5年後のto be ―成長をもたらす「顧客ファースト」の真髄

11月 13日 ・14日

2019年

水

木

サンシャインシティ・文化会館

展示会

10:00〜17:30
実践研修講座

11月12日（火）-14日（木）

オフィシャルWEBサイトにてイベントの最新情報がご覧いただけます。
展 示 会 特別企画：
ワークショップ

AI（人工知能）ゾーン

ES向上 / 働き方改革ゾーン

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

コンタクトセンター・アワード 2019

《20周年特別企画》 ネクスト・コンタクトセンター・サミット

株式会社

実践研修講座

人材育成セッション
後

主催

基調講演

援: 日本コールセンター協会
（CCAJ）
、
日本通信販売協会、
日本コンタクトセンター教育検定協会、
HDI-Japan、ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム
（ASPIC）

メディア協賛: ビジネス＋IT、TechTargetジャパン、IT Search+、ITトレンド
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日本のコールセンター市場に「カスタマーエクスペリエンス」というコンセプトが登場して約 10 年。顧客ファーストを
体現する言葉として定着、浸透しましたが、深刻化する採用難・人手不足によって、その実践が困難を極めているのも
事実です。消費者（顧客）の発言力が強まる一方の社会において、主要な顧客接点であるコールセンターが目指すべき
方向性、
「あるべきカスタマーエクスペリエンス」の姿とは――。最新 IT と識者・経験者の知見を集約して現場マネジ
メントの方向性を示唆します。

Floor Map

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

サンシャインシティ・文化会館
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OKI………………………………………… 3B-10
OKIソフトウェア………………………… 3B-10
オデッセイ コミュニケーションズ …… 2F-01
カ

兼松コミュニケーションズ……………… 2N-08
ギグワークス……………………………… 2D-16

協栄産業…………………………………… 3A-08

日本アバイア……………………………… 2D-08

クロノス…………………………………… 2N-05

日本コンタクトセンター教育検定協会… 2F-01

久留米市…………………………………… 2F-20
高知県……………………………………… 2F-12
コミュニケーションビジネスアヴェニュー … 2F-17
コムデザイン……………………………… 2D-26

コラボス…………………………………… 2E-05

Coltテクノロジーサービス …………… 2F-03
サ

サーバーワークス………………………… 3C-16

サイシード………………………………… 2E-02

日本オラクル……………………………… 2D-04
日本証券テクノロジー…………………… 3D-17

日本ブレケケ……………………………… 3A-25

Nuance Japan ………………………… 2B-20
ネクストジェン…………………………… 2A-31
NextGenビジネスソリューションズ … 2A-31
Nota ……………………………………… 3D-20
野村総合研究所…………………………… 3D-06
ハ

再春館システム…………………………… 3A-03

バーチャレクス・コンサルティング …… 2E-09

サイバーコム……………………………… 3A-12

ビーウィズ………………………………… 3D-03

サイバーエージェント…………………… 3C-14

サクシード………………………………… 2A-05
三協エアテック…………………………… 3B-03

GNオーディオジャパン ………………… 2E-25
ジーネクスト……………………… 3C-17/2N-18
JRシステム ……………………………… 2F-08
JIEC ……………………………………… 3D-13
ジェネシス・ジャパン …………………… 2B-20
システムリサーチ………………………… 2A-12
Syno Japan …………………………… 3N-05
下関市……………………………………… 2F-16
シャープ…………………………………… 3N-03
ThinkOwl日本法人 ……………………… 2F-17
ジンテック………………………………… 3D-19
ズィーバーコミュニケーションズ……… 3N-04
スカパー・カスタマーリレーションズ …… 2N-10
Studio Ousia …………………………… 3A-22
ゼータ……………………………………… 3N-01
セールスフォース・ドットコム ………… 2B-15
Zendesk ………………………………… 2F-06
CENTRIC ……………………………… 3B-18
ゼンハイザージャパン…………………… 2A-14
ソウル情報システム……………………… 2B-32
ソフツー…………………………………… 2A-01
タ

タカコム…………………………………… 2A-23
タグジャパン……………………………… 3A-01

TeamViewer ジャパン ………………… 3A-24
テクマトリックス………………………… 2E-19
テックタッチ……………………………… 3A-15
テラスカイ………………………………… 2D-32
Twilio Japan …………………………… 3A-06
東京エレクトロン デバイス長崎 ……… 2A-16
東芝デジタルソリューションズ………… 2A-06
ナ

ナイスジャパン…………………………… 2F-09
長塚電話工業所…………………………… 2A-08

日本アスペクト・ソフトウェア ………… 2F-09
3

P&Wソリューションズ ………………… 3B-07

BeeX ……………………………………… 2D-32
BCC ……………………………………… 2B-09
日立産業制御ソリューションズ………… 3B-02
日立システムズ…………………………… 2F-04
日立情報通信エンジニアリング………… 3C-01
ヒュレンス………………………………… 3D-18
福岡市……………………………………… 2F-07
富士通…………………… 3B-04/2B-20/2C-01
富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ … 3B-04
富士電機ITソリューション …………… 2A-03
不二家システムセンター………………… 3A-08
ブライシス………………………………… 2D-20
プラスアルファ・コンサルティング …… 2B-05
プラスヴォイス…………………………… 3B-01
ブルーポート……………………………… 3N-06
ベリントシステムズジャパン…………… 2B-09
ポリコムジャパン………………………… 2A-21
マ

マーケティングアソシエーション……… 3D-22
丸紅情報システムズ……………… 3D-01/2D-08

三井情報…………………………………… 2B-20

宮崎県……………………………………… 2A-10
ミライト…………………………………… 2A-17
メディアリンク…………………………… 3D-09
モビルス…………………………………… 2D-02
ヤ

ユーザーローカル………………………… 2E-01
ラ

LignApps ………………………………… 2A-31

ラクス……………………………………… 2A-29
楽天コミュニケーションズ……………… 2B-02
りらいあデジタル………………………… 2N-02
リンク……………………………………… 2D-20
ルーシッド………………………………… 3D-16
レトリバ…………………………………… 2D-01

ログイット………………………………… 3A-10

CallCenter/CRM Demo&Conference 2019 in Tokyo
20

2019

2N-16 RSUPPORT

2F-09

〒105-0001

〒102-0082

東京都港区虎ノ門1-2-20 第3虎の門電気ビル
TEL: 03-3539-5761 FAX: 03-3539-5762
URL: http://www.rsupport.com
Email: jinyoung-kim@rsupport.com

東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル 10F
TEL: 03-5275-7919 FAX: 03-5275-7921
URL: https://www.itfor.co.jp/
Email: info@itfor.co.jp

見どころ
RemoteCall は、お客様の PC 画面だけでなくモバイル端末やスマホカメラを通して表示さ

見どころ

コンタクトセンター特化型 RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）に加え、進
化形の「コグニティブ・オートメーション」や「高度音声認識・分析ソリューション」を分か
りやすくご紹介して参ります !! ほかマルチチャネル対応コンタクトセンタープラットフォ
ーム、PCI DSS や GDPR 対応通話録音や品質管理システムも展示致します。 是非ワーク
ショップやミニセミナー（展示ブース内にて開催）へご来場願います。

れる映像を見ながら遠隔サポートが可能なリモートサポートシステムです。
リアルタイムで問題を確認し解決できるため、社内外の様々なサポート業務に活用すること
ができます。

出展品目

●RemoteCall

アイティフォー

遠隔サポートシステム

●
●
●
●
●
●

出展品目
NICE inContact CXone（クラウドコンタクトセンター）
NICE Cognitive Automation（コグニティブ・オートメーション）
NICE Advanced Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）
NICE Engage Platform（録音・録画・QM・コーチング）
Nexidia Analytics（音声認識・分析ソリューション）
Aspect Unified IP（大規模・マルチチャネル対応統合コンタクトセンター基盤システム）

共同出展社
ナイスジャパン
日本アスペクト・ソフトウェア

2A-02

3D-03

アイ・ピー・エス

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1
TEL：03-3549-7626
URL：https://ipsism.co.jp/
Email：t_gonda@ipsism.co.jp

東劇ビル8F

アイブリット

〒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
URL: https://omnialink.jp/
Email: ol_sales@ibrid.co.jp

見どころ
AmeyoJ は法人向けのクラウド型電話サービスです。PBX 、電話回線などの設備をクラウ

見どころ

音声認識機能をリアルタイムに活用する「 Omnia LINK 」に、新機能としてリアルタイム
表示の座席表、I V R ガイダンスの音声合成やコールフローの簡単作成機能を追加しまし
た。新機能は標準機能のため、オプション料金不要です。対話中に FA Q を自動表示する
seekassist も大幅にプライスダウンしました。

ドサービスとして提供することで、企業電話の低コスト化を実現し、必要に応じて規模を変
更できるなど特長を数多く備えています。

出展品目

出展品目

● コールセンターシステム AmeyoJ

● Omnia LINK
● seekassist
● watchover
● wotchover-map
● watchover-board

● bowline
● arrangedesk
● omnia-manager
● linkbuilder
● omnia-phone

共同出展社

ビーウィズ

3A-04

2A-33

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

アグレックス

〒206-0034 東京都多摩市鶴牧3-5-1 Biz TRUXIA
TEL: 042-371-5965 FAX: 042-371-5946
URL: https://www.agrex.co.jp/service/detail/customer013
Email: system_contact@m.agrex.co.jp

見どころ

見どころ

オペレーターの問題解決力を高めるには、FAQ に加えマニュアルや対応履歴、個人のノウ
ハウ等、あらゆるナレッジを駆使し問合せに対応することが重要です。この FAQ を中核にナ
レッジを統合的に活用する仕組み「超 FAQ 」を中心に、チャットボットの頭脳としてナレッジ
ベースを活用する方法等、最新のナレッジ活用術をご紹介します。

音声マイニングソリューションでは、音声をテキストとして認識できる環境と、テキストを会
話単位で分析できる環境の構築をワンストップで行います。構築後は、お客様の課題解決に
向けて、目的の VOC（テキスト化されたお客様の声）を効率的に抽出するための分析チュー
ニング、設定も支援します。音声認識を導入したけれどテキストを活用できていない、どの
ように利用すれば良いのかわからない、等のお悩みは、音声マイニングソリューションで解決！

出展品目

出展品目

● ナレッジベース Accela

● 音声マイニングソリューション
● 運用支援
● VextMiner
● VextResume
● VextRecommend
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2N-03

2019

アクロスウェイ

2N-07

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西2-4-5 第28荒井ビル7F
TEL: 03-5428-4396 FAX: 03-5428-4397
URL: https://www.acrossway.com
Email: machida@acrossway.com

〒107-0062

見どころ
CPaaS API 開発のトップランナーとして pluscomm のクラウド対応ビジネスフォン・SMS

保守業務のグローバル NO.1 パッケージの Astea Alliance をご紹介致します。CTI 連携や
保守サポートの受付業務のみならず、エンジニアスケジュールアサイン機能や、保守に関わ
る情報（契約情報、機器情報、修理履歴）が一元的管理出来ます。最近では IOT 連携による
予防保守にも注目頂いております。

アステア インターナショナル ジャパン

東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館15F
TEL: 03-5775-0130 FAX: 03-5775-0132
Email: AsteaJapanSales@astea.com

見どころ

アプリを出展します。
あふれ呼対策、ブラウザフォン（ WebRTC) のパッケージアプリは、センターのコスト削減
に貢献します。
通話録音「 DCLog 」では廉価版の新製品や PC モニターを同時録画する機能、音声認識に
特化したヘッドセット「 MiniNoise 」を展示します。

出展品目

● Astea Alliance

出展品目

● あふれ呼対策.app
● IVR＋SMS
● SMS配信tool
● Bizphone
（WebRTC）
● スマホ通話アプリ
（仮称）
● DCLogExpress
● VCTヘッドセット

2B-12/2D-13 アドバンスト・メディア

3D-23

〒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/
Email: ami-cti-users-ml@advanced-media.co.jp

〒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: 06-6231-1680
URL: http://www.atlas-is.co.jp
Email: ccs_info@atlas-is.co.jp

見どころ

見どころ
SoftDialer はコールセンターに必要な機能をオールインワンで提供するアウトバウンド業務

国 内 N o .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 A m i V o i c e
Communication Suite3 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、AmiAgent のデモブースでは AI 対話型 IVR を実際に体験していただく事もできますので是非、
お立ち寄りください。

に特化したソリューションです。
この展示会では年内リリース予定のクラウドサービス（ IP-PBX 含む）の内容もデモを交え
てご説明させて頂きます。

出展品目

● SoftDialer
● Softdialer SaaS

出展品目

● AmiVoice Communication Suite
（リアルタイム型音声認識ソリューション）
● AmiVoice Communication Suite Cloud
（クラウド型音声認識ソリューション）
● AmiAgent
（AI対話型IVR）
● AmiVoice Front ST01(対面型音声認識ソリューション)

2A-19

アトラス情報サービス

2N-12

アニモ

〒231-0015

神奈川県横浜市中区尾上町2-27 大洋建設関内ビル4F
TEL: 045-663-8640 FAX: 045-663-8627
URL: https://www.animo.co.jp/
Email: sales@animo.co.jp

クラウドサービス

アマゾン ウェブ サービス ジャパン

〒141-0021

東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア
URL: http://aws.amazon.com/jp/connect/

見どころ

トレーニング・応対評価やモニタリングなど、オペレーションの変革を目指し現場で働くSV・
エージェント支援にフォーカスしたブース展示となっております。また、テレフォニークラウド
サービスと連携した声紋による生体認証、高品質な音声ガイダンスをデモ交えご紹介いたし
ます。是非ともご来場賜りますようお願い申し上げます。

