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コールセンターデモ運営事務局 Email: visitor@callcenter-japan.com
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

イーコマースフェア/マーケティング・テクノロジーフェア運営事務局 Email: visitor@ecfair.jp

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル

TEL: 03-5296-1020

主催者インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社は、イベントの開催を通じて、環境、社会、
経済への責任や影響力を十分に認識し、市場がサステイナビリティを向上させるために貢献する
宜しくお願い申し上げます。
ことを目指します。皆さまのご協力を、

Walk the World− 募金のご協力をお願いします

概

要

キャップを集めて、ワクチンを贈ろう− ペットボトルキャップを回収しております

概

Informa社がSDGsへの取組として、全世界で毎年開催しているウォーキングイベン

トです。各国オフィスで開催し、参加者からの募金を各地の慈善活動団体に寄付してい
「ひとり親世帯支援」
ます。私たち、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社では、
「病児・障害児保育」など、子供の未来を守るための活動を行っている
「認定NPO法人
フローレンス」様へ募金を実施しています。
本取組にご賛同いただける方からの募金を随時受付けております。また、
「Walk the
World」へのご参加希望の方は、是非お問い合わせください。
2022年開催は、10月12日（水）、19日（水）、26日（水）を予定しております。

活動実績
過去6年間の開催において、社内外から
「計22,000人以上」の方にご参加いただき、歩
にもなります。
いた距離はおよそ
「地球5周分」
募金の金額は、累計で
「約1億5,000万円以上」
となり、多くの方々からの支持と賛同を
頂戴しています。

要

概

私たちはペットボトルのキャップを回収し、
ワクチンを開発途上国に贈る活動に賛同し
ております。
ペットボトルキャップは、
リサイクル資源として売却され、その利益を「認定NPO法人
世界の子どもにワクチンを 日本委員会」(JCV)に寄付をします。その後、
「国際連合児
と連携して、世界のワクチン工場に発注され、各国の予防接種会場
童基金」
（UNICEF）
にて子どもたちに届けられます。
世界の子どもたちの命を救うため、ペットボトルキャップ回収に、
是非ご協力ください。
※ 飲料のペットボトルキャップ以外は回収の対象外となります。

活動実績
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社、および主催展示会にて回収活動を行い、
ポリオや結核などのワクチンを届けております。
※主に贈っているワクチンや支援実績については、
以下をご覧ください。

©JCV

©JCV

募金先

認定NPO法人 フローレンス

認定NPO法人フローレンスは、
「訪問型病児保育」
「障害
児保育」
「認可保育事業」などを通じ、子育てと仕事の両
立支援のほか、子どもの貧困、虐待問題などのソーシャ
ルワーク事業に取り組んでいる団体です。
親子の笑顔をさまたげる社会問題への「小さな解」
を事業として生み出し、多くの親子が
救われるよう、社会問題解決のイノベーションを牽引していきます。皆様のご支援をお願
いいたします。

力

要

展示会場への資材運搬に使用し、廃棄される予定の「プチプチ」
を展示会場内
で回収し、川上産業株式会社に提供いたします。
資材の梱包に多く使われる
「プチプチ」は、通常 使い捨て資材 として認識さ
れることが多く、展示会においても資材の搬入時に大量の廃棄が発生していま
した。そのことに注目し、当初からループリサイクルの取り組みを推進されてい
た川上産業株式会社による協力のもと、今回、
インフォーマ マーケッツ ジャパ
ン株式会社の主催展示会における初めての取り組みとして、
リサイクル活動を
実施する運びとなりました。

協

力

川上産業株式会社（プチプチは川上産業株式会社の商標登録です）

川上産業株式会社の取り組み

https://www.jcv-jp.org/activity
https://www.jcv-jp.org/activity/countries

協

ループリサイクル− プチプチを回収しております

©JCV

認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）

1日4,000人、時間にして20秒に1人の赤ちゃんや子どもが、ワク
チンがないために予防可能な感染症で命を落としています。
「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」
（JCV）は、開発途上
国の子どもたちにワクチンを届け、彼らの命と未来を守る活動
「子どもワクチン支援」
を行う民間の国際支援団体です。
感染症のワクチンはとても安価です。例えば、
ポリオや結核のワ
クチンであれば1人分わずか20円。100円で5人の子どもたち
の命を救うことができます。大切な命を1人でも多く救うために、皆さまのあたたかい
ご支援をよろしくお願いいたします。

【使用済み包材を回収】
自社製品に限らず、お客様で使用済みと
なったポリオレフィン包材（プチプチ®やプ
ラパール®、ポリ袋、ストレッチフィルム等）
を回収し、製品の原料として生まれ変わら
せたあと、この原料を用いて製品を製造
し、再び同じお客様にお買い上げいただき
ます。
ご使用後のプチプチが、生まれ変わってま
たお客様のもとへ。
このリサイクルを、
「ループリサイクル®」
と名付けました。日
本全国のお客様および再生原料メーカーと協力してループリサイクル®の輪を
広げ、環境負荷の軽減に貢献します。
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日本アバイア ミライト

A-21
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展示会場内に設置されたスタンプを集めて
応募すると、豪華景品が抽選で当たります。
2名様

● 5名様：卓上扇風機

● 5名様：電動かき氷機
● 5名様：タンブラー

選べるペア体験ギフト

牛肉カタログギフト

家庭用ビールサーバー

テクマトリックス

B-27

Twilio Japan アドバンスト・メディア

ジェネシスクラウドサービス
イータイピング
伊藤忠テクノソリューションズ
カラクリ
アクセラテクノロジ

A-24

ラクス

スタンプ
スタンプ
ポイント
ポイント

A-25

B

A

スランプラリー抽選会

C-27

[ペア]

セミナー会場

● 10名様：コーヒーミックスギフト 10本入り
● 30名様：ギフト券 ￥1,000分

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

B

SNS キャンペーン （小間番号：C-08）

主催者事務局

Twitter公式アカウントの「フォロー&リツイート」で、ギフト券 500円分 が
各日先着 100名様・計 200名様に必ず当たります。
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セミナースケジュール

6月 23日 木

基 調 ：基調講演

無料

事例

特 別 ：特別講演

セミナー情報

：事例＆ソリューションセミナー

AI（人工知能）：AI（人工知能）セミナー

5年後 ：5年後のコンタクトセンター研究会

セミナー情報

WEB事前登録制ですが、お席に余裕がある限り、当日登録を承ります。講演開始10分前に、各セミナー会場まで直接お越しください。
セミナー会場A
C-1

セ ミ ナー会場 B

セミナー会場 C

セミナー会場 E
基 調

9:20▶10:10

E-1

セミナー会場 F
F-1

9:20▶10:10

スタバ流 感動体験 を生む人財育成と定着する組織作り

オウンドメディア＆ソーシャルメディアの
戦略設計における視点と考え方

トリプル・ウィン・パートナーズ
代表 目黒 勝道 氏

ネスレ日本
デジタルマーケティング部

ユニットリーダー

9:20▶10:10

「目的別」動画コンテンツ活用とKPI設定のポイント
中通 康太 氏

ワコール
マーケティング統括部 宣伝部 広告プランニング課

原 敬寛 氏

世界中、多くの顧客に愛され、支持されているスターバックスコーヒー。同業他社の追随を許さない高いホスピタリティを提供するスタッフは、
どのように育てるのか。コールセンターでも課題と
されている
「自立できる人材による自律組織」は、
どのように作るのか。感動体験を提供できる人材と組織作りについて、
スターバックスで培った経験をベースに解説いただきます。

A-2

事 例

10:30▶11:15

顧客体験を最大化する
攻めの次世代コンタクトセンター実現に必要なこと
トレジャーデータ
マーケティング マネージャー

A-3

小林 広紀 氏

クレジットカード決済を取り扱うMOTO/通販加盟店向け
最新の決済端末へのリプレースによる
【業務効率 爆上げとコスト削減 最新事例】
リンク
セキュリティプラットフォーム事業部
事業部長 滝村 享嗣 氏

A-4

事 例

12:45▶13:30

事 例

10:30▶11:15

グループセブジャパン
営業本部 Eコマース事業部 部長 山下 裕之 氏
アイテック阪急阪神
マルチメディア事業本部 第3営業部 担当部長 森田 勝彦 氏

B-3

事 例

11:35▶12:20

クラウド型コンタクトセンター・サービス「Genesys Cloud CX」
最新機能アップデート
ジェネシスクラウドサービス
EaaS 第２営業本部
アカウントエグゼクティブ 軽米 由希英 氏

