ
〒158-0094

東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
TEL: 0800-600-5555
URL: https://comm.rakuten.co.jp/houjin/connectstorm/
見どころ

顧客エンゲージメントを高めるクラウドコンタクトセンターサービス「コネクト・
ストーム」を展示。真のクラウドPBXシステムをベースにオムニチャネル化を実現。
楽天グループの AI など最先端技術との連携が可能な拡張性と柔軟性、システム稼
働率 99.999％の高可用性サービス。ぜひデモにて製品を体感ください。

● コネクト・ストーム
● コネクト・ライブ

B-01 リンク
〒107-0052 東京都港区赤坂 7-3-37 カナダ大使館ビル1F
TEL: 03-5785-2255 FAX: 03-5785-2277
E-mail: pr@biztel.jp
URL: https://biztel.jp/
見どころ

センター運営・カスタマー対応の課題を解決する多彩な機能を展示します。通話録
音やリアルタイムモニターなどの基本機能はもちろん、Salesforce を始めとする
CRM・SFA との連携、音声認識 AI など最新のテクノロジーとの連携もデモンス
トレーションを実施。進化し続ける BIZTEL の今をぜひブースで体感してみてく
ださい。

● BIZTELコールセンター
● BIZTELコールセンター PCI DSS
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ブライシス