出展品目
Connect

● Amazon

出展品目

● VoiceTracking Server
● VoiceTracking QualityManager
● VoiceTracking VOCAnalyzer
● VoiceTracking Analyzer クラウドサービス
● VoiceGATE
● VoiceSync
● FineSpeech
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2E-13
〒104-0061

2019

2B-20

アルファコム
東京都中央区銀座1-7-3

TEL: 03-5159-5510
URL: https://alfacom.jp
Email: info@alfacom.jp

京橋三菱ビル7F

伊藤忠テクノソリューションズ

〒141-8852

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 FAX: 03-5434-0061
URL: http://www.ctc-g.co.jp/solutions/ii_purecloud/index.html
Email: sol1-cq@ctc-g.co.jp

見どころ

見どころ

コンタクトセンターに最も適したチャットシステム「 M-Talk 」は、センター運用をより考えた
機能を追加した新 Version を Release いたします。
柔軟性、信頼性、操作性に優れた通話録音システム「 VOISTORE TOV 」は、最新活用事
例や新機能のご紹介をいたします。
セミナーではユーザー企業様にご登壇いただき、チャット＆チャットボット運用について実際
のお客様の声をお届けいたします。

昨今、デジタルマーケティングの重要性は高まっています。多くの企業がカスタマーの Web
アクセス情報を分析・蓄積・活用する一方で、コンタクトセンターには大量の顧客接点情報
が蓄積されています。CTC では、Genesys 社の Web 接客基盤である AltoCloud オプシ
ョンに加え、データを蓄積する DMP 、それらを分析するソリューションをご紹介致します。

出展品目

● PureCloud
● AltoCloud
● AdvancedReport
● FloorMap

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）※新Ver.
● 通話録音システム
（モニタリング／対面録音／画面録画／音声認識）
：VOISTORE TOV（ボイストア トブ）
● テレワーク・働き方改革ツール：LINE WORKS
（ラインワークス）
● 継続的な音声会話が可能なAIオペレータ：commubo
（コミュボ）

● CTC-DMP
● データ分析
（Tableau/Quid）
● デジタルマーケティング

共同出展社

ジェネシス・ジャパン
岩崎通信機

Nuance Japan
富士通
三井情報

2D-08
〒100-6080

2B-20

伊藤忠テクノソリューションズ
東京都千代田区霞が関3-2-5

URL: http://www.ctc-g.co.jp/

岩崎通信機

〒168-8501

東京都杉並区久我山1-7-41
TEL: 03-5370-5152 FAX: 03-5370-5507
URL: https://cc.iwatsu.co.jp
Email: sol-info@iwatsu.co.jp

霞が関ビル

見どころ
CTC ブースでは、CTC が独自に開発した音声認識 AI-IVR「 CTC-AICON（シーティーシ
ーアイコン）」による業務効率化と CX の飛躍的向上をご体感いただけます。また、チャット
や音声による自動応対を提供して、自己解決率アップにつながる AI チャットボットソリューシ
ョン「 Intumit 」をご紹介いたします。是非お立ち寄りください。

見どころ

当ブースでは、音声認識を使ったオペレータ支援や LINE によるデジタルチャネル対応をご
体感頂けます。音声認識、LINE チャットに加え、座席レイアウトや統計ツールによるオペレ
ーション管理のデモが可能です。プラットフォームは、Genesys 製品の PureConnect をオ
ンプレミスとクラウドで展示。お客様のご購入形態にあわせてご説明致します。

出展品目

● AI／音声認識IVRソリューション
「CTC-AICON」
● AIチャットボット
「Intumit」

出展品目

● 音声認識&LINE対応 クラウドプラットフォーム
「WiCloud」
● マルチチャネル対応型プラットフォーム「PureConnect」

共同出展社

日本アバイア
エス・アンド・アイ
丸紅情報システムズ

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

Nuance Japan
富士通
三井情報

2N-01

Insight Tech

〒163-1335

東京都新宿区西新宿新宿6-5-1

TEL: 03-3342-6710
URL: http://insight-tech.co.jp/
Email: sales@insight-tech.co.jp

3C-14

AI Shift

新宿アイランドタワー

見どころ

京都大学と共同開発した独自の構文解析技術で、
コールセンターログを解析。可視化、優先
課題の特定、自動分類モデルの構築などにより、CS高度化・業務効率化につなげます。

出展品目

共同出展社

● コールセンターログ解析サービス ITAS
● コールセンターログ自動分類システム

サイバーエージェント
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2B-01
〒101-0032

2019

3A-19

エーアイスクエア
東京都千代田区岩本町3-9-3 フォレスト秋葉原ビル8F

〒105-0012

東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル2F
TEL: 03-6550-9830 FAX: 03-6550-9831
URL: https://hmcom.co.jp/
Email: hmcomm_sales@hmcom.co.jp

TEL: 03-4531-9910
URL: https://www.ai2-jp.com/
Email: contact@ai2-jp.com

見どころ

見どころ

自動応対、自動要約・分類といった AI ソリューションの体験デモをメインに、コールセンター
等における応対支援やアフターコールワークの効率化、総務・人事領域の問合せ対応、議事
録作成支援等の活用事例をご覧いただけます。

コールセンターが抱える様々な課題に対し、弊社独自の音声認識 AI によるテキスト化・自動
応答で、人手不足、業務効率化、生産性向上、VOC 分析など経営面、オペレーション現場
面の課題を解決できるソリューションを提供致します。
高精度で可視化した通話を定量分析し、科学的なアプローチで課題を解決して参ります。

出展品目

出展品目

● QuickQA
● QuickSummary

3D-25

● Terry
● VContact

HDI-Japan

2N-09

〒215-0004

神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル9F
TEL: 044-969-5031 FAX: 044-969-5032
URL: https://www.hdi-japan.com/
Email: cmteam@hdi-japan.com

東京都港区西新橋1-11-5 西新橋福徳ビル5F
TEL: 090-3590-7282 FAX: 050-1159-6131
URL: http://www.apcomnet.co.jp
Email: hirose@apcomnet.co.jp

見どころ

見どころ

弊社は昨年オランダ製の IPN ヘッドセットの日本総代理権を取得しました。今回 IPN はワイ
ヤレスヘッドセットを中心に出展いたします。11 月 14 日（木）は I P N テレコム社の社長と、
技術取締役が来日しブースにおります。又コールセンターの環境改善できる空間除菌剤ウイ
ルレスウオーターやエアマスクも展示いたします。

出展品目

サポートスタッフとサポートセンター向けの国際認定プログラム及び関連トレーニングコース
出版及びメンバーシップサービス
イベント及びカンファレンスの開催
アセスメント及びコンサルテーション支援サービス
格付けベンチマーキング
海外視察ツアー及び国際企業連携サポート

出展品目

● IPNヘッドセット
● Kontactヘッドセット
● ウイルレスウオーター
（インフルエンザ対策）
● エアマスク
（インフルエンザ対策）

2N-14 エクレクト
〒155-0031

東京都世田谷区北沢2-36-9

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

エイ・ピーコムネット

〒105-0003

お気軽にお立ち寄りください。

●
●
●
●
●
●

Hmcomm

2B-09 エス・アンド・アイ
ベル下北沢3F

〒103-8507

東京都中央区日本橋箱崎町30-1 タマビル日本橋箱崎
TEL: 03-5623-7353 FAX: 03-5623-7887
URL: https://sandi.jp
Email: info@sandi.co.jp

見どころ
160 カ国以上、145,000 社以上に導入されているカスタマーサービスプラットフォーム
Zendesk（ゼンデスク）のソリューションをはじめ、Amazon Connect インテグレーション
や AI インテグレーションをご紹介。国内初の公認パートナーとして、業務課題に沿った活用

見どころ

コンタクトセンターで日々やり取りされるすべての会話のリアルタイム分析と FAQ システム
の連携でどんな効果が期待できるのか。VERINT ブースにて、顧客の声分析からオペレー
ターの応対支援まで、ビジネス貢献できるコンタクトセンターを実現するためのソリューショ
ンをデモを交えてご紹介します。

提案から、導入サポート、業界別の導入事例など専門スタッフが詳しくご案内致します。導
入済みの企業様にはさらなる活用方法をご提案致します。

出展品目

出展品目
● Zendesk Support
（問合せ統合管理ツール）
● Zendesk Talk
（クラウド型コールセンターツール）
● Zendesk Chat
（AIエンジンとの連携も可能なチャットツール）
● Zendesk Guide
（FAQ・ナレッジ共有サイト構築ツール）
● AIインテグレーション
● Amazon Connectインテグレーション

● VERINT Speech Analytics
● VERINT Real-Tme SA

共同出展社

ベリントシステムズジャパン

BCC
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2D-08

2019

3D-13

エス・アンド・アイ

〒103-8507

東京都中央区日本橋箱崎町30-1 タマビル日本橋箱崎
TEL: 03-5623-7353 FAX: 03-5623-7887
URL: https://sandi.jp
Email: info@sandi.co.jp

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
URL: http://www.scsk.jp/
Email: kenji.masuda@scsk.jp

見どころ
AVAYA ブースにて、お客様とオペレーターの会話をリアルタイムに音声認識し、質問に対
する回答を AI が洞察 & 提案することで、オペレーターの応対業務をサポートする応対支援
サービスと AVAYA を連携したソリューションをご紹介します。経験やスキルが必要な難易
度の高い問い合わせ対応を AI の活用で解決します。

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 V O C
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。

出展品目
●
●
●
●
●
●
●

共同出展社

日本アバイア
伊藤忠テクノソリューションズ
丸紅情報システムズ

多言語対応AIチャットボット：Desse
音声テキストにも対応した分析ツール：VOiC Finder
応対品質と生産性を向上する音声認識活用：AmiVoice
音声認識連動型リアルタイムFAQ検索システム：VOiC AI SearchHelper
（参考出展・仮称）
音声認識を活用した検索支援ソリューション：VOiC AI SearchHelper Light（参考出展・仮称）
ACW短縮化リアルタイム分析ソリューション：VOiC RealTimeSummary（参考出展・仮称）
ヒト型質問生成ソリューション：なんQ
（なんでもクエスチョン）
（参考出展・仮称）

共同出展社
SCSK サービスウェア
JIEC

3D-13

SCSKサービスウェア

2N-15

〒135-0061

東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア12F
TEL: 03-6890-2513
URL: https://www.scskserviceware.co.jp/
Email: dc.sp@scskserviceware.co.jp

SBクリエイティブ

〒106-0032

東京都港区六本木2-4-5 六本木Dスクエア
TEL: 03-5549-1126 FAX: 03-5549-1265
URL: https://www.sbbit.jp/
Email: nodagawa@cr.softbank.co.jp

見どころ

長年のコンタクトセンター運営ノウハウを活かしたソリューション、1 つ目は「人」に依存しが
ちなナレッジを可視化・一元管理し、業務精度の継続的な向上を実現するサービス。
2 つ目は近年注目を集めているチャットボットから有人オペレータに繋ぐサービスで、チャット
ボット、チャットツールそれぞれ選んで組み合わせられるサービスをご紹介します。

出展品目
● ビジネス＋ITマガジン

出展品目

● 暗黙知使えるソリューション
● チャットボット
● 有人無人チャット連携

共同出展社
SCSK
JIEC

3B-15

NEC

2B-25

〒211-8666

神奈川県川崎市中原区下沼部1753 玉川ルネッサンスシティ
URL: https://jpn.nec.com/event/cccrm19tokyo/index.html
Email: cc-info@ccbd.jp.nec.com

NTTアドバンステクノロジ

〒212-0014

神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー
URL: https://www.ntt-at.co.jp/product/list_call.html
Email: sales2ec.ugc@ml.ntt-at.co.jp

見どころ

見どころ
NTTアドバンステクノロジが提供するコンタクトセンターソリューションは、
「顧客対応DX」

「①人材の確保②顧客満足度向上③エントリーモデル」というテーマに対するソリューション
をわかりやすい寸劇プレゼンでご紹介します。オペレータの定着・負荷の軽減、お客様の自
己解決率を高めるヒントや、さらには初めてのシステム導入に最適なエントリーモデルのご
紹介など。ぜひお立ち寄りください。

をテーマとしています。
現在ホットなキーワード
「DX」。顧客対応のデジタル変革を実現する新サービスをご紹介い
たします！ぜひブースにてデモンストレーションをご覧ください。

出展品目

出展品目

● AI FAQ検索 MatchWeb
● AI マニュアル検索 MatchManual
● Comme＠カスタマーサポート
（コムアットカスタマーサポート）
● 対面応対ソリューション
● 遠隔対面応対ソリューション
● 小型マイクロフォン

● 音声認識×テキストマイニング
● AIチャットボット×生体認証
● Aspire WX

共同出展社
NECネッツエスアイ
NECプラットフォームズ

共同出展社
NTTコミュニケーションズ
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション
NTTテクノクロス
NTTビズリンク
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2B-25

2019

2B-25

NTTコミュニケーションズ

〒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
URL: http://www.ntt.com/business/services/voice-video/acd/contactcenter.html

〒141-0032

東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル4F
TEL: 03-4330-8390
URL: https://www.nttcoms.com/service/videotalk/
Email: info_kara_push@nttcoms.com

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
します。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
I n s i g h t 」、音声 A I により業務効率化や顧客接点強化など企業の D X を実現する「ボイス
DX 」などをご紹介します。

見どころ

「ビデオトーク powered by 空電」は、お客様のスマホに URL 付き SMS を送るだけでビ
デオ通話を簡単に実現するサービスです。
通話専用アプリのインストールが不要なので、誰でもすぐに利用することができ、不特定多
数・不定期な顧客応対時に効果を発揮します。また、音声だけでは把握できない状況を映像
で確認することで、的確な顧客応対が可能となります。
ブースでは、ビデオ通話のデモなどをご覧いただくことができます。