B-4

ストラテジー分科会：
コミュニティからFAQまで
「テックタッチ」
「ロータッチ」の戦略的活用法

AI（人工知能）

モデレータ

C-4

事 例

13:15▶14:00

AIチャットボットで購入の機会損失を防ぎ、

澁谷 毅 氏

繁忙期の問い合わせも激減させた活用術とは？

10:30▶11:15

誰でも使えるデータ分析ツールで組織の
マーケティング力を強化するための心得
ヤフー
データソリューション事業本部 事業戦略部

事 例

11:35▶12:20

KDDIウェブコミュニケーションズ
Twilioマーケティング部 エバンジェリスト 高橋 克己 氏
リプロス
代表取締役 松尾 充泰 氏

F-3

部長

野口 真史 氏

11:35▶12:20

「コロナが落ち着いたら見に行きたい」という気持ちを育てる、
森美術館のSNSマーケティング戦略
森ビル
文化事業部 業務推進部 シニアエキスパート 洞田貫 晋一朗 氏

F-4

12:45▶13:30

12:45▶13:30

数百サイトで実践してきたECサイトの成功シナリオをあなたのサイトに
即実装。導入〜運用までおまかせで始める新しいウェブ接客のはじめ方。

京都・宇治のお茶屋さん「伊藤久右衛門」の中長期的SNS&
LINE運用術 〜Twitter・LINE・Instagram 時々 Facebook〜

プレイド
清水 博之 氏

伊藤久右衛門
人事広報室 マネージャー

平元 絵李子 氏

二上 浩一 氏

事 例

13:50▶14:35

E-3

T-falのEC戦略

いよいよコンタクトセンターも内製化の時代に。
小さく始めて大きく育てるコンタクトセンターとは。

E-4

ISラボ 代表 渡部 弘毅 氏

ユーザーローカル
コーポレートセールス リーダー

B-5

5 年後

11:45▶12:45

ヘイ カスタマーズ部門オペレーションズ本部 本部長 大貫 竜平 氏
アドビ カスタマーサービス＆サポート Japan & APAC 執行役員 本部長 辻 寿 氏

12:45▶13:30

部門長

C-3

関 翔太郎 氏

パネリスト

トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム部門

事 例

F-2

10:30▶11:15

サイシード
AI事業部 執行役員

トレジャーデータ
マーケティング マネージャー

13:50▶14:35

E-2

PKSHA Communication

チャットボットとボイスボットをオールインワンで実装！
「エフォートレス体験ツール」の決定版！

A-5

事 例

10:30▶11:15

グループセブジャパンが語る

顧客体験を最大化する
攻めの次世代コンタクトセンター実現に必要なこと
小林 広紀 氏

C-2

コールセンターの真の課題を特定・解決し
CXを加速するAIチャットボット・FAQと音声分析

テクニカルエンジニアリング部 カスタマーサクセスグループ
ナレッジエヴァンジェリスト 片岡 利之 氏
カスタマーサクセス マネージャー 近藤 浩之 氏
事 例

11:35▶12:20

B-2

コールセンターのDX化は顧客に何をもたらすのか？
CXを加速するFAQ・AIボイスボット活用

E-5

F-5

13:50▶14:35

13:50▶14:35

Avaya OneCloud CCaaSのご紹介

〜パブリッククラウドでアバイアが提供する全く新しいサービス〜

アウトバウンド業務をDX
〜顧客アプローチツールとしてのボイスボット活用〜

EC×D2C［新］時代へ、自社EC＋Amazon・楽天市場・
PayPay・成長モール全部活用でシェア確保モデルを急ぐ

粗利を制するものは小売経営を制す！
〜小売の生死を左右する「利益と在庫」の関係〜

日本アバイア
エンゲージメント ソリューション セールス
シニア ソリューション スペシャリスト 井出 透 氏

AI Shift
AIコールセンター
AI Messenger Voicebot事業責任者 田島 努 氏

いつも
DX戦略グループ 執行役員

フルカイテン
代表取締役 瀬川 直寛 氏

A-6

事 例

14:55▶15:40

よりよい顧客体験のため、コンタクトセンターからDXを実現
〜LINE連携、応対の自動化、データ統合の具体例のご紹介〜
OKI
ソリューションシステム事業本部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 部長 大島 浩 氏
OKIソフトウェア
DXビジネス推進本部 新事業推進統括部
プロモーションマネージャー 土田 久幸 氏

A-7

第四事業本部

関西営業部

副部長

嵐 祐治 氏

事 例

16:00▶16:45

デジタルツール導入のその前に
「お客様の声（VOC）」分析・活用してますか？
ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ
CXソリューション部 チーフプロデューサー

E-6

サイボウズ 執行役員 関根 紀子 氏
ヤフー マーケティングソリューションズ統括本部
第三営業本部セールスサポート部部長 吉谷 聡史 氏
BIGLOBE 営業統括本部 オムニチャネル推進室室長 土生 香奈子 氏

アクセラテクノロジ
営業推進グループ 稲葉 莉衣子 氏

B-7

5 年後

パネリスト

モデレータ

現場課題解決型のコンタクトセンターDX
〜AHT71％削減・応対件数5.4倍を成し遂げた業務の自動化〜
SCSKサービスウェア

事 例

14:55▶15:40

圧倒的な問題解決力向上を実現する 超 FAQ！
「本当に使える」ナレッジの整備法ご紹介

14:30▶15:30

マネジメント分科会：
目的設定、導線設計、人材育成――
ノンボイスチャネルのCXを高める３大要件

クリエイトキャリア
事 例

16:00▶16:45

B-6

C-6

薮田 絵美子 氏

C-7

立川 哲夫 氏

F-6

14:55▶15:40

14:55▶15:40

不正者に狙われやすい商材とは！？
売上拡大に潜む不正注文実態と対策

顧客とのデジタルコミュニケーションが自社EC成功の鍵
〜最新事例から見る自社EC成功へのロードマップ〜

かっこ

フューチャーショップ
取締役 セールス・マーケティング部
統括マネージャー 安原 貴之 氏

O-PLUX事業部 リーダー 相馬 陽一 氏

寺下 薫 氏

15:50▶16:50

ソリューション＆サービス分科会：
コンタクトセンターDX の構成要素に見る
「人材難時代のIT」投資&活用の要諦
パネリスト

SCSK ビジネスデザイングループ CXセンター 担当部長 稲田 徹 氏
アドバンスト・メディア CTI事業部 部長 今宮 元輝 氏

5 年後

E-7

16:00▶16:45

AI（人工知能）

【音声認識は「ゴール」ではなく「手段」です！】
〜会話型AI活用によるオペレータ業務DX支援〜
ユニフォア・テクノロジーズ・ジャパン
営業部 技術営業部長 佐藤 裕之 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

※掲載情報は2022年2
6月10日現在のものです。最新情報はオフィシャルWEBサイトにてご確認ください。尚、内容は都合により予告なく変更になる場合がございます。

F-7

16:00▶16:45

オンライン接客がもたらすきめ細かい顧客体験
新たな需要を創り出したフルーツギフトEC「蝶結び」の成功事例
レトロスペクト
代表取締役 杉下 峻吾 氏

セミナースケジュール

6月 24日 金

基 調 ：基調講演

無料

事例

特 別 ：特別講演

セミナー情報

：事例＆ソリューションセミナー

AI（人工知能）：AI（人工知能）セミナー

5年後 ：5年後のコンタクトセンター研究会

セミナー情報

WEB事前登録制ですが、お席に余裕がある限り、当日登録を承ります。講演開始10分前に、各セミナー会場まで直接お越しください。
セミナー会場A

セ ミ ナー会場 B

セミナー会場 C

セミナー会場 E
基 調

C-10 9:20▶10:10

〈対談〉withコロナの おもてなし と 感動 ホテルマネジメントに学ぶEXとCX両立の手法

B-11 10:30▶11:15

AI（人工知能）

事 例

C-11 10:30▶11:15

E-11

9:20▶10:10

ビッグデータを活用したECマーケティングの実践
花王
DX戦略推進センター ECビジネス推進部 部長 生井 秀一 氏

JAM TRADING

代表取締役 福嶋 政憲 氏
フューチャーショップ
取締役 セールス・マーケティング部
統括マネージャー 安原 貴之 氏

長引くコロナ禍で、センターの現場のスタッフの不満や不安も大きくなっています。殺伐とした雰囲気でのCS向上は容易ではありません。そうしたなか、
ホテルや百貨店などでは、直接の対面で
仕事をせざるをえないスタッフのモチベーション、体調を管理し、さらにおもてなしと感動を維持向上し続ける努力を続けています。長年、
グループ内のCSに携わっている清水氏に、ポイントを
解説いただくとともに、
コロナ禍でのセンター運営を取材してきたコールセンタージャパン編集部の矢島と
「ウィズコロナ時代のCX／EX」のあり方について議論します。
事 例