出展品目

● ｢Arcstar Contact Center」
● ｢COTOHA Voice Insight」
● ｢ボイスDX」

出展品目

共同出展社
NTTアドバンステクノロジ
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション
NTTテクノクロス
NTTビズリンク

2B-25
〒220-0012

● ビデオトーク powered
● NPSソリューション

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5

by 空電

共同出展社
NTT コミュニケーションズ
NTT アドバンステクノロジ
NTT テクノクロス
NTT ビズリンク

NTTテクノクロス

TEL: 045-212-7939 FAX: 045-212-7079
URL: https://www.ntt-tx.co.jp/
Email: koyama.tokiko@ntt-tx.co.jp

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション

2B-29
横浜アイマークプレイス 12F

NTTネオメイト

〒541-0059

大阪府大阪市中央区博労町2-1-13 UN 本町ビル1F
URL: http://www.ntt-neo.com/
Email: ccs-senryaku-neo@west.ntt.co.jp

見どころ
AQStageIP コールセンタサービスは、クラウド市場にて 5 年連続売上 No.1 を達成！クラウ

見どころ
PBX/CTI/CRM 、センターサポート、モバイル / デジタルコミュニケーションなど、最新の
NTT 研究所技術（ AI/RPA/ 音声認識等）を駆使したコールセンターソリューションを幅広く

ド型で初期費用を抑えつつ、構築から保守、運用までワンストップでご提供します。豊富な
実績で培ったノウハウをもとに、お客様の要件に合わせたご提案をさせて頂きます。展示会
場内でのデモやミニセミナーを実施予定です。みなさまのご来場をお待ちしております！

展示します。

出展品目

出展品目
IPコールセンタサービス
IPコールセンタサービス オムニチャネルプラン

● CTBASE/AgentProSMART
（音声認識RPA対応CRM）
● CTBASE/JointPro2
（CTI連携ソフトフォン）
● ForeSightVoiceMining
（音声認識・マイニング）
● RemoteAttend
（チャットサポートシステム）
● VoiceMall
（クラウド型IVRサービス）
● BizFront/SmartUI
（コール入力アシスタントツール）
● 音声自動応答エンジン

● AQStage
● AQStage

共同出展社
NTTフィールドテクノ
NTTマーケティングアクト

共同出展社
NTT コミュニケーションズ
NTT アドバンステクノロジ
NTT コム オンライン・マーケティング・ソリューション
NTT ビズリンク

3A-03

NTT東日本

2B-25

〒163-8019

東京都新宿区西新宿3-19-2 NTT東日本本社ビル
TEL: 03-5359-6680
Email: alpha-ml@east.ntt.co.jp

〒112-0002

見どころ

出展品目

東京都文京区小石川1-4-1

TEL: 0120-552-294
URL: https://www.nttbiz.com/
Email: cc-crm@nttbiz.com

住友不動産後楽園ビル

見どころ

聴こえやすい音を届ける電話機であなたの会社を働きやすい環境にします。
NTT 東日本のビジネスホンシステムα A1 と再春館システム株式会社の mimiyori のコラボ
によって今までにない聴こえの良い電話システムを提供します。
● SmartNetcommunity
● mimiyori

NTTビズリンク

手厚い応対と効率化を両立！コンタクトセンター業務を革新する AI チャットボット、有人チャッ
トをはじめ、多様化・高度化する顧客ニーズに応えるコンタクトセンターソリューション（クラ
ウド CTI 等）を実演デモを交えてご紹介させていただきます。

出展品目

αA1

● ビズリンククラウドCTI
● ビズリンクチャット応対ソリューション
● ビズリンクAIチャットボット

共同出展社

再春館システム

共同出展社
NTTコミュニケーションズ
NTTアドバンステクノロジ
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション
NTTテクノクロス
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2B-29 NTTフィールドテクノ

2B-29 NTTマーケティングアクト

〒534-0024

〒534-0024

大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 新京橋ビル7F
TEL: 06-6450-6962
URL: http://www.ntt-ft.jp
Email: kazunori.kirimoto@west.ntt.co.jp

大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82

TEL: 06-6450-5548
URL: https://www.nttact.com/
Email: dev-act@west.ntt.co.jp

NTT西日本新京橋ビル5Ｆ

見どころ

テクニカルコールセンター＆オンサイトサポート、ヘルプデスク等の業務の総合アウトソーシ
ングを行うことでお客様業務拡大の支援を行います。

出展品目

出展品目

● 音声認識ソリューション
● VOC分析・コンサルティングサービス
● チャットソリューション
● 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
● CXコンサルティングサービス

● テクニカルコールセンター&オンサイトサポート

共同出展社
NTT ネオメイト
NTT マーケティングアクト

3B-16

共同出展社
NTT ネオメイト
NTT フィールドテクノ

MITシステム研究所

3N-02

〒100-0011

東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー11F
TEL: 03-6891-1010 FAX: 03-6891-1112
URL: http://www.mitsys.co.jp
Email: t-futagami@mitsys.co.jp

Empath

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-18-13 神宮前浅間ビル7F
TEL: 03-6450-5518
URL: https://webempath.com/jpn/
Email: info@webempath.com

見どころ

【音声感情解析 AI 】Empath は世界 50 か国、2,000 社以上で利用されている日本発の音
声感情解析 AI です。ES 、CS を向上させるバーチャル・アシスタント搭載のコールセンター
感情解析 AI（ TMJ 社と共同開発）ならびに応対品質の自動評価、クレーム検知に活用頂い
ている感情解析アプリ Emo Value Generator を中心にご紹介させて頂きます。

出展品目

● QuickCRMクラウドサービス
● QuickeDialer

2A-09

出展品目

● バーチャルアシスタント搭載 音声感情解析コールセンターAI
● 音声感情解析AI Empath SDK
● 音声感情解析AI Empath WEB API
● コールセンター向け音声感情解析ツール Emo Value Generator

2D-16

エンピレックス

〒107-0052

港区赤坂2-5-27 SKIビル3F
TEL: 03-5573-8321
URL: https://www.empirix.co.jp/
Email: SalesJapan@empirix.com

オー・エイ・エス

〒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
TEL: 03-6758-7320 FAX: 03-6758-7330
URL: https://www.oas.co.jp/ Email: decall-sales@oas.co.jp

見どころ

導入実績 200 社 6000 席以上、コールセンター向け CRM システム「デコールシリーズ」は、おかげさ
まで20 周年を迎えます。20 周年の節目となる今回のイベントでは「デコール CC.CRM3 モバイル」
「デ
コール CC.CRM3 フィールドサポート」
「デコール CC.CRM3 Lite 」といった新しいラインナップの発
表と 20 周年を記念したキャンペーンを実施いたします。さらに、
「コールセンターが元気になる、採用
難時代のセンター運営のツボ！」と題して、センターの課題解決に向けたセミナーを開催いたします。

見どころ

コンタクトセンターへの電話でのお問い合わせが未だに多いのが現状です。通話音声品質
の劣化は、容易に顧客損失などにつながります。大量のコールが集中した場合、通話品質の
担保やシステムのチェックをどうされていますか？CX 向上、コスト削減を実現するエンピレ
ックスソリューションのデモをぜひご覧ください。

出展品目

出展品目

● 貴社のセンター業務を強力に支えるCRMシステム
「デコールCC.CRM3 スタンダード」
● エージェンシー業務を強力に支えるCRMシステム「デコールCC.CRM3 エージェンシー」
● AWSのメリットを最大限に活用できるCRMクラウド「デコールCC.CRM3 クラウド」
● 短期間・低価格ではじめる本格的なCRMクラウド「デコールCC.CRM3 Lite」
● フィールドサポートに最適なCRMシステム「デコールCC.CRM3 フィールドサポート」
● フィールドサポートに最適なモバイルアプリ「デコールCC.CRM3 モバイル」
● 感情の見える化で働く人が元気になるCRMクラウド「デコールCC.CRM3 + ごきげんカウンター」
● 働く人が元気になる感情の見える化ツール「ごきげんカウンター」
● 働く人が元気になるパソコン操作の見える化ツール「ごきげんモニター」
● 電話窓口のミスを防いで応対品質を高めるCTIツール「デコールCTI.VIEW」

● コンタクトセンター向け機能・負荷・品質テストサービス Hammer-On-Call
● IVRアプリケーション監視サービス VoiceWatch
● ユーザ視点の音声/Webサービス監視ソリューション OneSight

共同出展社

ギグワークス
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3N-08

2019

3N-07

オーシャン

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台4-4-1 PMO御茶ノ水 5F
TEL: 03-3527-1899 FAX: 03-3527-1821
URL: http://norox.jp/
Email: info@norox.jp

〒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
URL: https://www.okwave.co.jp/business/
Email: sol-marketing@okwave.co.jp

見どころ

見どころ

今の加湿で満足していますか？乾燥が気になるこの季節。インフルエンザなどのウイルス対
策をお考えの方も多いのではないでしょうか。
ノロックスは加湿をサポートするだけではなく、同時に除菌と消臭も可能です。毎日の加湿
をノロックスで「価値ある加湿」に変えてみませんか？

出展品目

● ノロックス
● ノロックス
● ノロックス
● ノロックス
● ノロックス

ご存知ですか？口頭で感謝を伝えられるより、
「文面」で感謝を伝えられると、ストレス指数
が 22％も低下するんです。オウケイウェイヴではオンライン上で感謝を贈り合えるサービス
『 OKWAVE GRATICA 』を無料提供しています。ES 向上施策にお悩みの方、是非ブー
スへお越しください。

出展品目
GRATICA

2L噴霧器
USB型噴霧器
20Lボックス
2Lパウチ
380mlスプレー

3C-03

● OKWAVE

オウケイウェイヴ

3B-10

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
URL: https://www.okwave.co.jp/business/
Email: sol-marketing@okwave.co.jp

〒335-8510

〒150-0013

見どころ
CTstageは、昨今ご要望の高い、
「接続品質・応対品質の向上」実現のための機能をサポートし
ました。お客様ごとの適切なルーティングを実現するIVR作成ツール、操作しやすくわかりや
すい各種管理ツール、AI連携など、OKIの提供する最新ソリューションをご覧いただけます。
出展品目

● CTstage 6Mi サービスパック4
（SP4）
● IVR Generatorソリューションパック
● AIチャット連携ソリューション
● 音声認識連携ソリューション

上記お悩みを抱える方必見！シェア No.1 の FAQ システム、チャットボット、FAQ 作成支援
AI サービス、無料サンクスカードサービス等をご紹介いたします。

出展品目

● OKBIZ. for FAQ
● OKBIZ. for Helpdesk Support
● OKBIZ. for AI Chatbot
● OKBIZ. for AI FAQ Maker
● OKBIZ. for Community Support
● OKBIZ. for Site Search
● OKWAVE GRATICA

共同出展社
OKI ソフトウェア

OKIソフトウェア

2F-01

〒335-8510

埼玉県蕨市中央1-16-8 OKIシステムセンター
TEL: 048-420-5210
URL: https://www.oki-osk.jp/product/crm/enjoycrm3/

オデッセイ コミュニケーションズ

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルＢ1
TEL: 03-5293-1885 FAX: 03-5293-1882
URL: https://www.odyssey-com.co.jp
Email: client@odyssey-com.co.jp

見どころ

見どころ

コンタクトセンター向けに「つかいやすさ」を提供する『 enjoy.CRMⅢ』。MS Dynamics
365 とのシームレスな連携により、色々なデータを柔軟に扱える xRM 機能を備え、全社で
の情報活用を実現しました。OKI ソフトブースでは AI や RPA と CRM を組み合わせたデモ
を展示します。

◆デモ試験体験◆
コンタクトセンター検定試験・MOS 試験のデモ試験をブースで体験できます！
◆無料受験チケットプレゼント◆
コンタクトセンター検定試験・MOS 試験等の無料受験チケットを抽選で 40 名様にプレゼントします！

出展品目

● enjoy.CRMⅢ
● enjoy.CRMⅢ

OKI

埼玉県蕨市中央1-16-8 沖電気工業株式会社 OKIシステムセンター
URL: https://www.oki.com/jp/
Email: ctstage-seminar@oki.com

見どころ
・CX 向上と問い合わせ数削減を同時に実現したい
・VOC を活用して公開 / センター内ナレッジを整備したい
・コストをかけずに ES 向上の取り組みを実施したい

3B-10

オウケイウェイヴ

出展品目

● コンタクトセンター検定試験
● マイクロソフトオフィススペシャリスト
（MOS）
● マイクロソフトテクノロジーアソシエイト（MTA）
● ビジネス統計スペシャリスト
● 統計検定
● Pythonエンジニア認定試験
● PHP技術者認定試験
● Communication Exam.
● IC3
（アイシースリー）
● VBAエキスパート

for Dynamics 365

共同出展社
OKI

共同出展社

日本コンタクトセンター教育検定協会
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2N-08

2019

2D-16

兼松コミュニケーションズ

〒151-8601

東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル3F
TEL: 03-5308-1047 FAX: 03-5308-1039
URL: https://www.kcs.ne.jp/bizservice/solution/optamo/
Email: optamo-info@kcs.ne.jp

ギグワークス

〒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10F
TEL: 03-6832-3260
URL: http://www.gig.co.jp/
Email: taiyuu.sakata@gig.co.jp

見どころ

見どころ
A I による最適なシフト表作成のデモンストレーションを実施、貴社の持つ課題のご確認、
Optamo を活用した省力化のアドバイス、シフト作成のポイントなどをご提案いたします。

コールセンターをＧＩＧＷＯＲＫＳが元気にする！
！
コンタクトセンターと人材活用のプロ、ＧＩＧＷＯＲＫＳが採用難時代のセンター運営のお手伝いをいたします。
・業界初のコンタクトセンター無料診断開始
・インハウスでは合計 650 席。営業支援系の業務センターや CS コールセンターを運営
・自社コールセンターでは 24 時間 365 日対応
・パソコン・サーバー等のテクニカルサポートから、通信販売の受付まで幅広い分野に対応
・新宿と福岡 ( 他 5 センター ) のセンターの完全連動による BCP 対策 ( 新宿コンタクトセンター福岡コンタク
トセンター他 )
・大手通信キャリア、大手メーカー、通信販売会社など豊富な実績

また個別レクチャーや無料トライアルのご案内もいたします。

出展品目
● 勤務シフト自動作成クラウドサービス
「Optamo」

出展品目

●【インバウンドサービス】
受注／カスタマー／電話代行／テクニカルサポート・保守受付
●【アウトバウンド】
通販／化粧品／健康食品/通販
●【BPO・コンサルティング】
コンタクトセンター 無料診断／バックオフィス業務／集中購買業務
●【コンタクトセンター派遣】
ユニット派遣
●【データエントリー】
データエントリー／集計／正規化

共同出展社

オー・エイ・エス

3A-08

2F-20

協栄産業

〒143-6565

東京都大田区平和島6-1-1 TRCアネックス
TEL: 03-3767-2345 FAX: 03-3767-2318
URL: https://www.kyoei.co.jp/cti

〒830-8520

福岡県久留米市城南町15-3 久留米市役所
TEL: 0942-30-9135 FAX: 0942-30-9707
URL: https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2050yuuchi/
Email: kigyo@city.kurume.fukuoka.jp

見どころ

見どころ

人材不足、働き方改革、顧客満足 ... 受注をはじめとするコールセンター業務においてこれら
の課題をズバリ解決できていらっしゃいますでしょうか。
当社はそんなお悩みを解決できるソリューション、クラウドサービスを展示しておりますの
で、是非ブースへご来場ください。

久留米市は人口 30 万人、福岡県南部の中心都市です。コールセンター設置には手厚い補
助金制度をご用意し、物件情報や人材確保についても様々なサポートをしています。高速自
動車道のクロスポイントに近接しており、車・電車（新幹線）と、交通アクセスも良好。九州
で有数の農業生産都市でありながら、医療機関や教育機関が充実しており、都市の快適さと
自然の安らぎが調和するまちです。ぜひ久留米市のブースにお立ち寄りください。

出展品目

● FAX送受信代行サービス FACE
● FAX受注業務支援クラウドサービス

出展品目

FOOP for Cloud

● 久留米市の立地環境
● 久留米市の立地支援制度
● 久留米市の魅力

共同出展社

不二家システムセンター

2N-05

久留米市

2F-12

クロノス

〒105-0003

東京都港区西新橋2-13-10 SKI虎ノ門 7F
TEL: 03-6277-7799 FAX: 03-6277-7756
URL: http://kronoz.co.jp
Email: info@kronoz.co.jp

高知県

〒780-8570

高知県高知市丸ノ内1-2-20
TEL: 088-823-9881 FAX: 088-823-9268
URL: https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150201/
Email: 150201@ken.pref.kochi.lg.jp

見どころ

見どころ

今後のコンタクトセンター市場は就労人口の減少により、オペレーターが不足し、業務運営
に大きな支障をきたす事が予測されます。SMS を活用することにより、問い合わせの予約
を可能とし、顧客満足度、業務効率をともに上げられる事が期待できます。採用管理へ応用
したクラウド型コールセンターソリューションも展示しています。

あなたも高知家の一員になりませんか？
高知県は貴社の新たなパートナーとして全力でご協力させていただきます！
ブースでは、高知県が実施している全国トップクラスの「補助金制度」や関係機関と連携した
「人材確保支援」などの強力なアフターフォローについてご案内いたします。
高知県のおいしい話がそろっています。高知県のブースにぜひお越しください。

出展品目

出展品目

● クラウド型PBXと採用管理CRM
● SMSを活用したIVRソリューション

● 進出に対する助成制度
● 県・市町村による人材確保のサポート
● 業務集約による効率化
● 経費削減
● 拠点分散によるBCP対策
● 高知県の魅力
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2F-17
〒239-0847

2019

コミュニケーションビジネスアヴェニュー
神奈川県横須賀市光の丘3-4

TEL: 046-821-3362
URL: https://cba-japan.com/
Email: marketing@cba-japan.com

YRPセンター1番館5F

2D-26

コムデザイン

〒102-0093

東京都千代田区平河町2-7-5

TEL: 050-5808-5500
URL: https://comdesign.co.jp/

砂防会館本館3F

見どころ

見どころ

既存 PBX やスマートフォンも利用可能で、15,000 席超の稼働実績を持つコールセンター
向けクラウド CTI「 CT-e1/SaaS 」をご紹介します。現場が抱える問題をスピーディに無償
カスタマイズで応える「 CT-e1/SaaS 」、今年は「新時代」をテーマに、ステレオ化した音声
テキスト化機能、新しい UI をお披露目予定。お気軽にお立ち寄りいただければと思います。

１．
全部入りのコールセンタープラットフォーム「Bright Pattern Contact Center」
ガートナーのコールセンター部門リーダー受賞をはじめ数々の受賞を獲得したサービス。
２．
世界初AI搭載のカスタマーサービス「ThinkOwl」
顧客からの問い合わせ内容に応じて自動仕分け、返信の提案などAIを使った自動化サービス。

出展品目

● コンタクトセンタープラットフォーム
「Bright Pattern
● AI搭載カスタマーサポートツール
「ThinkOwl」

出展品目
● CT-e1/SaaS

Contact Center」

共同出展社
ThinkOwl 日本法人

2E-05

2F-03

コラボス

〒131-0045

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー17F
TEL: 03-5623-3391 FAX: 03-5608-3282
URL: https://www.collabos.com/
Email: hamana@collabos.com

〒108-0023

東京都港区芝浦六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL: 03-4560-4888
URL: https://www.colt.net/ja/home/
Email: marie.tabata@colt.net

見どころ

見どころ
Colt はヨーロッパ、北米、アジアにおいて法人向けの音声サービスを提供する通信事業者
です。通話に必要なすべての機能をシンプルな IP ネットワークで管理できる音声サービス
など、多様な IT ネットワークサービスを取り扱っています。Colt サービスは自社ネットワー

コンタクトセンターで使用される電話システムに関わるシステム（ PBX 、CRM 、LINE 、音
声認識、通話録音）など、ワンストップで提供している強みを生かし、お客様のニーズに合っ
た製品をご紹介させて頂きます。今回のブースでは新サービスやコラボスの将来開発を進
めていく主力システムを中心に出展いたします。

出展品目

● AmiVoice Communication Suite provided by
● ＠nyplace
● CollabosPhone
● CollabosCRM(InbaoudEdition)※LINE連携

3C-16

Coltテクノロジーサービス

クにより運用しており、高品質、高コスト効果を同時に実現します。

出展品目
SIP Trunking
SIP Trunking 050
ISDN Service
Cloud PBX

● Colt
● Colt
● Colt
● Colt

コラボス

2E-02

サーバーワークス

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル2F
TEL: 03-5579-8029
URL: https://www.serverworks.co.jp/
Email: maruyama@serverworks.co.jp

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
URL: https://www.sciseed.jp/
Email: matsuoka@sciseed.jp

見どころ

見どころ

アマゾン ウェブ サービス（ AWS ）が提供する、100% クラウド型コンタクトセンターのソリ
ューション「 Amazon Connect 」を活用したソリューションをご紹介します。
サーバーワークスは「 Amazon Connect 」の導入支援、インテグレーションを提供します。

自社開発の AI エンジンを活用して AI Chat や FAQ 検索エンジン、音声認識システムといっ
た総合的なご提案が可能です。
「音声認識システムは高額な上に、まだまだ実用的ではない」と考えている方向けに実用的
な音声認識システムを紹介します。
・オペレーターへの回答候補のサジェスト
・後処理での対話内容記録
を音声認識システムと人のハイブリットにすることで、実用性を保ちつつ生産性を大きく向
上させることに成功しています。対応から後処理までの一連の流れについて、実際にデモン
ストレーションさせていただきます。

出展品目
Connect インテグレーション

● Amazon

出展品目
Chat
Search
Phone

● sAI
● sAI
● sAI
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3A-03 再春館システム

3C-14 サイバーエージェント

〒550-0002

〒150-6121

大阪府大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋IPビル8F
TEL: 06-6131-8846 FAX: 06-6131-8027
URL: https://www.saishunkansys.com/lp/kikoe/
Email: info_kikoe@saishunkansys.com

東京都渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア22F
TEL: 03-6328-2694
URL: https://www.ai-messenger.jp
Email: cyberagent.ai_pub@cyberagent.co.jp

見どころ

見どころ

独自エンジン搭載の AI チャットボット「 AI Messenger 」は、手間のかかる初期設計 / 運用
をお任せいただけることが特徴です。今回は、チャットボットの利便性を上げる様々な活用パ
ターンに関してご紹介をいたします。例）チャットボット×有人チャット、特定タスク特化、API
連携による回答範囲の拡大、WEB 導線分析ツールとの連携

お電話機特有のこもった音声を、共同開発で得た特殊な技術で高精細化し、コールオペレー
ターの疲労軽減を目指し開発された、ヘッドセット & アンプのお披露目です。
本展示会では概要をご覧いただけますので、ぜひ今後の無料試聴へのお申込みを！
これまでとは少し違った［聴こえ］をご実感くださいませ。

出展品目

● 通話支援システム

出展品目
Messenger

mimiyori

● AI

共同出展社
NTT 東日本

共同出展社
AI Shift

3A-12 サイバーコム

2A-05 サクシード

〒231-0005

〒104-0033

神奈川県横浜市中区本町4-34 サイバーコム横浜本社ビル4F
TEL: 045-319-6889 FAX: 045-681-6007
URL: https://www.cyber-smart.jp/
Email: SmartCTI-sales@cy-com.co.jp

東京都中央区新川1-8-6 秩父ビル8F
TEL: 03-5542-0536 FAX: 03-3553-1407
URL: https://www.succ.co.jp/
Email: info@succ.co.jp

見どころ

見どころ

システムカスタマイズができる CTI システム「 Cyber CTI 」のデモ環境を用意し皆様をお迎
えいたします。お客様が求めるシステムや業務の形は様々です。当社は今までの実績を元に、
御社の課題に対してご提案させて頂きます。この機会に、パンフレットだけでは語れない実
際の操作性や音声品質なども是非ご体験ください。

電話とPCを統合したCTIソフト
『見えTEL君』は、
全国4,000社超の様々な業種でご利用いただいています。
着信時に
「お客様情報」をPC画面に表示する事で、効率的な電話対応が可能となり、
顧客満足度をUPさせます。
安価で迅速な導入が可能。
「通話録音」、
「音声応答」等の標準機能が、応対品質の向上を強力支援します

出展品目

● Cyber CTI
● Cyber IP-PBX
● Cyber Phone
● Cyber GW
● Cyber Gateway Compact
● 楽々セキュアコネクト
（VPNサービス）

3B-03

出展品目

● 発着信クライアントモニタ
● 全通話録音
● 発着信ログ閲覧
● 音声応答、
IVR（オプション）
● 通話開始時アナウンス
● 顧客管理ソフト
「かんたん受付」
● 夜間受注オプション

2E-25

三協エアテック

GNオーディオジャパン

〒530-0012

大阪府大阪市北区芝田2-5-6
TEL: 06-6374-6140 FAX: 06-6374-6150
URL: https://www.sat.co.jp/
Email: info@sat.co.jp

〒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
URL: http://jabra.jp

見どころ
導入実績 33,000 台以上の高度清浄加湿装置「うるおリッチ」は業務用ならではの加湿量で
最大 150㎡の加湿・空気清浄を実現。季節を問わず乾燥・花粉症やインフルエンザ等の感染

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。

見どころ

症予防としてご利用いただけます。さらに大容量の給水タンクや自動クリーニング機能を搭
載し、お客様の日々の負担を軽減します。

出展品目

出展品目
BIZ 2300
BIZ 2400 II
Engage 65
Engage 50
PRO 925
PRO 935
Link 950

● Jabra
● Jabra
● Jabra
● Jabra
● Jabra
● Jabra
● Jabra

● 高度清浄加湿装置
「うるおリッチ」
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2N-18

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://www.gnext.co.jp/
Email: info@gnext.co.jp

〒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://www.gnext.co.jp/
Email: info@gnext.co.jp

見どころ

見どころ

お客さま相談室対応システムで培った “ 問い合わせ管理ノウハウ”をクラウドに昇華した新プ
ラットフォームをご紹介します！最先端の AI 技術を用いた音声認識、メール返信、テキストマ
イニングやナレッジ共有など、顧客接点を創造する新ソリューションデモをご体験ください。
お客さまの声を基にした攻めの改善策をご提案いたします。

お客さま相談室対応システムで培った “ 問い合わせ管理ノウハウ”をクラウドに昇華した新プ
ラットフォームをご紹介します！最先端の AI 技術を用いた音声認識、メール返信、テキストマ
イニングやナレッジ共有など、顧客接点を創造する新ソリューションデモをご体験ください。
お客さまの声を基にした攻めの改善策をご提案いたします。

出展品目

出展品目

● お客さま対応窓口に特化した新プラットフォーム
（仮）
● AI、
RPAソリューション（仮）

2F-08

● お客さま対応窓口に特化した 新プラットフォーム
（仮）
● AI、
RPAソリューション（仮）

JRシステム

3D-13

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-2-6 JR新宿ビル13F
TEL: 03-5371-0194 FAX: 03-6694-4022
URL: https://www.otasukeman.jp/
Email: sol2info@jrs.co.jp

JIEC

〒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
URL: https://www.jiec.co.jp/
Email: manabrain@jiec.co.jp