F-10

9:20▶10:10

コロナ禍でもリアル店舗を続々出店。
古着屋JAMが語る、
「本当に効く」オムニチャネル戦略とは？

オークラニッコーホテルマネジメント 運営支援本部 運営企画部 副部長 清水 絵里 氏
聞き手〉 リックテレコム 月刊コールセンタージャパン 編集長 矢島 竜児

A-11 10:30▶11:15

E-10

セミナー会場 F

F-11

10:30▶11:15

10:30▶11:15

顧客体験を最大化する
攻めの次世代コンタクトセンター実現に必要なこと

チャットボットとボイスボットをオールインワンで実装！
「エフォートレス体験ツール」の決定版！

通話分析・音声認識・教育支援・自動化でコンタクトセンターを変える！
〜在宅でのパフォーマンスも最大化するCX・EX・DXのコツとは〜

ECサイトにひそむ「隠れ損失」に気づいていますか？
事例で学ぶ、売上アップの鍵「サイト内検索」と「AI活用」の重要性

カゴ落ちを防ぎ、売り上げアップを目指す。
そのために必要な「ECにおける決済DX」とは？

トレジャーデータ
マーケティング マネージャー

トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム部門

リンク
取締役 BIZTEL事業部長

NTTレゾナント
スマートナビゲーション事業部
シニアコンサルタント 北岡 恵子 氏

ネットプロテクションズ
atoneグループ
VP of コンシューマーサービス・プランニング 杉山 崇 氏

小林 広紀 氏

A-12 11:35▶12:20

事 例

部門長

澁谷 毅 氏

事 例

B-12 11:35▶12:20

顧客接点の高度化を支援するCXサービス群「altcicrle」より、
おススメITの選び方／使い方をご紹介

顧客接点をデジタル化し、
コンタクトセンターの顧客体験を進化させる！

SCSK

Zendesk

ビジネスデザイングループ
CXセンター 担当部長 稲田 徹 氏

A-13 12:45▶13:30

パネリスト

事 例

B-13 12:45▶13:30

教育レベルの高いセンターが実践する「高効率リモート研修」とは
〜研修担当者の負荷削減、スタッフの理解度向上の方法〜

顧客体験を最大化する
攻めの次世代コンタクトセンター実現に必要なこと

リンク
取締役 BIZTEL事業部長 坂元 剛 氏
ブライシス
セールス・サポート部 塚本 恵 氏

トレジャーデータ
マーケティング マネージャー

A-14 13:50▶14:35

事 例

アルファコム 執行役員 垣内 隆志 氏
nijito カスタマーシップ部 古賀 光 氏
情報工房 ビジネスコンサルティング部門
執行役員 市木 円 氏

A-15

カゴメ マーケティング本部通販企画部フルフィルメントグループ
課長 松村 國臣 氏
損害保険ジャパン カスタマーコミュニケーション企画部
企画グループ 課長代理 福田 晋太郎 氏
モデレータ

コールセンタージャパン編集部 編集長 矢島 竜児
事 例

C-13 13:15▶14:00
進化し続けるコンタクトセンターでの音声認識と
最新デジタルシフト事例のご紹介

小林 広紀 氏

B-14 13:50▶14:35

事 例

11:35▶12:20

終わりなきCX向上に向けたDXへのあくなき挑戦と、
今 だからこそ打つ次なる一手

ヤッホーブルーイング
よなよなピースラボUnit（CRM設計・CXデザイン）
Unit Director 佐藤 潤 氏

ファンケル
通販営業本部 営業企画部

E-13

事 例

12:45▶13:30

F-13

部長

長谷川 敬晃 氏

12:45▶13:30

人とデジタルの融合によるコンタクトセンターの変革
〜品質管理マネジメントのDX化によって実現するCX,EXについて〜

実践者が伝える「BtoBマーケティング組織のつくり方」のリアル
〜売上見込貢献度24％に成長した取り組みとポイント〜

ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ
CXソリューション部
チーフプロデューサー 辻井 拓也 氏

コニカミノルタジャパン
マーケティングサービス事業部 MSマーケティング部
部長 富家 翔平 氏

E-14

Twilio Japan

GMOメイクショップ
CEC事業部 ブランド推進グループ 畔上 文昭 氏

コンタクトセンター・セールススペシャリスト 山田 聡 氏

B-15

14:55▶15:40

事 例

②ITの選び方・使い方〜FAQ編
「顧客の行動理解」から始まる 使えるFAQ への進化と活用の要諦
パネリスト

〜ボイスボットとチャットによる顧客対応の自動化事例〜

三井住友カード コールセンター（大阪）グループ長 槙場 有佑 氏
アスクル カスタマーサービス本部 LOHACOエンゲージメント 山田 和樹 氏

モビルス
代表取締役社長

伊藤忠テクノソリューションズ
情報通信第3本部 営業第2部 市村 尚寛 氏

ワイズアップ 代表

石井 智宏 氏

モデレータ

浮島 由美子 氏

[提供：ジェネシスクラウドサービス]
事 例

B-16 16:00▶16:45

事 例

DX実現のカギとなる体験価値とは？

いまさら聞けない〈AI・音声認識〉の基本と実際
クラウドPBXの現在地と可能性 〜本当の現場カイゼン〜

セールスフォース・ジャパン
クラウドセールス統括本部 Service Cloud営業本部 Service Cloud第三営業部
担当マネージャー 木下 裕司 氏
ソリューション・エンジニアリング統括本部 Cloud Specialist & Architect本部
Service Cloud Specialist 徳光 洋平 氏

ビーウィズ

Omnia LINKフィールド営業ユニット ユニットマネージャー 小笠原 大介 氏
Omnia LINKマーケティングユニット マーケティングスペシャリスト 久保 理徳 氏

特 別

C-16 15:50▶16:50

③「先輩のメールはなぜお客さまの心をつかむのか」の著者が語る
メール対応のプロに学ぶ 寄り添うメール の作り方
情報工房
代表取締役 宮脇 一 氏
ヒューマンリソース部門 トレーナー 前田 清美 氏
ヒューマンリソース部門 参事 小瀬 結 氏

nijito

カスタマーシップ部 部長

13:50▶14:35

［最前線］Amazon・楽天市場・PayPayモール＋成長モールを
全部活用して、早期にシェアを伸ばす戦略・先行事例を共有
いつも
DX戦略グループ 執行役員

立川 哲夫 氏

特 別

C-15 14:30▶15:30
事 例

F-14

13:50▶14:35

競争激化のEC市場。
EC事業者が打つべき次なる一手を大公開！

2030年、コンタクトセンターの未来と今
~現在取り組むべき課題とボイスボット活用事例~

〜サービスを「次の世界へ。」

F-12

11:35▶12:20

デジタルファースト！次世代顧客エンゲージメントを実践
〜ユーザ主導で構築可能なクラウド型CC統合ソリューション〜

DX推進の鍵は顧客体験（CX）向上と対応業務効率化

A-16 16:00▶16:45

E-12

ファンを起点に19期連続増収。
よなよなエール流 深く愛され続ける「ブランドづくり」と「絆づくり」

アドバンスト・メディア
CTI事業部 部長 今宮 元輝 氏

CRMとチャットコミュニケーション、LINE活用で広がるリピート
通販のコミュニケーションとは。〜nijito様運用事例のご紹介〜

14:55▶15:40

特 別

C-12 11:45▶12:45

①ITの選び方・使い方〜ボイスボット編
呼量削減とCX/CS向上を両立する最強のセルフサービス手法の効果

カスタマーサクセス本部
シニア カスタマーサクセスコンサルタント 大滝 徹也 氏

事 例

坂元 剛 氏

山下 未紗 氏

E-15

F-15

14:55▶15:40

14:55▶15:40

リアル店舗が提供するこれからの購買体験

UGC、動画、スタッフによるコンテンツ充実で
デジタル接客力を強化しOMO推進

東海大学
総合社会科学研究所Eコマースユニット
客員教授 小嵜 秀信 氏

visumo

E-16

16:00▶16:45

取締役

事 例

国内外の先進事例から学ぶ！カスタマーサービスからCX
（顧客体験価値）を高めるために重要なこと
ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ
CXソリューション部 チーフプロデューサー
ラーニングイット
代表取締役 畑中 伸介 氏

井上 雅博 氏

※掲載情報は2022年6月10日現在のものです。最新情報はオフィシャルWEBサイトにてご確認ください。尚、内容は都合により予告なく変更になる場合がございます。

F-16

井上 純 氏

16:00▶16:45

企業活動を続けるためのパーソナルデータの保護と活用
〜ブランド毀損を防ぐプライバシーへの対応〜
DataSign

代表取締役社長

太田 祐一 氏

A-25

アクセラテクノロジ

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー13F

TEL : 03-5793-5411
FAX : 03-5793-5412
URL : https://www.accelatech.com/
Email : market-g@accelatech.com
見どころ

アクセラテクノロジでは、FAQ に加えマニュアルや仕様書、過去の対応履歴、個々の持つ
ノウハウなど、社内に存在するあらゆる「ナレッジ」を統合的に活用し、問題解決力を高め
る仕組みを “ 超 ”FAQ と提唱しています。この “ 超 ”FAQ について、デモや事例を交えご紹
介します。

出展品目
● Accela BizAntenna
● Accela K-Board

B-01

アルファコム

〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町41-1 H1O神田3F

TEL : 03-5159-5510
URL : http://alfacom.jp/
Email : miyazaki@alfacom.jp
見どころ

【自動応答 / 有人チャット M-Talk】
現在のチャット機能に満足されていますか？
より良いチャット活用を目指すには！チャットのお困りごと解決します！
【感情解析を搭載した通話録音 Voistore TOV】
音声データは活用できていますか？
新機能の感情解析で顧客対応品質や OP の心理状況を把握できます！
実際にデモをご覧いただけます。お気軽にご相談ください！

出展品目

● 自動応答・チャットサポートシステム:M-Talk
（エムトーク）
● 通話録音システム（感情解析／音声認識／対面録音／画面録画）
：
VOISTORE TOV（ボイストア トブ）
● 働き方改革・社内コミュニケーションツール:LINE WORKS
（ラインワークス）
● インスタントウィンサービス:Atatter

共同出展社

オプテージ

B-27

アドバンスト・メディア

〒170-6042
東京都豊島区東池袋サンシャイン60 42F

TEL : 03-5958-1091
FAX : 03-5958-1033
URL : https://www.advanced-media.co.jp/products/service/amivoice-communication-suite
Email : ami-cti-events-ml@advanced-media.co.jp
見どころ

国内 No.1 の導入実績を誇るコンタクトセンター向け音声認識ソリューション AmiVoice
Communication Suite を出展いたします。
リアルタイムの音声認識デモンストレーションで高い認識精度やユーザの声を基に強化され
た最新機能をご確認ください。
また、応対品質評価＆レポートオプション AmiVoice CQM Assist や音声認識 IVR の新製
品 AmiVoice ISR STUDIO のご紹介もいたします。

出展品目

D-23

アトラス情報サービス

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜3-1-6 サン北浜ビル

TEL : 06-6231-0771
FAX : 06-6202-3690
URL : https://www.atlas-is.co.jp/
Email : watanabe_n@atlas-is.co.jp

見どころ
IP-PBX、IVR、通話録音などの電話機能や自由レイアウト可能な CRM をオールインワン
のクラウドサービスとしてご提供する
『 SD クラウド』
をご紹介させて頂きます。プレディクティ

ブ発信にも標準で対応しており、
インバウンドだけでなくアウトバウンドでもご利用頂けるサー
ビスです。皆さまのご来場をお待ちしております。

出展品目

● SoftDialer

● AmiVoice Communication Suite
● 音声認識IVR
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イータイピング

〒477-0031
愛知県東海市大田町郷中187 ホワイトプラザビル１Ｆ

TEL : 0562-32-8800
FAX : 0562-32-8802
URL : https://www.e-typing.ne.jp/
Email : simanuki@e-typing.ne.jp
見どころ

国内最大のタイピング練習サイト e-typing では、法人向けにタイピングスキル評価ツール
を提供しています。応募時のスキルチェック、採用時のスキルチェック、既存スタッフの定
期スキルチェックなど、必要なタイミングに、必要な場所で、タイピングテストができます。
●
●
●
●
●

出展品目
e-typing skill check
e-typing test
e-typing web kit
e-typing pro
e-typing contest
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伊藤忠テクノソリューションズ

〒105-6950
東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー

TEL : 03-6403-2204
URL : https://www.ctc-g.co.jp/
Email : sol1-cq@ctc-g.co.jp

見どころ
AI やチャットボットの導入検討が進む中、ボイスボットはどういう活用ができるのか。
ボイスボット導入、有人対応との棲み分けの仕方など、CTC-AICON の具体事例をご紹介
いたします。

出展品目

● CTC-AICON

共同出展社

ジェネシスクラウドサービス
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AI Shift

〒150-6122
東京都渋谷区渋谷 渋谷スクランブルスクエア22F

TEL : 050-5491-6222
Email : ono_ryohei@cyberagent.co.jp
見どころ

督促や予約のリマインド、申し込み直後のアプローチなど顧客に対しての必須の架電業務が負担に
なっているという企業の課題を解決するのがボイスボットによる自動架電です。
申込や予約など顧客アクションをトリガーにすることで、最適なタイミングでの架電が実現できます。
また、音声認識により、従来のオートコールでは実現できなかった柔軟なヒアリングが行えます。
本セミナーでは、顧客アプローチツールとしてのボイスボットのアウトバウンドでの活用方法につい
てご紹介させていただきます。

出展品目

● AI Messenger Voicebot
● AI Messenger Chatbot
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エクレクト

〒155-0031
東京都世田谷区北沢2-36-9 ベル下北沢3F

TEL : 03-6407-0706
URL : https://eclect.co.jp/
Email : info@eclect.co.jp
見どころ

コミュニケーションプラットフォーム「Zendesk」をはじめ、最短 2 週間でコールセンター
の立ち上げが可能な AWS と Zendesk による次世代コンタクトセンターパッケージなど、
スタートアップから大手まで業種業態を問わず、お客様の CX 向上を実現するサービスとソ
リューションをご提案します。

出展品目

● Zendesk- マルチチャネル対応のカスタマーサービスプラットフォーム
● クラウドコンタクトセンターパッケージ
（AWS×Zendesk）
● Surveypal - カスタマーエクスペリエンスアンケートシステム

共同出展社
Zendesk
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SCSK

〒135-8110
東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント

TEL : 03-5166-2500
URL : https://www.scsk.jp/
Email : cx-info@scsk.jp
見どころ

「altcircle」は日々進化する企業とお客様の顧客接点を高度化する CX（カスタマーエクス
ペリエンス）サービス、ソリューションの総称です。本展示会では「導入しやすくて使いや
すい音声認識＆電話基盤クラウドサービス」、「コンタクトセンターでの利活用にフォーカス
したテキスト分析ツール」、「web サポート KARTE とコンタクトセンターシステムとの連携
価値」、「FAQ メンテナンス劇的効率化手法」など、センター DX を促進する IT の選び方、
及び、使い方をご紹介いたします。
●
●
●
●
●
●

出展品目

顧客接点を高度化するCXサービス「altcircle」
月額15000円〜！音声認識＆電話基盤クラウドサービス「PrimeTiaasSharePack」
Webとコールセンターを連携しお困りごとを早期解決！「PrimeTiaas for CX」
業務効率化＆ＶＯＣ分析につなげる音声認識システム「AmiVoice」
センターDX＆VOC分析、両方促進できるテキスト分析ツール「VOiC Finder」
AI 対話型多言語対応チャットボット「PrimeAgent」

共同出展社
SCSKサービスウェア
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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 : 03-6890-2540
URL : https://www.scskserviceware.co.jp/
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NEC