見どころ

見どころ
JIECでは、
「AI問い合わせ対応サービス
【manaBrain】
〜最初から賢く、
どんどん賢く〜」
と
「AIナレッジ発掘サービス
【manaBrain Retriever】
〜大量の文書から新たな気づきを〜」
をSCSKグループとして出展します。ワークショップにて「【DX事例】AIをもっと身近に。ヘ

コールセンタースタッフの勤務表作成に頭を悩ませていませんか?
「勤務シフト作成お助けマン」は、
スタッフの休みや勤務希望、各種勤務条件を考慮した上で1
カ月の最適な勤務表を自動で作成します。

ルプデスク業務の付加価値を創出する活用ノウハウ公開！」のタイトルで講演を行います。

出展品目

コールセンター事業者様の導入事例を交えながらご説明いたしますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。

● AI問い合わせ対応サービス
「manaBrain」
● AIナレッジ発掘サービス
「manaBrain Retriever」

出展品目

共同出展社
SCSK
SCSK サービスウェア

● 勤務シフト作成お助けマン

2B-20

ジーネクスト

2A-12

ジェネシス・ジャパン

〒169-0074

東京都北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14F
TEL: 03-5989-1430
URL: http://www.genesys.com/ja-jp/
Email: marketingjapan@genesys.com

〒163-0724

システムリサーチ
東京都新宿区西新宿2-7-1

TEL: 03-6864-8085
URL: http://www.sr-net.co.jp/
Email: t-sasaki@sr-net.co.jp

見どころ

ジェネシス・ジャパン・ブースでは、進化を続けるクラウド型コンタクトセンターサービ
ス ” PureCloud" 、AI を搭載したカスタマージャーニー分析＆エンゲージメント・ツールの
"Altocloud" をはじめ、デジタル時代のカスタマーエクスペリエンス・ソリューションをパート
ナー様とともにご紹介します。

出展品目

● WArm＋
● CTIコネクテル

出展品目

● Genesys PureCloud
● Genesys Altocloud

共同出展社

伊藤忠テクノソリューションズ
岩崎通信機

Nuance Japan
富士通
三井情報
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3N-05
〒247-0062

2019

Syno Japan

2F-16

神奈川県鎌倉市山ノ内1310

〒750-0009

山口県下関市上田中町1-16-3
TEL: 083-231-1357 FAX: 083-235-0910
URL: http://shimonoseki-kigyorich.jp
Email: kigyo-s@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

TEL: 0467-38-6520
URL: http://www.synojapan.com
Email: san@synoint.com

見どころ
Syno は、様々な消費者データの収集から連携、分析、視覚化までを一元化するクラウド型
プラットフォーム「 Syno Cloud 」を開発する IT 企業です。初出展となる今回、コールセン

見どころ

下関地方気象台で 1923 年以降の山口県の地震回数は 733 回で、全国第 3 位の少なさ。こ
の間、下関市では震度 5 弱以上の揺れは観測されていません。南海トラフによる地震・津波
の影響が少なく、サービスの安定供給が可能。コールセンターの誘致に力を入れており、立
地企業には回線使用料や事務所賃借料に対する支援だけでなく、新規雇用に対する支援も
行っています。

ターにおける顧客や従業員体験を可視化し、ロイヤリティ向上に直結する迅速なアクション
を実現するためのプラットフォームを国内事例と共にご紹介します。

出展品目
Cloud

出展品目

● Syno

3N-03

下関市

● 下関市の支援制度
● 下関市の事務所情報

2F-17

シャープ

ThinkOwl日本法人

〒261-8520

千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
TEL: 050-5213-6302
URL: https://jp.sharp/business/solution/aiot/
Email: IOT-CLOUD@sharp.co.jp

見どころ

お持ちの QA データを活用し、簡単に構築可能で、運用しやすい『チャットボットシステム』を
ご紹介。シャープの製品サポートサイトなどに採用されています。
『音声認識 IVR 』は、お客様の発話を音声認識し、管理ツールで作成したシナリオに基づき、
AI 対話エンジンが音声合成で自動回答します。

共同出展社

出展品目
● 音声認識IVR

コミュニケーションビジネスアヴェニュー

● チャットボットシステム

3D-19

3N-04

ジンテック

〒102-0084

東京都千代田区二番町11-7 住友不動産二番町ビル3F
TEL: 03-5276-3301 FAX: 03-5276-4430
URL: https://www.jintec.com/
Email:eigyou_member@jintec.com

ズィーバーコミュニケーションズ

〒105-0004

東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス4F
TEL: 03-6432-4963 FAX: 03-6432-4964
URL: https://www.zeevaa.com
Email: mitsui.masanori@zeevaa.com

見どころ

見どころ

全国の電話番号の利用状況を毎月調査しており、10年以上の履歴データを保有しています。
この履歴データを使った発送効率化や架電効率化についてご紹介します。また RPA とも親
和性の高い「 Push!SMS 」や「 Push!AutoCall 」などの当社製品の操作性に触れられるデ
モブースをご用意します。

多くのコンタクトセンター構築経験を活かし、ニーズに応じたソリューション選びのコンサル
ティングをさせて頂きます。
通話要約作成 AI ソリューション「 T-Call Assist 」、Amazon Connect を中心に注目され
ている「壁 de コンタクト」、働き方改革を支援する「地図 de コンタクト」を展示してご来場を
お待ちしております。

出展品目

出展品目

● 電話番号クリーニングシステム
『TACS』
● SMS一括配信サービス
『Push!SMS』
● 自動音声コールシステム
『Push!Auto Call』

● 地図deコンタクト
● 壁deコンタクト
● T-Call Assist
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2N-10
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3A-22

スカパー・カスタマーリレーションズ

〒100-0004

東京都品川区上大崎3-1-1

JR東急目黒ビル
TEL: 0120-056-108 FAX: 03-6850-1365
URL: http://www.spcc-sp.com/
Email: grp-sales@spcc-sp.com

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB内

URL: http://www.qaengine.ai
Email: qaengine@ousia.jp

見どころ

見どころ

「 Q A E N G I N E 」は、誰でも簡単に高精度の人工知能質問応答システムを作成できる
SaaS です（多言語対応）。新製品の「スマートアノテーター（仮）」は、データの整理、AI 向
け学習データの作成、文書分類の効率化をお手伝いするツールです。当日、ブースにて導
入のご相談も承ります。デモ、導入事例あり。

スカパーのカスタマーセンター運営ノウハウを活かした最先端のコンタクトセンターサービ
スをご提供いたします。
カスタマーセンターの立上げや事業拡大に伴い外注委託を検討している企業様、運営20年、
年間 400 万件以上の実績がある SPCC に任せてみませんか？弊社ブースで詳しくご紹介い
たします！

出展品目

● QA ENGINE
● スマートアノテーター
（仮）

出展品目

● SMART CONTACT CENTER [OASIS]
● すぐに活用できる最先端のコールセンターが札幌に!!

3N-01

Studio Ousia

2B-15

ゼータ

〒104-0032

東京都八丁堀4-12-7 サニービル5B
TEL: 03-6228-3496 FAX: 03-6228-3498
URL: https://www.zeta-inc.co.jp/
Email: sales@zeta-inc.co.jp

セールスフォース・ドットコム

〒100-7012

東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー12F
TEL: 0120-733-257
URL: https://www.salesforce.com/jp/

見どころ
Google エンジンに基づいての AI 音声応答ソリューションによる 音声認識・自動応答など

先端技術で、大幅コスト削減、簡単業務の無人化、生産性向上など経営面課題を解決できる
次世代型サービスを提供します。

出展品目

● CYBOP CALL
● CYBOP CHAT

2F-06

Zendesk

3B-18

〒104-0031

東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン
TEL: 0503205-0769
URL: https://www.zendesk.co.jp
Email: support@zendesk.com

CENTRIC

〒171-0014

東京都豊島区池袋2-50-9 第三共立ビル5F
TEL: 03-6912-5164 FAX: 03-6912-5194
URL: https://centric.co.jp/
Email: ys-takao@centric.co.jp

見どころ

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、Facebok や Twitter 、チャット、電話
などマルチチャネルで受ける顧客から問い合わせを集約しチケット化。ステータスの確認、
優先順位付け、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合わせて紹介しています。

コンタクトセンター・アワード 2019 にて、初出場ながら「感情解析技術の現場活用」という
テーマで審査員特別賞を受賞いたしました。熊本大学大学院先端科学研究部の有次教授と
共同研究した感情パラメータの現場活用、導入事例を当日はご紹介いたします。

出展品目
● Zendesk Support
● Zendesk Chat
● Zendesk Talk
● Zendesk Guide
● Zendesk Explore

● 音声感情解析
● 音声感情解析
● 音声感情解析

出展品目
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2B-32

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
URL: http://www.sennheiser.co.jp
Email: Kensuke.Kamata@sennheiser.com

ソウル情報システム

大韓民国 ソウル市瑞草区瑞草大路42ギル95 サムオビル3F 06649
TEL: +82-2-3465-6111 FAX: +82-2-3465-6200
URL: http://www.nsisco.com
Email: munseok.ko@nsis.co.kr

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。

出展品目

● ビジュアルIVR
● SNSによる顧客相談
（CRM連携）
［LINE、
● CRMデザイナー
● ダッシュボード

出展品目

● 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
● 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
● スピーカーフォン SPシリーズ

2A-01

2A-23

ソフツー

〒103-0004

東京都中央区東日本橋1-1-7 野村不動産東日本橋ビル5F
TEL: 03-4455-7300 FAX: 03-6667-0687
URL: http://www.bluebean365.jp/
Email: bluebean@softsu.co.jp

タカコム

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町2-9-8 Daiwa日本橋堀留町ビル3F
TEL: 03-5651-2281 FAX: 03-5651-2287
URL: https://www.takacom.co.jp
Email: support@takacom.co.jp

見どころ
2019 年 1 月よりBlueBean が「 BlueBean365 」という新しいサービス名になって生ま

見どころ

“ 通録＋テキスト化 ” の一体化で、コストを抑えて音声認識導入を実現。応対内容の全文テキ
スト化により、膨大な通話データの利活用を促進できます。他にも、電話応対業務を効率化
できるひかり電話対応の IVR 新モデルなど、豊富な製品ラインアップからお客様のご要望に
合わせた最適なソリューションをご提案します。

れ変わりました。①後払い、日割り対応が可能になり、②最低利用期間もなくなり、③外部
CRM との連携機能も無償での提供になりました。
新しくなった BlueBean365 をぜひブースにてご確認ください。

出展品目

出展品目

● 音声認識搭載 通話録音装置 VR-TR780
● 音声認識サーバ VR-TRS100
● 音声認識搭載 音声データ集中管理システム
● 通話録音装置 VRシリーズ
● 音声応答転送装置 IVR-24VoIP/100VoIP
● 音声応答転送装置 IVR-2430Ⅱ

● BlueBean365

3A-01

FACEBOOK、LINKEDIN、KATALK］

3A-24

タグジャパン

〒331-0814

埼玉県さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル4F
TEL: 048-615-1011 FAX: 048-615-1133
URL: http://tagjapan.jp/
Email: welcome@tagjapan.jp

VR-TR900CES

TeamViewer ジャパン

〒100-6509

東京都千代田区丸の内1-6-1 新丸の内ビルディング 9F
TEL: 03-4578-0488
URL: https://www.teamviewer.com/ja/
Email: japansales@teamviewer.com

見どころ
WFM・ワーク、レイバースケジュール、呼量に対応した人時生産性の最適配置。勤務シフト・

見どころ

コールセンターやサポート部門において、お客様と電話だけのサポートよりも正確で短時間
に問題解決に導く事のできるリモート操作を導入する企業が増加しています。世界最大規模
のリモート接続ソリューション TeamViewer の直感的操作のデモと、製品やライセンスの詳
細についてご紹介します。

スキル能力による作業割オペレーションに特化した人員配置システムです。特徴：希望休日
を反映し、繁閑曜日別の需要と連動した出勤数を作る曜日別休日数の自動バランス休暇の
自動割振りが好評です。スキル別作業の平準化割振りや出勤の平準化の配置が不公平感を
なくし、離職者予防が働きやすさの体制を構築。人材不足対策として注目です。

出展品目

出展品目

● TeamViewer
● TeamViewer

● 幹部の右腕・シフト表
● 幹部の右腕・タスク分担表
● 幹部の右腕・ライト版
● 幹部の右腕・勤怠管理
● 幹部の右腕・人時かんばん（人時工数スケジューラ）
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3A-15

テックタッチ

〒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://fasthelp.jp/
Email: crm@techmatrix.co.jp

〒100-6001

東京都千代田区霞ケ関3-2-5

見どころ
CRM システム「 FastHelp5 」の特長と機能を、特に今回は「トークスクリプト」機能につい

見どころ
SFA や経費精算、自社開発システムなど、業務効率化ためのシステムを導入しても中々利

2E-19

テクマトリックス

TEL: 03-4334-8109
URL: https://techtouch.jp/
Email: sales@techtouch.co.jp

霞が関ビル5F

てより詳細にご紹介します。
CRM システムの他に、FAQ ナレッジシステム「 FastAnswer2 」や製薬や自治体など業界
特化型ソリューションもご紹介いたします。
ぜひブースにお立ち寄りください。

用が進まない。マニュアルを用意しても、操作方法の問い合わせや、入力ミスの対応に時間
を費やしている。そんな課題を解決する画期的なソリューションをご提案します。画面上で
操作手順をガイダンス。もうマニュアルも IT 知識もいりません。

出展品目
● 次世代CRM(顧客管理)システム／FastHelp5
● 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
● Webチャットシステム／FastChat
● FAQナレッジシステム／FastAnswer2
● 製薬企業向け製薬ナレッジシステム／FastAnswer Pe
● Fastシリーズ
（CRM・FAQ）のクラウドサービス／FastCloud