〒108-8001
東京都港区芝5-7-1

URL : https://jpn.nec.com
見どころ

信頼と実績を備えた UNIVERGE ContactCenter シリーズ、人のチカラを最大化する AI
「NEC the WISE」を活用した新しいソリューション（自動応答、音声解析）に加えて、ク
ラウドサービスなど幅広くご紹介します。
デジタルトランスフォーメーション（DX）や働き方改革を見据えた、NEC のソリューション
をぜひ体験ください。

共同出展社
SCSK

出展品目
● 1.中大規模コンタクトセンタープラットフォーム「UNIVERGE ContactCenter シリーズ」
● 2.クラウド型コミュニケーションサービス
「UNIVERGE BLUE」
● 3.独自の音声認識技術を活用したDX支援サービス
「NEC Enhanced Speech Analysis - 高性能音声解析 -」
● 4.AI技術を活用したチャットボット
「NEC 自動応答」
● 5.コミュニケーションサーバ
「SV9500CT」
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NTTコミュニケーションズ

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島3-1-59 NTTテレパーク堂島第一ビル 8F

見どころ
NTT コミュニケーションズでは、クラウドベースのコンタクトセンターサービス「Amazon
Connect」を中心に、セキュリティの強化や運用状況の可視化などを実現するサービスを

提供します。在宅勤務にも対応した次世代型コンタクトセンターを簡単かつスピーディーに
構築することが可能です。
●
●
●
●

出展品目
Amazon Connect
Your Connect
ID Federation

コンタクトセンターKPI管理ソリューション
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ＮＴＴビジネスソリューションズ

〒534-0024
大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 NTT WEST i-CAMPUS B棟8F

URL : https://www.nttbizsol.jp/service/ipcall/
Email : aqstage_ipcc@west.ntt.co.jp

見どころ

ＮＴＴビジネスソリューションズブースでは、在宅 / デジタルシフトを実現する新基盤「ONE
CONTACT Network」をはじめ、オール・イン・ワンのクラウド型コンタクトセンターソリュー
ション「オムニチャネルプラン」をご紹介。新たにラインアップした AI を活用したボイスボッ
トサービスやセキュリティソリューションもデモを交えてご紹介します。 ぜひお立ち寄りくだ
さい。

出展品目

● Aqstage IPCC オムニチャネルプラン
● Aqstage IPCC ONE CONTACT NetworK

共同出展社

ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ
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OKIソフトウェア

〒335-8510
埼玉県蕨市中央1-16-8 OKI蕨システムセンター

TEL : 048-420-5210
URL : https://www.oki-osk.jp/product/crm/
見どころ

コンタクトセンター向けの「つかいやすさ」と顧客情報を中心とした DX を実現する『 enjoy.
CRM Ⅲ』。
MS Office や Dynamics 365 とのリアル連携で、すばやく適切な顧客対応と業務への追
従を全ての部門に提供します。
より良い顧客接点としてポータルサイトやチャットボット、効率化を実現した音声認識などと
連携したソリューションをご紹介します。

出展品目

● enjoy.CRMⅢ
● Microsoft Dynamics 365
● Microsoft Power Platform

共同出展社
OKI

C-17

ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ

〒534-0024
大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82

TEL : 048-431-2440
FAX : 048-420-7042
URL : https://www.oki.com/jp/ctstage/
Email : ctstage-seminar@oki.com

見どころ

コンタクトセンターをはじめ、様々な顧客接点で培ったノウハウと、最新技術を活用したデジ
タルソリューションで顧客体験（CX) をデザインします。① CX 向上のための戦略立案・策
定を行う「CX コンサルティング」② AI を活用した CX 達成度の自動評価を実現した「デジ
タル品質評価」③お客様の声から課題抽出〜施策実行まで行う「VOC 分析」など

出展品目

コンタクトセンター運営アウトソーシング
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・コンサルティング
高度FAQコンサルティング

●
●
●
●
●

出展品目
CXコンサルティング
CDP（カスタマーデータプラットフォーム）
マーケティングオートメーション

オプテージ

〒540-8622
大阪府大阪市中央区城見2-1-5 オプテージビル

TEL : 0120-944-345
Email : biz-support@optage.co.jp

見どころ
AI チャットボット、有人チャットに加え、音声のリアルタイムテキスト化や AI 自動要約などの
機能を有したオペレーター支援サービスといった「Enour シリーズ」をご紹介しております。

また、在宅コールセンター実現を促進するためのセキュリティサービスも展示予定！
デモをご覧いただけますので、ぜひ当社ブースへお越しください！

出展品目

Ｅｎｏｕｒ
Ｅｎｏｕｒ
Ｅｎｏｕｒ
Ｅｎｏｕｒ

共同出展社

アルファコム

出展品目

● CTstage 7DX
● CTstage Cloud

デジタル品質評価ソリューション

共同出展社

●
●
●
●

見どころ

音声とチャットを 1 つのプラットフォーム上に統合することで、ボイスノンボイス統合と LINE
連携を実現しました。お客様からの応対履歴の一元管理やオペレーター同士の連携をスムー
ズにする OKI のコンタクトセンターソリューションをご紹介します。

ONE CONTACT Network

ＮＴＴビジネスソリューションズ
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OKI

〒335-8510
埼玉県蕨市中央1-16-8 蕨システムセンター

TEL : 06-6490-0501
Email : cc_info@nttactprocx.com

●
●
●
●
●
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ＡＩＣｈａｔＳｕｐｐｏｒｔ
（ＡＩチャット）
ＣｈａｔＳｕｐｐｏｒｔ
（有人チャット）
ＣａｌｌＡｓｓｉｓｔａｎｔ
（オペレーター支援）
ＲｅｍｏｔｅＳａｆｅｔｙ
（在宅ワーク支援）

共同出展社
OKIソフトウェア
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カラクリ

〒104-0045
東京都中央区築地2-7-3 Camel 築地 II 5F

TEL : 03-4405-1884
URL : https://karakuri.ai/
Email : y.tamura@karakuri.ai

見どころ
Web 上でのお客様のお困りごとを AI が予測して、最適な接客対応を自動で実行する
「KARAKURI hello」を初展示します。従来のチャットボットは聞かれたことに答える「受
け身」の対応でしたが、「KARAKURI hello」を使うことで、自己解決率がさらに高まり、
CX 向上に貢献できます。

●
●
●
●

出展品目
KARAKURI chatbot
KARAKURI smartFAQ
KARAKURI talk
KARAKURI hello

D-16

ギグワークスクロスアイティ

〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟

TEL : 03-6758-7320
URL : https://gigxit.co.jp/
見どころ

リリースから 20 年を越えて、さらに進化したコールセンター向け CRM システム「デコー
ル CC.CRM ３」、モバイルを活用したフィールドサービス向けシステム「デコール Field
Support」、コールセンター業務やフィールドサービス業務、通販ビジネス等を支える周辺
サービスをご紹介します。ギグワークスグループのトータルサービスを是非ご覧ください。

●
●
●
●
●

出展品目

コールセンターCRMシステム「デコールCC.CRM３」
コールセンター運用支援サービス
デコール音声認識AIエンジン
デコールTeleworkオプション
テレワーク環境構築支援サービス
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●
●
●
●
●

フィールドサービス向けクラウド「デコールField Support」
オンサイト設置・設定サービス
LTV向上オールインワンパッケージ「通販LINKS」
メタバース・オンライン店舗サービス
メタバース・テレワークセンター運用サービス

サイシード

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー19F

TEL : 03-6871-8691
FAX : 03-6866-2050
Email : support@sciseed.jp
見どころ

「サイシードは、問い合わせ効率化をデザインする会社です」
自社開発の AI エンジンを用い、AI チャットボットや最先端の FAQ システムを提供します。
コールセンターに眠るログを音声解析し、問い合わせの現状を見える化します。
ヘルプデスクへの呼量削減や、社内ナレッジマネジメントについてぜひご相談ください。

出展品目

● sAI Chat
● sAI Search
● sAI Voice Analyzer
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Cloopen

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル304

TEL : 03-4588-0088
URL : https://simpleconnect.net/
Email : sakae_matsumura@cloopen.co.jp
見どころ

『 SimpleConnect 』はクラウド型コンタクトセンターシステムです。
コールセンター以外でもリモートワークにて在宅での代表電話対応などいつでもどこでも電
話対応が可能です。また、音声認識・チャットボット・メール・SMS などをオムニチャネル
で一括管理・運用もできます。
デモ環境も用意しておりますので是非 A-01 ブースにお立ち寄りください。

出展品目

● SimpleConnect
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ジーネクスト

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-7-1 ロックビレイビル5F

TEL : 03-5962-5170
FAX : 03-3265-3443
URL : https://discoveriez.jp/
Email : voc-for-all@gnext.co.jp
見どころ

【導入企業 100 社以上！顧客対応なら Discoveriez】
お客様相談室、サポートセンター、コールセンターなどコンタクトセンターへのシステム導
入一筋 20 年！
汎用性・カスタマイズ性の高さを実感してください！

出展品目

● Discoveriez
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KDDIウェブコミュニケーションズ

〒107-0062
東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山10F

TEL : 03-6371-1900
Email : tomoki.katsu@kddi-web.com
見どころ

本ブースでは、自社システムに電話や SMS、ビデオ、チャット機能などを素早く実装できる
クラウドコミュニケーション API 「Twilio」を活用事例と共にご紹介いたします。電話業務
の効率化や新たなコミュニケーションチャネルの開発にお悩みの方は、ぜひお立ち寄りくだ
さい。

出展品目

● Twilio
● Twilio Flex
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ジェネシスクラウドサービス

〒105-6923
東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

TEL : 03-5989-1430
URL : https://www.genesys.com/ja-jp
Email : marketingjapan@genesys.com
見どころ

ジェネシスでは、迅速なイノベーション、拡張性、柔軟性を備えたオールインワンのクラウド
型コンタクトセンター・プラットフォーム「Genesys Cloud CX」をご紹介します。共感性
のある顧客体験を生み出す、デジタル、AI テクノロジー、ワークフォース・エンゲージメン
トの各機能をデモを交えてご覧いただきます。

出展品目

● Genesys Cloud CX

共同出展社

伊藤忠テクノソリューションズ
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スカパー・カスタマーリレーションズ

〒141-0021
東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル

TEL : 0120-056-108
URL : https://www.spcc-sp.com/

見どころ

衛星放送のスカパー！をはじめ、EC・飲食・メーカーなど 25 社以上のセンター運営ノウハウ
を活かしたコンタクトセンターサービスを提供。課題を解決しながらセンター立ち上げ、ビ
ジネス成長に貢献いたします。BPO はもちろんコンサルティングも対応しています。センター
運営やお客様対応のお悩みはぜひご相談ください！
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Zendesk

〒104-0031
東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン

TEL : 050-3205-0769
URL : https://www.zendesk.co.jp/
Email : zendeskjp@zendesk.com
見どころ

メールや Web フォームからの問い合わせだけでなく、Facebook や Twitter、チャット、
電話など複数のチャネルで受ける顧客からの問い合わせを集約してチケット化。ステータス
の確認、優先順位付、効率的な対応をサポートする Zendesk 製品を、問い合わせ情報を
知識化するための FAQ サイト構築ツールとあわせて紹介しています。

出展品目

● Zendesk Suite

共同出展社

エクレクト

B-25

Twilio Japan

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

TEL : 050-3196-5777
URL : https://www.twilio.com/ja/
Email : info_japan@twilio.com

見どころ
Twilio では、電話、チャット、SMS など、マルチチャネル対応クラウドコンタクトセンター
ソリューション「Twilio FLEX」を中心に、コンタクトセンターで必要とされる様々なコンタ

クトチャネルのユースケースをご覧いただけます。また、定期的なブースプレゼンテーション
も行いますので、是非お立ち寄り下さい。

●
●
●
●
●
●

出展品目
Twilio Flex
Twilio SendGrid
Programmable Voice
Programmable SMS
Verify
Programmable Video
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トゥモロー・ネット

〒140-0002
東京都品川区東品川3-28-25 プロロジスアーバン東京品川1 3F

TEL : 03-6810-4990
FAX : 03-6810-4991
URL : https://www.tomorrow-net.co.jp/
Email : cat-ai.info@tomorrow-net.co.jp
見どころ

「CAT.AI」は新しい「スマートチャネル時代」の企業とユーザー間のエフォートレスなコミュ
ニケーションを実現するツールです。ボイスボットとチャットボットをオールイワンで提供する
ため、ユーザーがデバイスやシーンに捉われず、フリースタイルなコミュニケーションの世
界が広がります。多種多様な標準機能を実装しており、複雑な対話処理もノンコーディング
で実装可能です。
「CAT.AI」でスマートな CX をデザインしてみてください。

出展品目

● ＣＡＴ．
ＡＩ
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テクマトリックス

〒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
URL : https://fastseries.jp/
Email : crm-marketing@techmatrix.co.jp
見どころ

圧倒的な " 使いやすさ " が特徴のコンタクトセンター CRM 及び FAQ ナレッジシステムで
あるパッケージソフトウェア「FastSeries」をご紹介いたします。シナリオ型チャットボット
機能を搭載した「FastChat」も実際の画面でご覧いただけますのでお気軽にお立ち寄りく
ださい。全製品オンプレ／クラウドどちらでもご提供可能です。

●
●
●
●
●
●

出展品目

コンタクトセンターCRM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
地方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
Webチャットシステム／FastChat

B-19

長塚電話工業所

〒213-0031
神奈川県川崎市高津区宇奈根 643-3

URL : https://nagatsuka.co.jp/
Email : ndksales@ml.nagatsuka.co.jp

見どころ

コールセンター業界では唯一の業務用国産ヘッドセットエンタープライズ
他のヘッドセットと違い 6 色のバリエーションをそろえる事で業界シェア 20% 以上を獲得し
ています。
また国内 20,000ch を超える導入規模を誇る通話録音システム VClog も
小規模向け新パッケージをリリースしました。

●
●
●
●
●

出展品目

長塚電話工業所製ヘッドセット『エンタープライズ』
通話録音システムVClog
小規模向け録音システムVClogーMini
録音アダプター『NS4U』
対面マイクピアボイス

A-18

日本アバイア

〒107-0052
東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

B-22

PKSHA Communication

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル7F

URL : http://www.avaya.com/jp
Email : jpenquiry@avaya.com

TEL : 03-6859-7770
FAX : 03-4335-7694
URL : https://com.pkshatech.com/
Email : pkcom_marketing@pkshatech.com

見どころ
Avaya OneCloud CCaaS は、パブリッククラウド上で提供されるアバイアの全く新しいコ

見どころ
10 年連続国内シェア No.1 の FAQ システム「OKBIZ.for FAQ」を始めとするサポートソ
リューション「OKBIZ.」シリーズと AI チャットボット
「BEDORE」を展示しています。顧客ニー

ンタクトセンターソリューションです。小規模でも、デジタルチャネルだけでも、低価格です
ぐに始めることが可能で、音声、ビデオ、チャット、メッセージングなどを簡単に接続し、あ
らゆるタッチポイントで顧客と従業員にスムーズなエクスペリエンスを提供します。また、チー
ム、リソース、インサイトを結集して、コンタクトセンターのパフォーマンスとエクスペリエ
ンスを最大化します。是非アバイアブースで体験してください。
●
●
●
●
●
●

出展品目
Avaya OneCloud CCaaS

在宅エージェントソリューション
Google Cloud CCAI連携ソリューション
Agent MAP Web版
StationLink Web版

CC-One Portal ver.2.3

B-17

ビーウィズ

〒163-1032
東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー32F

TEL : 0120-722-782
URL : https://www.bewith.net/
Email : omnialink@bewith.net

見どころ
SV とオペレーターの業務効率化・在宅コンタクトセンターを実現する、クラウドコールセン
ターシステム「Omnia LINK（オムニアリンク）」をご紹介しています。
コールセンター運営、クラウド PBX 導入、コールセンター業務改善など、幅広くご相談い
ただけます。是非お立ち寄りください。

出展品目

● Omnia LINK

ズに対応し顧客体験を向上させながらサポート業務のコスト削減と業務効率化を実現します。

●
●
●
●
●

出展品目
OKBIZ. for FAQ
OKBIZ. for Helpdesk Support
OKBIZ. for AI Chatbot
BEDORE Conversation
BEDORE Voice Conversation

C-14

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 : 03-4550-0777
URL : http://www.fig.co.jp/
Email : tanomi@fig.co.jp
見どころ