● テックタッチ~圧倒的な業務効率化の実現 マニュアルなしでシステムを使いこなせるソリューション~

2D-32

出展品目

3A-06

テラスカイ

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
URL: https://www.terrasky.co.jp/
Email: info@terrasky.co.jp

Twilio Japan

〒103-0027

〒102-0083

東京都千代田区麹町6-6 東急四谷ビル5F
URL: https://www.twilio.com/japan

見どころ
LINE などの SNS 、電話や FAX といった、さまざまなチャネルからのお客様からの問い合

見どころ
Twilio は電話の他、LINE 等チャットや AI をサポートする SaaS 型次世代コンタクトセンタ
ープラットフォーム Flex や、SMS 、ビデオ等のコミュニケーションを容易に実現する API を
数多く提供しています。当ブースでは Twilio の提案する次世代コンタクトセンターのデモや

わせに対応するオムニチャネル・コンタクトセンターの構築をご支援します。
また、各チャネルからのデータを AWS に集約・Salesforce で分析したデータを元に、顧客
や企業毎にパーソナライズされたお客様サポートと 1 to 1 マーケティングを実現します。

事例をお届けします。

出展品目

● Twilio Felx
● Programmable
● Programmable

出展品目

● Salesforceで始めるLINEサポート
「OMLINE-I」
● Salesforceで始めるLINEマーケティング「OMLINE-O」
● クラウドAPIサービス
「Twillio」
● Amazon Connectを簡単にお試しいただける PoCサービス
「ぴたっとコネクト」
● 顧客中心の情報集約でCXを最大化する
「Salesforce Service Cloud」

Voive
SMS

共同出展社
BeeX

2A-16

2A-06

東京エレクトロン デバイス長崎

〒221-0056

神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア
TEL: 045-443-4072 FAX: 045-443-4065
URL: https://www.ngs.teldevice.co.jp
Email: ids-info@ngs.teldevice.co.jp

東芝デジタルソリューションズ

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 株式会社 東芝スマートコミュニティセンター

TEL: 044-331-1228 FAX: 044-548-9525
URL: https://www.toshiba-sol.co.jp/sol/crm/
Email: masataka2.nakajima@toshiba.co.jp

見どころ

見どころ

当社はコールセンタ /CRM 等のシステムに於いて VoIP/IVR/FAX サーバに適した CTI 製
品を提供しているメーカーです。この度、電話を使ってシステム障害の通知や作業完了時の
通知ができる装置「音声合成搭載クラウド対応電話通報デバイス TP2000 」を展示します。
その他、IP 電話 /INS1500 回線 / アナログ回線に対応した CTBOX 等、多彩なラインナップ
を取り揃えて出展します。

「働き方改革を推進する東芝のコールセンターソリューション」をテーマに、長年にわたる
導入経験で培ったノウハウを反映させたコンタクトセンターソリューション「 T-SQUARE/
CT 」と、自然言語処理技術と知識処理技術を融合したコミュニケーション AI「 RECAIUS 」
を展示し、コールセンターの課題に応じたソリューションをご紹介いたします。

出展品目

出展品目

● CRMソリューション T-SQUARE/CT FC Edition
● コンタクトセンター業務支援プロダクト RECAIUS コンタクトセンタープラス
● FAQ作成・更新支援サービス RECAIUSナレッジエディタ
● 音声による自動応答サービス RECAIUS 通話エージェント

● 音声合成搭載クラウド対応電話通報デバイス：TP2000
● 光回線対応CT-BOXシリーズ
（24、
12、4ch）
● 音声／FAX版CT-BOXシリーズ
（INS1500、
64、アナログ）
● 音声版CT-BOX Ｖシリーズ
● CT SystemBuilder for Network
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2D-08

長塚電話工業所

日本アバイア

〒213-0031

神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3
TEL: 044-379-7200 FAX: 044-850-1534
URL: http://www.nagatsuka.co.jp/
Email: ndksales@nagatsuka.co.jp

〒107-0052

東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー
TEL: 03-5575-8850 FAX: 03-5575-8703
URL: http://www.avaya.com/jp Email: jpenquiry@avaya.com

見どころ
創業 83 年の老舗ヘッドセットメーカーが取り組む新たなコミュニケーション支援ツール（高

グローバルでトップシェアを誇るアバイアが国内のお客様のニーズに合わせて開発したアプ
リケーションの新製品を多数ご覧いただきます。センターを見える化するAgent MAPに「会
話」と「顧客の感情」が見える化。StationLink は Web 版と通話中に SMS を送る機能を追
加、コールバックの予約実行を自動化する SmartCB 、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 IX Workspaces など。

見どころ

齢者、難聴者向け）をご紹介いたします。
またキャリア録音とのタイアップで実現した全国60拠点の音声認識に対応した通話録音装置
【 VCLog 】も併せてご紹介いたします。

出展品目

出展品目

● Avaya IX Workspaces
● Agent MAP + VContact
● Agent MAP + Empath
● StationLink Web
● StationLink + SMS
● CC-One Portal
● SmartCB
● Proactive Outreach Manager

● エンタープライズ
● VCLog
● テレコムエイダー
● ピアボイス
● UDトーク

共同出展社

(POM)

伊藤忠テクノソリューションズ
エス・アンド・アイ
丸紅情報システムズ

2D-04

2F-01

日本オラクル

〒107-0061

東京都港区北青山2-5-8
TEL: 0120-155-096
URL: https://www.oracle.com/jp/applications/customer-experience/

日本コンタクトセンター教育検定協会

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2F
TEL: 03-6273-4773 FAX: 03-6273-4774
URL: https://www.conken.org/
Email: mail@conken.org

見どころ
5G 時代控え次世代のコールセンター実現に向けた AR 連携、ビデオチャット、チャットボット、
クラウド CTI 連携など各種ソリューションを展示・ミニステージでご覧いただけます。

見どころ

◆デモ試験体験◆
コンタクトセンター検定試験のデモ試験をブースで体験できます！
◆無料受験チケットプレゼント◆
コンタクトセンター検定試験の無料受験チケットを抽選で40名様にプレゼントします！

出展品目
Service Cloud
Engagement Engine Cloud
Digital Assistant
Live Experience

● Oracle
● Oracle
● Oracle
● Oracle

出展品目

● コンタクトセンター検定試験
●【テキスト】
CMBOK2.0知識スキル体系ガイド
●【テキスト】
コンタクトセンターマネジメント
●【テキスト】
コンタクトセンター構築マニュアル
●【テキスト】
スーパーバイザー完全マニュアル
●【テキスト】
オペレーター完全マニュアル
●【テキスト】
ビジネスコミュニケーション

共同出展社

オデッセイ コミュニケーションズ

3D-17
〒104-0033

日本証券テクノロジー
東京都中央区新川1-28-23

TEL: 03-5566-6161
URL: http://www.nstec.jp/
Email: s-kinoshita@nstec.jp

東京ダイヤビル5号館

日本ブレケケ

〒171-0021

東京都豊島区西池袋2-36-10

TEL: 03-6915-2528
URL: https://www.brekeke.jp/
Email: sales@brekeke.jp

見どころ

ACN池袋ビル10F

見どころ
Brekeke はコンタクトセンター機能に止まらない、
『働き方改革』に最適なオフィス機能を
持ったコミュニケーション製品です。L I N E によるチャット問合せ、電話番号が不要で Q R

各社の電話基盤（ Cisco 、OKI 、NEC 、日立）と連携した Web ベースの CTI（ Computer
Telephony Integration ）アプリケーションで、IP 電話と PC ネットワークの融合を強化し
ます。手軽に UC 環境を構築でき、発信や転送などの多様な IP 電話の機能をパソコン画面
上の操作に集約することで、お客さまの業務効率化、生産性向上に貢献します。

●

3A-25

コード読取だけで通話とチャットが可能となるデモンストレーションを実施しております。
Google 、Watson 、SMS 連携により、オペレーター人員の平準化を実現可能とする機能
も体験いただけますので、是非とも当社ブースにお立ち寄りください。

出展品目
NSTechno-phone Manager

出展品目
PBX（交換機）
UC（ユニファイドコミュニケーション）
CIM（CTIツール）
CRM（顧客管理、アウトバンドダイヤラー）
Ca（リアルタイム／ヒストリカル統計）
RFS（通話録音）
Phone（スマートフォン内線）
ITSPGW（電話回線直収GW）

● Brekeke
● Brekeke
● Brekeke
● Brekeke
● Brekeke
● Brekeke
● Brekeke
● Brekeke
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Nuance Japan

2A-31

ネクストジェン

〒104-0031

東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン26F
TEL: 03-6831-0530 FAX: 03-6745-7010
URL: https://www.nuance.com/ja-jp/index.html
Email: itsuo.asada@nuance.com

〒108-0072

東京都港区白金 1-27-6
TEL: 03-5793-3230 FAX: 03-5793-3231
URL: https://www.nextgen.co.jp/
Email: pr@nextgen.co.jp

見どころ
Nuance は、声をソリューション展開し、音声認識や声紋認証などをコンタクトセンター向けに提供し
ています。音声認識では、全文テキスト化をおこなうNuanceTranscriptionEngine 、IVR 専用の音
声認識エンジンの NuanceRecognizer を、声紋認証では、決まったフレーズで本人確認をおこなう
VocalPassword 、オペレータとお客様間での自由な会話で本人確認をおこなったり、電話回線のセキュ
リティを担保し、なりすまし防止に役立てる Freespeech などブースでご紹介させていただきます。

見どころ
Connect, Collect, Collaborate（つなぐ、録る、活用する）をネクストジェングループのト

ータルソリューションでご提供いたします。
今回の出展の見どころは、あふれ呼対策ソリューションの「 U³（ユーキューブ）
コールバック」、
音声認識ソリューション「 U³COGNI（ユーキューブコグニ）」です。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

出展品目

出展品目

● 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

● U³COGNI
● U³コールバック
● LA-6000
● VoISplus
● NX-B5000 for Enterprise

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
岩崎通信機
富士通
三井情報

2A-31

共同出展社
NextGen ビジネスソリューションズ
LignApps

NextGenビジネスソリューションズ

3D-20 Nota

〒105-0003

東京都港区西新橋3-24-9 飯田ビル2F
TEL: 03-5843-0200 FAX: 03-3436-2077
URL: https://www.nxg-bs.com/
Email: bs-sales-t@nextgen.co.jp

〒602-0023

京都府八幡町110-16 かわもとビル5F
URL: https://notainc.com/
Email: contact@notainc.com

見どころ

◆通話録音データの利活用を強力に支援する音声認識装置「 VOTEX-BOX 」を実演◆

--

出展品目

ネクストジェンのエンタープライズ向け VoIP 製品・ソリューション「 VOICEMARK（ボイス
マーク）」とクラウドサービス「 U3（ユーキューブ）」関連のビジネスを展開

● Helpfeel

出展品目

● 音声認識装置「VOTEX-BOX」

共同出展社

ネクストジェン

LignApps

3D-06

2E-09

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
TEL: 03-6660-0606 FAX: 03-6660-0959
URL: https://www.traina.ai/
Email: ttl-exhibition@nri.co.jp

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: http://www.virtualex.co.jp/
Email: sales_info@virtualex.co.jp

見どころ

見どころ

音声認識・対話要約によるACW効率化。
チャットボットによる自動応答で放棄呼の大幅削減。
AIを駆使したFAQシステムによる社内ナレッジ高度管理。
2001年以来、800社以上のお客様にご利用いただいているNRIのAIソリューション
「TRAINA/トレイナ」は、
コールセンター効率化AIの決定版です！

音声認識と連携できる CRM「インスピーリ」、
「アイエックスクラウド」、AI・チャットボット、
RPA など有効活用するコンサルティング、ソリューション、アウトソーシングサービスをご紹
介します。

出展品目

● コールセンターCRM
「inspirX 5 (インスピーリ ファイブ)」
● CRMクラウドサービス
「iXCloud
（アイエックスクラウド）
」
● コールセンター高機能化のためのコンサル支援
● アウトソーシング
● 各種RPAソリューション

出展品目

● TRAINA スマートナレッジ
● TRAINA VOICEダイジェスト
● TRAINA テキストマイニング
● FAQナレッジ
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3D-03

P&Wソリューションズ

〒140-0002

東京都品川区東品川2-5-5 HarborOneビル
TEL: 03-5796-0207 FAX: 03-5796-0208
URL: http://www.pw-s.com/products/
Email: sales@pw-s.com

〒163-1032

ビーウィズ
東京都新宿区西新宿

新宿パークタワー32F

TEL: 0120-722-782 FAX: 03-3344-0695
URL: https://omnialink.jp/
Email: Omnialink@bewith.net

見どころ

見どころ
Sweet シリーズは、働き方改革の推進、グループウェア、目標管理、座席管理、あらゆる情

音声認識機能をリアルタイムに活用する「 Omnia LINK 」に、新機能としてリアルタイム
表示の座席表、I V R ガイダンスの音声合成やコールフローの簡単作成機能を追加しまし
た。新機能は標準機能のため、オプション料金不要です。対話中に FA Q を自動表示する
seekassist も大幅にプライスダウンしました。

報の分析結果をリアルタイムに確認できるなど、センター運用に役立つ機能を多数搭載した
『純国産のセンター統合マネージメントシステム』です。日本特有の雇用スタイルや文化に
あわせ、日々進化し続けており、たくさんの企業様への導入実績があります。最新のソリュ
ーションをぜひブースでご覧になってください。

出展品目

● Omnia LINK
● seekassist
● watchover
● wotchover-map
● watchover-board
● bowline
● arrangedesk
● omnia-manager
● linkbuilder
● omnia-phone

出展品目

● Sweet Seat Manager
（座席割振り・監視）
● Sweet Quality Management(品質管理）
● Sweet Q
（リアルタイム分析表示）
● Sweet PPM

共同出展社

アイブリット

2D-32

BeeX

2B-09 BCC

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16F
TEL: 03-6214-2830 FAX: 03-3344-0695
URL: https://www.beex-inc.com/
Email: info@beex-inc.com

〒810-0044

福岡＋IT＝BCC
BCC は、お客様が抱える問題を最先端技術とオープンイノベーションで解決し、新たな価
値を提供してお客様の繁栄と発展に貢献いたします。今回のイベントでは、音声認識・VoC
分析・WFM のグローバルリーダーであるベリントのブースにて、コンタクトセンター業務の
見える化・自動化を実現する RPA・DPA デスクトップ分析ソリューションをお見せします。

【テラスカイと共同出展】LINE などの SNS 、電話や FAX といった、さまざまなチャネルか
らのお客様からの問い合わせに対応するオムニチャネル・コンタクトセンターの構築をご支
援します。
また、各チャネルからのデータを AWS に集約・Salesforce で分析したデータを元に、顧客
や企業毎にパーソナライズされたお客様サポートと 1 to 1 マーケティングを実現します。

出展品目

BCCビル

見どころ

見どころ

● クラウド型サポートセンターサービス
「Amazon

福岡県福岡市中央区六本松2-12-19

TEL: 092-711-5802
URL: https://www.bcc-net.co.jp

出展品目

●事務部門の業務効率化−見える化･分析･自動化＝RPA・DPAデスクトップ分析

Connect」

共同出展社

共同出展社

テラスカイ

ベリントシステムズジャパン
エス・アンド・アイ

3B-02 日立産業制御ソリューションズ

2F-04

〒110-0006

〒141-8672

東京都台東区秋葉原6-1 秋葉原大栄ビル
TEL: 03-3251-7242 FAX: 03-3251-7299
URL: http://info.hitachi-ics.co.jp/
Email: www@ml.hitachi-ics.co.jp

日立システムズ
東京都品川区大崎 株式会社 日立システムズ

TEL: 03-5435-5608
URL: https://www.hitachi-systems.com/sp/ccs/
Email: masayuki.sanbuichi.ar@hitachi-systems.com

見どころ

当社は、コールセンター業務の効率化として、電話交換機能をはじめ、通話録音、I V R 、
FAX などの各機能をひとつのサーバーにまとめた「 TELEPHONYMASTER 」と、それを
中核にした多種多様なコールセンターシステムの構築を提案しています。

出展品目

● 音声IVR
● 音声認識

出展品目

● コールセンターシステムTELEPHONYMASTER
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日立情報通信エンジニアリング

〒220-6122

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB 22F
TEL: 050-3163-1755
URL: https://www.hitachi-ite.co.jp/lineup/solution/voicerecording/index.html

ヒュレンス

〒169-0072

東京都新宿区大久保2-1-8 プラザ新大樹ビル403号
TEL: 03-5292-5457 FAX: 03-5292-5435
URL: http://www.furence.com/
Email: daniella@furence.com

見どころ

見どころ

通話録音から進化し、音声認識技術により対話はテキスト化され、業務効率化に向けたデジ
タル活用が広がってきています。コンタクトセンター業務の効率化・業務改革などにフォー
カスを当てたソリューションの活用例と更に新たな利用価値の創出を支援する音声分析サー
ビスをご紹介いたします。

顧客とチャットするロボット - Tori
：学習された内容を利用して、
リアルタイムに顧客とのコミュニケーションをする
チャットロボット
：LINE と簡単な連動、便利な相談ソリューション
RecSee3.0 ならではの特化された技術 - クライアントの個人情報は、任せて !
- 録音されたお客様の重要な個人情報を学習させて区間マーキングを介して
個人情報の漏えいを遮断。

出展品目

● コンタクトセンターシステム iCTNET/IX
● 通話録音システム RecwareX
● 音声認識システム Recware/SA
● 音声分析ソリューション

出展品目

● コールセンター録音ソリューション−Recsee3.0
● クラウドチャットボットソリューション−Tori
● クラウドCRM−Conple

2F-07

3B-04

福岡市

〒102-0093

東京都千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館12F
TEL: 03-3261-9712 FAX: 03-5276-7895
URL: http://www.city.fukuoka.lg.jp/tokyo/index.html
Email: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

富士通

〒105-7123

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
TEL: 0120-933-200
URL: http://www.fujitsu.com/jp/crm/
Email: contact-cccrm@cs.jp.fujitsu.com

見どころ

見どころ

今、人口が大都市 No.1 のスピードで伸びる活力に溢れる都市「福岡」。今後約 20 年は人口
増加が続く見込みで、若者が多く、とりわけ女性が多いのが特徴です。また、空港から都心
まで約 10 分という利便性の高さ、コストや災害リスクの低さなど、コンタクトセンターの立
地に最適な環境です。期間中、福岡市ブースでアンケートに答えると、先着であの「棒ラー
メン」をプレゼント！ぜひお立ち寄りください！

「いつもの対応が、すべてのお客様の「特別」になる：富士通」をテーマに、AI 技術や音声認
識技術の活用例を中心にご紹介します。また、FMV コンタクトセンターの運営スタッフが、
培ったノウハウと富士通の総合力を活かして貴社のお悩み解決に最適なソリューションをご
提案します。ぜひ、富士通ブースにお立ち寄りください。

出展品目

出展品目

● [AI/FAQ検索] Zinrai Contact Center Knowledge Assistant
● [AIチャットボット] CHORDSHIP
● [AI連携CTI] LEGEND-V AX
● 音声認識・音声テキスト化ソリューション
● [CTS/RPA] CRMate／コールセンタープロ
● [ビジュアルIVR] CRMateモバイル

● 福岡市のご案内
● 福岡市の立地交付金制度

共同出展社

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

2B-20

2C-01

富士通

〒105-7123

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
TEL: 0120-933-200
URL: https://www.fujitsu.com/jp/

富士通

〒105-7123

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
TEL: 0120-933-200
URL: https://www.fujitsu.com/jp/services/knowledge-integration/chordship/index.html
Email: contact-cccrm@cs.jp.fujitsu.com

見どころ

見どころ

富士通製のビジュアル IVR を入口として GENESYS PureCloud と連携。連携される待ち
呼の状況に応じて応対プロセスを変え、顧客応対を適切にナビゲートするコールトラキング
システムを展示します。CX 向上を目指す鍵となる適切な応対プロセスを実現するソリュー
ションをお探しなら、ぜひ富士通ブースにお立ち寄りください。

「 CHORDSHIP 」は、問合せの自動応答を担う AI チャットボットとして登場しました。現在
そのご利用領域を、見積り、申込み・購入、住所変更といった手続きなど業務プロセスの領
域へと拡大しています。2 階 AI ゾーンの富士通ブースでは、最新および将来機能を含めたチ
ャットボットの可能性を示す、
「進化した展示」をご覧下さい。

出展品目

出展品目

● GENESYS PureCloud
● CRMate／コールセンタープロ
● CRMateモバイル

● [AIチャットボット]CHORDSHIP

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
岩崎通信機

Nuance Japan
三井情報
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富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス
URL: https://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/
Email: ssl-info@cs.jp.fujitsu.com

〒101-0021

東京都千代田区外神田6-15-12
TEL: 03-5817-5710 FAX: 03-5817-5747
URL: https://www.csstream.jp/
Email: csstream@fujielectric.com

見どころ

見どころ
CSStream は、

音声認識による書き起こし機能を使い、応対業務の効率化を行うコールセンターも多くなっ
てきましたが価格が高く、大規模なコンタクトセンターにのみ導入されています。
当社のコンタクトセンターソリューションは音声認識機能を絞ることにより低価格化を実現、
小規模なコンタクトセンターでも導入可能な価格帯でのご提供を可能にしました。
簡易な音声認識で応対業務支援にご興味のある方はぜひ当社ブースへお越しください。

★『お客様の声』を一元管理し
★企業全体に迅速かつ的確に伝える
ことにより、お客様対応の流れを活性化し、お客様満足度向上と危機管理を強力にサポート
するためのソリューションです。

出展品目

● SugarCRM
● FUJITSU Software

富士電機ITソリューション

出展品目

LiveTalk

● コンタクトセンターシステム

CSStream V4

共同出展社

富士通

3A-08 不二家システムセンター

2B-05

〒134-0088

〒105-0013

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: 03-5675-5525
URL: https://www.fujiya-sc.co.jp/

プラスアルファ・コンサルティング

東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル 6F
TEL: 03-6432-4029 FAX: 03-6432-4017
URL: https://www.pa-consul.co.jp/
Email: k-mochizuki@pa-consul.co.jp

見どころ

見どころ

ビジネスプロセスアウトソーシングで働き方を改善しませんか？BPO は日々の業務処理だ
けでなく、繁忙期・閑散期対応などの管理や採用〜教育といった人材の管理も含め、業務を
受託する事でお客様の優秀な人材がコア業務に注力することが出来ます。不二家システム
センターの BPO ソリューションを導入することで、質のよい働き方を実現いたします。

コールログ、アンケートなどの顧客の声を見える化する、1,500 社以上が導入したテキスト
マイニングシステム「見える化エンジン」の他、音声認識テキストの自動要約、FAQ マネジ
メントシステム、チャットボットなど、CS 向上を大きくご支援するサービスについて、デモ端
末を用いてご紹介いたします。

出展品目

出展品目

● 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

● 見える化エンジン
● アルファスコープ
● 見える化エンジンSummario
● アルファチャット
（仮）

共同出展社

協栄産業

3B-01

プラスヴォイス

3N-06

東京都港区北青山2-7-26 CROSSCOOP 2F
URL: https://plusvoice.co.jp
Email: consulting@plusvoice.jp

〒103-0007

〒107-0061

ブルーポート

東京都中央区日本橋浜町2-42-9 浜町中央ビル3F
TEL: 03-6667-0505 FAX: 050-3156-7309
URL: https://itutor.jp/
Email: sales@blue-port.co.jp

見どころ

見どころ
PC 操作を一度行うだけで、クリックやキーボード操作のたびに自動的に画面キャプチャが

プラスヴォイスは、聴覚に障がいを持つお客様のインバウンドコール対応をサポート、さらな
る CS 向上につなげます。ブースでは WebRTC による遠隔手話・文字チャット通訳や音声
認識によるサポートシステムをお試しいただけます。ぜひお立ち寄りください。

され、簡単にマニュアルを作成することができます。
文書マニュアルだけでなく、動画マニュアルや e ラーニング教材まで作成できます。
Office ライクの UI で、誰でも簡単に操作・作成ができます。
また、RPA との相性も抜群！
シナリオ作成時のヒアリング作業、工数かかっていませんか？
iTutor なら、一度自動化させたい作業を行えば、シナリオ作成用のマニュアルが完成。
抜け漏れもなく、ヒアリングの工数も大幅削減が可能になります。
RPA 導入段階で役立つ新製品の業務分析ツールも展示予定！
百聞は一見に如かず、ぜひご来場くださいませ。

出展品目

● 聴覚障がい者向けトータル支援システム

出展品目

● iTutor
● 業務分析ツール
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ベリントシステムズジャパン

〒102-0083

東京都麹町5-1 NK真和ビル8F
TEL: 03-6261-0970
URL: https://www.verint.co.jp
Email: al_japansales@verint.com

ポリコムジャパン

〒160-0022

東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア3F
TEL: 03-4560-3620
URL: https://www.poly.com/jp/ja
Email: kaoru.takagaki@poly.com

見どころ

見どころ

【音声認識・VoC 分析・WFM のグローバルリーダー】
ベリントは顧客エンゲージメントカンパニーとして、コンタクトセンターの見える化 ･ 分析 ･
自動化を実現するグローバルリーダーです。今年はグローバルの消費者調査と導入事例を
元に、今後のコンタクトセンターが向かうべき方向をソリューションでお見せします。

カスタマーサービスセンターやオフィス向け Plantronics (Poly) ヘッドセットは、一日中快適
に装着でき、優れたノイズキャンセル機能により明瞭に通話でき、信頼性が向上しているため、
安心して会話を続けられます。信頼と実績のヘッドセットを、ぜひブースで体験してください。

出展品目

出展品目

● HW500シリーズ
● HW700シリーズ
● Voyager Legend CS
● Voyager 5200 UC
● Voyager 6200 UC
● Voyager 4200 UC
● Voyager Focus UC
● Blackwire 3200 シリーズ
● Blackwire 5200 シリーズ
● Calisto シリーズ

● 顧客エンゲージメント−見える化･分析･自動化＝会話音声分析＋自動応対品質管理
● 顧客エンゲージメント−見える化･分析･自動化＝リアルタイム音声分析＋FAQ
● 顧客エンゲージメント−見える化･分析･自動化＝声紋認証
● 顧客エンゲージメント−見える化･分析･自動化＝WFM、
パフォーマンス管理
● 事務部門の業務効率化−見える化･分析･自動化＝RPA・DPAデスクトップ分析
● IT部門の業務効率化−見える化･分析･自動化＝電話･録音の疎通と品質の自動検証
● 顧客エンゲージメント−見える化･分析･自動化＝AIチャットボット

共同出展社

エス・アンド・アイ

BCC

3D-22

3D-01

マーケティングアソシエーション

〒113-0034

東京都文京区湯島2-25-5 アイエフ湯島ビル2F
TEL: 03-6284-4915 FAX: 03-6284-4915
URL: https://www.ma-inc.jp/
Email: info@ma-inc.jp

〒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
URL: https://www.marubeni-sys.com/msys_omnis/
Email: msysgcp@marubeni-sys.com

見どころ

見どころ
Google(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 !!
音声認識 /FAQ/ 文章要約 / 翻訳 / 分析等の従来の機能に加えて、
感情分析、SV 機能も追加した最新の Omnis をぜひご体感ください !!
またコンタクトセンターの自動化を実現する Omnis IVR についてもご紹介させて頂きます。