コールセンターで使うことを意識し、コールセンターの仕組みを踏襲した有人チャットって何
が違うのか！コールセンター屋が、本気で考え作りました。最新のクラウド型チャットサービ
ス『 ADIAS Chat 』に触れてください。今回は、オールラウンド コールセンターシステム
『 TELE-ALL-ONE 』と『 ADIAS Chat 』で、ワンストップを体感いただけます。

出展品目

● TELE-ALL-ONE
● ADIAS Chat

A-08

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
URL : https://www.virtualex.co.jp/
Email : sales_info@virtualex.co.jp
見どころ

顧客応対に必要な標準機能を備え、さまざまな外部システムと API 連携できるコールセン
ター CRM（サブスクとしても提供可）、AWS を活用したコールセンタークラウドサービス、
AI・チャットボットなど有効活用するコンサルティング支援サービス、分散センターの構築を
支援するソリューションなどをご紹介します。

●
●
●
●
●
●

出展品目

コールセンターCRM
「inspirX 5
（インスピーリ）」
CRMクラウドサービス「iXClouZ（アイエックスクラウズ）」
コールセンター高機能化のためのコンサルティング
CC拠点分散化による採用難/BCP/SDGs対応ソリューション
Amazon Connectを活用したコンタクトセンタークラウドサービス「Connectrek（コネクトレック）」
問合せセルフ化推進CC-DXサービス

B-09

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

西葛西KYUビル4F
TEL : 03-5675-5562
FAX : 03-5675-5515
URL : http://www.fujiya-sc.co.jp
Email : chiharu.nakajima@fujiya-sc.co.jp

見どころ

コロナ禍によるリモートワーク、実現できていますか？当社は、コールセンターだけではなく、
受注業務や経理系業務、印刷発送業務やデータ入力業務まで幅広い事務業務の対応が可能
です。一度は落ち着いた新型コロナウイルスの第 7 波が警戒される今こそ、当社のアウトソー
シングを活用し出勤率抑制を実現させましょう！
●
●
●
●

出展品目
受注業務/コールセンター BPOサービス
財務経理系業務 BPOサービス
印刷発送業務 BPOサービス
データ入力業務 その他 BPOサービス

共同出展社

三菱電機ITソリューションズ

B-06

ブライシス

〒107-0062
東京都港区南青山 南青山東急ビル3F

TEL : 03-4590-3500
URL : http://www.brisys.co.jp/
Email : info@brisys.co.jp

B-09

三菱電機ITソリューションズ

〒164-0012
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー25F

TEL : 03-5309-1403
FAX : 03-5309-1487
URL : https://www.mdsol.co.jp/lp/melfos/
Email : yamaguchi.genta@mdsol.co.jp
見どころ

出展品目

● BIZTELコールセンター
● BIZTEL shouin

お客様の FAX 受注業務を支援する統合パッケージ「MELFOS on Demand」を出展して
おります。ブース内では、オペレーター様が実際に使用する実機 ( サンプル ) と導入後の運
用イメージを分かりやすく説明している動画を展示しております。 FAX 受注業務でお困りの
企業様は是非弊社ブースへ足を運んでいただければ幸いです。

出展品目

● MELFOS on Demand

共同出展社

リンク

A-20

ミライト

〒135-8112
東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア10F

TEL : 03-6807-3147
FAX : 03-5548-1031
URL : https://mrt.mirait.co.jp/solution/castingtable/
Email : casting@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「Casting Table3.0」をご紹介いたします。高精度
の呼量予測から最適な勤務シフトの作成、エージェントのスキルを考慮したスケジューリング
の最適化などにより、運営コスト削減とサービス品質向上を同時に実現します。 2022 年 7
月頃次期バージョン発売予定。
●
●
●
●

出展品目
CastingTable3.0
CastingTable3.0クラウドサービス版
CastingTable3.0スマートフォン対応
エージェント評価システム

共同出展社

不二家システムセンター

A-13

ユーザーローカル

〒141-0032
東京都品川区大崎 2-11-1 大崎ウィズタワー4F

TEL : 03-6420-0802
FAX : 03-6435-2116
URL : https://chatbot.userlocal.jp/
Email : terasawa@userlocal.jp
見どころ

ユーザーローカルの「サポートチャットボット」「AI FAQ システム」はお客様・社員からの
問い合わせ対応を AI を活用して自動化する法人向けのクラウドサービスです。
別事業の SNS 分析ツールを提供してきたノウハウを生かし、高度な自然言語処理を可能に
した独自開発の AI を搭載しております。それによって高い回答精度を誇り、さらに専任チー
ムによる手厚いサポートもあるため、実際に成果つながっている事例が 30 社以上ございます。
【成果事例 35 選】

https://chatbot.userlocal.jp/document/casestudy/
出展品目

● サポートチャットボット
● AI FAQシステム

C-15

ユニフォア・テクノロジーズ・ジャパン

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-2-1 神田スクエア11F

TEL : 03-6820-1298
FAX : 03-6820-1297
URL : https://jp.uniphore.com
Email : infoJP@uniphore.com
見どころ

単なる通話テキスト化だけでなく会話型 AI による要約など、オペレータ業務支援ソリューショ
ンをご紹介します。通話中、通話後にどのように処理が行われオペレータの負担を軽減でき
るのか、デモをご用意しておりますので是非お立ち寄りください。

出展品目

● U-Assist
● U-Analyze
● U-Self Serve

A-24

ラクス

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿2F
（総合受付）

TEL : 03-5369-8487
FAX : 0120-825-348
URL : https://www.rakus.co.jp/
Email : rakutel@rakus.co.jp
見どころ

コールセンター特化型 CRM システムをご案内しております。 各種資料やモニターも用意し
ますので、実際の操作画面を体験していただけます。 電話管理〜顧客・チケット管理〜集計・
分析まで一気通貫でご案内できますので、ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。

出展品目

● 楽テル

D-14

リコージャパン

〒104-6042
東京都中央区晴海1-8-10 晴海オフィスタワーＸ42F

TEL : 090-5360-0147
URL : https://www.ricoh.co.jp/service/ai-for-work
Email : zjc_shigoto-ai@jp.ricoh.com
見どころ

リコーの自然言語処理 (NLP) の AI 技術で VOC データを分析し業務の DX 化を支援する
「仕
事の AI」サービスをご紹介！「文章データ」から情報を抽出する「テキストマイニング」技
術と比較し、単語ベースの条件設定が不要で、AI により人が文章を解釈するのと同じように
コンテキストを捉える機能をぜひご覧下さい！

出展品目

● 仕事のAI お客様の声
（VOC）
シリーズ
● RICOH ニーズ分析サービス Basic
● RICOH 品質分析サービス Standard for 食品業

B-06

リンク

〒107-0061
東京都港区北青山2-14-4 アーガイル青山14F
［青山ベルコモンズ跡］

TEL : 03-5785-2255
FAX : 03-5785-2277
URL : https://biztel.jp/
Email : pr@biztel.jp
見どころ

導 入 社 数 2,000・稼 働 席 数 40,000 を突 破。 5 年 連 続シェア No.1 のクラウド型 CTI
「BIZTEL」。ブースでは豊富な機能が備わる最新バージョンを展示。通話分析・音声認識
AI 連携など業務効率化・在宅化に役立つソリューションをご覧いただけます。教育課題の解
決に役立つサービス「BIZTEL shouin」のデモも実施。ぜひお立ち寄りください。

出展品目

● BIZTELコールセンター
● BIZTEL shouin

共同出展社

ブライシス

見どころ

●

出展品目

見どころ

●

出展品目

見どころ

●

出展品目

G-09

アイズプランニング

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-35-3 JANCTIONharajuku010

F-04

イズイズ

〒534-0015
大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-48 石川ビル3F

TEL : 03-6452-6971
FAX : 03-6452-6972
URL : https://is-png.com
Email : info@is-png.com

TEL : 06-4253-5553
FAX : 06-4253-5555
URL : https://wins-lb.org/
Email : support@gex.ne.jp

見どころ
EC サイト作成から運用、受注、発送まで全てお任せ！
冷凍・冷蔵も含め４温度帯の商品を 14 時までの注文で当日発送できます。
しかも 365 日毎日発送可能♪

コンテンツマーケティングにおける日本製オンプレ型オウンドメディア専用ツール。簡単操作
で低価格。 EC サイト拡張可。自社メディアで「のろし」をあげろ !!

●
●
●
●
●

出展品目

オールインワンサービス
ECサイト制作
ECサイトコンサルティング
４温度帯発送代行
ECサイト運営代行

G-08

イーコマース事業協会

〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-27 丸ビル新館108

TEL : 06-6324-0900
FAX : 06-6324-0910
URL : https://www.ebs-net.or.jp/
Email : jimukyoku@ebs-net.or.jp
見どころ

一般社団法人イーコマース事業協会（通称＝ EBS）は、
インターネットを介して物品やサービスの販売を行う事業者（ネットショップ）と、それら事
業者に対して支援サービスを提供する事業者（サポート事業者）が会員として構成している
日本最大級の団体です。

見どころ

出展品目

● Nolosee+
● Nolosee+EC
● Nolosee+Site

E-09

G-03

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル7F

TEL : 03-4580-1365
URL : https://itsumo365.co.jp/
Email : marketing@itsumo365.co.jp
見どころ

【EC 専業で約 15 年。延べ 10000 件以上の実績】EC・D2C 支援実績を持つ当社の自社
EC サイト・Amazon・楽天市場・PayPay モール・越境 EC・海外販路開拓などのご利用
中のメーカー・ブランドの事例を共有します。最新の SNS マーケティング・ライブコマース
の活用事例も共有いたします。
●
●
●
●
●
●
●

ECのミカタ

いつも

出展品目
D2C参入・サイト運営代行サービス
自社公式サイト売上改善サービス
Amazon広告運用代行サービス
楽天市場売上改善サービス
海外販路拡大サービス
BtoB越境ECサービス
SNS・ライブコマースサービス

D-09

グランネット

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-1-9 大和地所南森町ビル7F

TEL : 06-6365-0077
FAX : 06-6365-0099
URL : https://grannet.co.jp/
Email : customer@grannet.co.jp

見どころ
SEO 対策のキーワード選定を分析、可視化、最適化を Web マーケティング支援 AI ツール
「CANALY」で実現。 Google アナリティクスと Google サーチコンソールのデータを掛
け合わせ、CV 獲得できている URL やキーワードを判断し、無駄のないキーワード選定を
行うことで適切な施策を実施します。

●
●
●
●
●

出展品目

キャナリー
SEO対策
MEO対策
コンテンツマーケティング
Web広告

E-10

GMOメイクショップ

〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー

TEL : 03-5728-6224
Email : nitta.r@makeshop.co.jp

見どころ

「GMO クラウド EC」は、日本の “ 商慣習 ”（日本のビジネス）と企業の “ 商習慣 ”（業務
オペレーション）を熟知した中・大規模向けの EC サイト構築ソリューションです。 EC モー
ルやサブスク、オークション、産地直送といった EC 分野でトレンドとなっているニーズに対
しても、最適なプランをご用意しています。

出展品目

● GMOクラウドEC【MakeShopエンタープライズプラン】
● GMOクラウドEC【クラウドECプラン】
● GMOクラウドEC【パッケージECプラン】

F-09

フューチャーショップ

E-03

ゼンリン

〒804-0003
福岡県北九州市戸畑区中原新町3-1

TEL : 093-882-9050
URL : https://www.zenrin.co.jp/index.html

見どころ
ZENRIN GIS パッケージ セールスサポートは、ゼンリンが提供するはじめての SFA となり

ます。 新規開拓の営業リスト作成から訪問先の特定、営業情報の管理・共有まで営業マネー
ジャー・営業マンのお悩みを解消し、法人営業を強化する営業支援ツールです。

F-10

〒381-0034
長野県長野市高田825-3 ディアス・カーサ101

TEL : 026-217-2720
URL : https://sophola.jp
Email : masaki.iino@sophola.jp
見どころ

本来言語、商習慣、マーケットの壁によって日本国内に存在しない圧倒的なパフォーマンス
改善や大幅な工数削減などを実現する海外最先端のデジタルマーケティングソリューション
を日本国内の広告主や広告代理店に提供することで、デジタルマーケティングの様々な領域
でレベルアップを支援しています。

出展品目

● ZENRIN GISパッケージ セールスサポート

F-03

フルカイテン

SOPHOLA

●
●
●
●

出展品目
AdScale Enterprise
AdScale E-Commerce
PPC Protect
m19

C-05

プレイド

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 24F

〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島1-4-4 セントラル70 2F-B

TEL : 06-6131-9388
URL : https://full-kaiten.com/
Email : kikuchi@full-kaiten.com

TEL : 03-4405-7597
URL : http://karte.io
Email : cx@plaid.co.jp

見どころ
SaaS 型 EC カートの futureshop です。
弊社では EC カートをご提供させていただくだけではなく、包括的に貴社の EC 事業をサポー

見どころ
FULL KAITEN は在庫の効率を上げることで、いま手もとにある在庫を活用して売上 ･ 粗

今、あなたのサイトに来ているお客様はどんな体験をしてますか？
EC サイトでも、実際のお店のように 1 人 1 人のお客様に合わせた適切なコミュニケーショ
ンができれば顧客体験も売上も向上します。今回の出展では、EC サイトでの売上向上につ
ながる施策や事例それを実現するためのツール "KARTE" をご紹介します。

TEL : 06-6485-5200
FAX : 06-6585-5500
URL : https://www.future-shop.jp/
Email : k.takada@future-shop.co.jp

トさせていただく体制が整っております。
EC サイトの立ち上げやリニューアルについてお困りの方は、是非お気軽にご相談ください
ませ。

出展品目

● futureshop

利 ･ キャッシュフローを最大化することかできる在庫分析クラウドとして高い評価を確立。現
在、全国の大手アパレル企業やスポーツメーカーなどで導入が進んでいる。

〒104-0061
東京都中央区銀座6-10-1-10F

見どころ

出展品目

出展品目

● FULL KAITEN

● KARTE
● KARTE Entry Series for EC
● KARTE Blocks

F-06

Micoworks

〒530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 WeWork御堂筋フロンティア

URL : https://www.mico-cloud.jp/
Email : micocloud_insidesales@micoworks.jp

見どころ

「MicoCloud（ミコクラウド）」は集客からファン化まで促進する LINE 公式アカウント活用
ツ―ルです。 ツールの提供だけでなく、企業様の成功体制構築まで専任チームが丁寧にサ
ポートします。

出展品目

〒151-8583
東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー12F

見どころ
EC 業界向けニュース＆資料 DL サイト「通販通信 ECMO」です！ ブースでは主要な業界

見どころ
Cuenote FC（キューノート FC）は、メール・メルマガの効果測定や会員管理、カゴ落ち
対策に効果的なカートリマインドを提供しています！月額 5,000 円から利用でき、すべての

TEL : 03-6206-1977
FAX : 03-6206-1978
URL : https://www.tsuhannews.jp/
Email : furukawa_hiroyuki@unimedia.co.jp

ニュースをまとめた紙媒体（タブロイド版）の配布を行います！

TEL : 03-6820-0515
FAX : 03-6820-0087
URL : https://www.cuenote.jp/
Email : cuenote@ymir.co.jp

機能を無料でお試しできるデモもご用意しております。

出展品目

● ニュース＆資料DLサイト
「通販通信ECMO」

● メール配信サービス
● SMS配信サービス

〒104-6042
東京都中央区晴海1-8-10 晴海オフィスタワーＸ42F

〒104-6042
東京都中央区晴海1-8-10 晴海オフィスタワーＸ42F

ラクス

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

TEL : 03-5368-1631
URL : https://www.maildealer.jp/
Email : maildealer@rakus.co.jp

TEL
URL
Email

見どころ

● メールディーラー

090-5360-0147
https://www.ricoh.co.jp/service/ai-for-work
zjc_shigoto-ai@jp.ricoh.com

TEL
URL
Email

見どころ

【7,000 社導入！選ばれ続けて No,1】お客様からの問合せを一元管理し、対応状況をチーム
で見える化する問合せ管理ツールです。大切なメール・メッセージを見落とさず、対応スピー
ド・質を向上。 R-Messe や Yahoo! ショッピング、LINE 公式アカウントと連携も可能！EC
事業者様に特化した機能も充実！

出展品目

ユミルリンク

C-04

〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル6F

出展品目

● MicoCloud

D-04

ユニメディア

E-04

●

出展品目

090-5360-0147
https://www.ricoh.co.jp/service/ai-for-work
zjc_shigoto-ai@jp.ricoh.com

見どころ

●

出展品目