当社は、業種やサービスに合わせたコールセンターカスタマーサポート代行サービスをご提
供しております。
100％正社員スタッフによる質の高いサービスと、低コストから始められるプランもご用意し
ています。
また、当ブースでは導入割引チケットを配布しておりますので、ぜひお気軽にお越しください！

出展品目

皆さまのご来場をお待ちしております。

● カスタマーサポート＋
● ECサポロジ＋
● ゲームサポート＋

2D-08

出展品目
Omnis

● MSYS

2B-20

丸紅情報システムズ

〒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
URL: https://www.marubeni-sys.com/msys_omnis/
Email: msysgcp@jpn.marubeni-sys.com

三井情報

〒105-6215

東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー
TEL: 03-6376-2601
Email: seki-takehiro@mki.co.jp

見どころ

見どころ
Google(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 !!
音声認識 /FAQ/ 文章要約 / 翻訳 / 分析等の従来の機能に加えて、
感情分析、SV 機能も追加した最新の Omnis をぜひご体感ください !!
また、安定性・堅牢性・豊富な機能を有した AVAYA システムをプライベート型クラウドサービスでご提
供する「 MSYS プライベートクラウド Powered by AVAYA 」についてもご紹介させて頂きます。

「BOXを用いたPureCloud通話録音データの活用」
クラウドソリューションをシームレスで繋ぐPlatformの実現

出展品目

● PureCloud
● BOX
● SalesForce

共同出展社

皆さまのご来場をお待ちしております。

ジェネシス・ジャパン
伊藤忠テクノソリューションズ
岩崎通信機

出展品目

● MSYS Omnis
● MSYS プライベートクラウド

丸紅情報システムズ

Powered by AVAYA

Nuance Japan
富士通

共同出展社

日本アバイア
伊藤忠テクノソリューションズ
エス・アンド・アイ
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2A-17

宮崎県

ミライト

〒135-8112

東京都江東区豊洲5-6-36
TEL: 03-6807-3147 FAX: 03-5548-1031
URL: https://www.mrt.mirait.co.jp/
Email: miyagi.hidenori@mirait.co.jp

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県庁8号館 3F
TEL: 0985-26-7096 FAX: 0985-26-0219
URL: http://www.miyazaki-investment.com/
Email: kigyorichi@pref.miyazaki.lg.jp

見どころ

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。

宮崎県には
・通勤時間の短さ、気候の良さ等、抜群の住・事業環境
・国内外を問わず、利便性の高いアクセス環境
・真面目な県民性気質の優れた人材の確保が可能
・専門技術を育成できる教育機関の充実
・進出前から進出後にわたり、人材・資金などをサポートできる体制の充実
といった、企業立地に最適な環境があります。
また、既に進出いただいている多くの企業様からも、高い評価をいただいております。

出展品目

● 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

出展品目

● 宮崎県企業立地促進補助金
● 宮崎県内市町村の支援制度
● 立地企業スタートアップ支援事業補助金

3D-09

2D-02

メディアリンク

〒108-0014

東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F
TEL: 03-3455-2700 FAX: 03-3455-2708
URL: https://www.medialink-ml.co.jp/
Email: sales@medialink-ml.co.jp

〒141-0031

モビルス
東京都品川区西五反田3-11-6

TEL: 03-6417-9523
URL: https://mobilus.co.jp/

サンウエスト山手ビル5F

見どころ
LINE BRAIN とも連携のチャットシステム「モビエージェント」は有人対応と自動応答の併

見どころ
● MediaCalls「コールセンター向け IP-PBX システム」

用で細やかなサポートが実現できます。対応の質と効率を向上させる様々な支援機能など
が充実しています。その他、AI 教師データの学習管理や、電話受付の自動応答など、サポー
ト領域での業務支援ソリューションをご紹介します。

コールセンターテレフォニーに必要な機能をオールインワンでご提供いたします。
● MediaVoice「音声自動応答システム（ IVR ）」
コールセンターをはじめ、様々な用途でご利用いただける IVR パッケージシステムです。

出展品目

● モビエージェント
（有人&自動応答両対応のチャットシステム）
● モビコンソール
（AI学習管理プラットフォーム）
● モビボイス
（電話自動受付/ボイスボット）
● モビキャスト
（LINEセグメント配信ツール）

● sinclo「次世代型 チャットサポートツール」
チャット、画面共有、資料共有といったサポート業務を効率化するための次世代型顧客コミュ
ニケーションツールです。

出展品目

● MediaCalls
● MediaVoice
● sinclo

2E-01

2A-31

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/
Email: miyajima@userlocal.jp

LignApps

〒108-0072

東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル6F
TEL: 050-5533-4691
URL: http://www.lignapps.co.jp/
Email: sales@lignapps.co.jp

見どころ

見どころ

電話メールでのお問い合わせを減らしたい、、
FAQ載せてるのにみてくれない、、
対応オペレーターの知識が属人化している、、
こういった課題がございましたら、ぜひお役に立てるかと思います。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。

当社は、NA!LE CPaaS（ Communications Platform as a Service ）上でシームレ
スなオムニチャネルを実現するコミュニケーション A P I プラットフォームを提供する企業で
す。企業ユーザー様は NA!LE CPaaS を利用することで、音声通話、ビデオ通話、SMS 、
+ メッセージ、メール、チャット、通話録音、音声認識、I V R などのコミュニケーションツー
ルをビジネスに組み込むことが可能となります。この度の出展では、コンタクトセンターで
どのような「待ち呼」が発生しているのかを可視化する新サービス「 Visual Call Queue
Manager 」の展示と WebRTC を用いたデモを行います。

出展品目

● サポートチャットボット

出展品目

● NA!LE Visual Call Queue Manager

共同出展社
NextGen ビジネスソリューションズ

ネクストジェン
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2B-02

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
TEL: 03-5369-4845 FAX: 0120-82-5348
URL: https://www.rakus.co.jp/
Email: rakutel@rakus.co.jp

〒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 FAX: 03-5491-3504
URL: https://comm.rakuten.co.jp/
Email: rcomm-ccsb-ccg@mail.rakuten.com

見どころ

見どころ

コールセンター CRM「楽テル」、メール共有・管理用グループウェア「メールディーラー」、
Web 接客チャットツール「チャットディーラー」をご紹介します。問い合わせ管理業務に関す
る課題をワンストップで解決します！

国内 1,000 社以上のクラウド CTI 導入実績を持つ楽天コミュニケーションズが、オムニチャ
ネル対応クラウド型コンタクトセンター「コネクト・ストーム」をご紹介します。音声テキスト、
声紋認証や AI を活用したチャット、IVR の実装も予定しており、楽天グループの AI をはじめ
とする最先端技術をぜひデモで体感ください。

出展品目

出展品目

● 楽テル
● メールディーラー
● チャットディーラー

2N-02

楽天コミュニケーションズ

● コネクト・ストーム

りらいあデジタル

2D-20

東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー16F
TEL: 03-6859-4038
URL: https://www.relia-digital.com/virtualagent/

〒107-0052

〒151-8583

リンク

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
URL: https://biztel.jp/
Email: pr@biztel.jp

見どころ

見どころ

「知りたい」その瞬間に会話でつながる、一歩先の顧客サービスへ。
バーチャルエージェント ® はコールセンター運営の蓄積されたノウハウと会話設計で効率的
にお客様の疑問を解決へ導くCS チャットボットです。
顧客満足度の向上、顧客接点の増加、問い合わせ業務の効率化等の成功事例をブースにて
ご覧いただけます。

導入社数 1,200・稼働席数 24,000 を突破し、3 年連続シェア N o .1 を達成したクラウド型
CTI「 BIZTEL 」。展示ブースでは、ソフトフォンやレポート自動生成などの基本機能はもち
ろん、業務効率化の鍵を握る CRM/SFA とのスムーズな連携や、音声認識 AI との連携によ
る最新のソリューションもご覧いただけます。ぜひ BIZTEL ブースにお立ち寄りください。

出展品目

出展品目

● バーチャルエージェント®

● BIZTELコールセンター
● BIZTELコールセンター

PCI DSS

共同出展社

ブライシス

3D-16

2D-01

ルーシッド

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-52-1 クロスサイドビル5F
TEL: 03-4588-6788 FAX: 03-5411-8755
URL: https://lucidsoft.jp
Email: r-yomo@lucidsoft.jp

〒163-0436

東京都新宿区西新宿新宿三井ビル

URL: https://retrieva.jp/
Email: info@retrieva.jp

新宿三井ビル36F

見どころ

見どころ

「 AI 、必要かな？」

◆デモ体験あり◆
「電話とアプリをつなげる、つながる。」をテーマに、電話や音声通話を入り口として、ビジネ
スチャット /CRM/MA/AI チャットボット / 予約システムをはじめとした、様々なコミュニケーシ
ョンツールやサービス、システムへ繋がることで、業種やお悩み別にお客様にフィットした電
話業務の効率化をご提案！

AI は、不要なものかもしれない。
私たちの AI はお客様の課題に対して正面から問いかけることから始まります。
背中に付いた犬のしっぽが目印。
レトリバブルーのシャツを着たスタッフがお待ちしております。

出展品目
● クラウド音声AI電話サービス

レトリバ

出展品目

CallCall-IVR

● 検索ソリューション
● 分類ソリューション
● 抽出ソリューション
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ログイット

〒170-0005

東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル8F
TEL: 03-5981-1532 FAX: 03-5981-1537
URL: https://www.logit.co.jp/
Email: honda@logit.co.jp

見どころ

当ブースは感情可視化、コンタクトセンター向け RPA 、オムニチャネルロギング ( 対面含む )
による最新のソリューションを展示します。
特に感情可視化は「声」から感情を可視化し、お客様の潜在的不満の検出、オペレータの生産
性向上につながるソリューションとして近年注目を集めています。是非お立ち寄りください。

出展品目

● RPAソリューション
「Advanced Process Automation」
● 感情解析ソリューション
「LVAS ”LogIT Voice Analysis Solution”」
● オムニチャネルロギングソリューション
「NICE Engage Platform」

K-1

11月13日（水） 9:00▶10:00
「CSトップクラス企業」
に聞く 戦略的カスタマーサービス

水村 直美 氏

新規顧客の獲得、
既存顧客の維持とロイヤルティ向上。
両方を実現するためには、
顧客接点における「カスタマーエクスペリエンス」の向上は絶対に
欠かせない要素となってきました。カード業界、コールセンター業界で CSトップクラスと評価されているアメリカン・エキスプレスのサービス事
の設計、
分析に携わる青山学院大学の小野教授がポイントを議論します。
業を率いる水村氏と、
日本最大の顧客満足度調査
「JCSI」
アメリカン・エキスプレス・ジャパン 代表取締役社長 水村 直美 氏
青山学院大学 経営学部 マーケティング学科 教授 小野 譲司 氏
※本講演はサテライト講演を実施いたします。メイン会場（F会場）が定員に達した場合、
サテライト会場へご案内させていただきますので予めご了承いただき、
当日はお早めに会場にお越しください。

小野 譲司 氏

K-2

11月14日（木）9:00▶10:00

「労働力」の未来を知るキーワード キャリアから「エンプロイー・エクスペリエンス」への変化
慢性的かつ深刻な労働力不足と採用難に苦しむコールセンター業界。人事マーケットでは「代替的労働力」と呼ばれる契約社員、フリーランス、派
遣社員を主力とする職場なだけに、離職予防は困難を極めますが、従来の報酬（インセンティブ）やキャリアといった視点に加え、
「従業員体験（エ
ンプロイー・エクスペリエンス）の向上が重要視されつつあります。
「グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド 2019」をまとめているデロイ
トトーマツコンサルティングの小野氏が、
「企業が捉えるべき組織運営のトレンド」を解説します。
デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員 パートナー 小野 隆 氏
※本講演はサテライト講演を実施いたします。メイン会場（F会場）が定員に達した場合、
サテライト会場へご案内させていただきますので予めご了承いただき、
当日はお早めに会場にお越しください。

B-6

11月13日（水） 16:00▶16:45

「オフィス環境賞2019」
発表！ ̶̶
「働きやすい職場」
だから実践できる カスタマーエクスペリエンス

「オフィス環境賞」は、コンタクトセンターの働きやすい設備、優れた制度など“器”を評価・表彰する賞で、3年に1度、開催しております。2019年度もさまざまなセンターの皆様に自
慢の設備を応募いただきました。深刻化する採用難、人手不足対策としても機能している受賞企業9社の発表と表彰式を行います。
プレゼンター： イー・パートナーズ代表／コンタクトセンター・アワード事務局 谷口 修 氏
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国内におけるコールセンターの歴史は、1990 年代後半からスタートしました。
2000 年に産声をあげた本イベントは、まさにその歴史とともに発展してきたといえます。20 回目を迎えた今回、
「これからのコールセンター」
を左右する要素を検証すべく、
「Next
Contactcenter Summit」を開催します。ここ数年、成果発表を繰り返していた「5 年後のコンタクトセンター研究会」をはじめ、VOC、HR、チャットボット、音声認識といっ
た技術要素と、カスタマーエクスペリエンス向上に欠かせない「エフォートレス」の視点について、識者や導入企業、IT ベンダーなど、さまざまな立場から解説・議論します。

H-1 10:30▶11:30 5年後のコンタクトセンター研究会：マネジメント分科会
KPI／モニタリング／人材育成
―― CXを高めるチャットセンターのマネジメント

H-9 10:30▶11:30 5年後のコンタクトセンター研究会：ソリューション／サービス分科会
チャット、ボット、音声認識
――「期待」と「現実」のギャップを埋める

パネリスト

パネリスト

ビッグローブ コンシューマ事業本部CS推進部オムニチャネルG 土生 香奈子 氏
富士通コミュニケーションサービス チャットコンサルタント 岸 ひなた 氏
アルファコム 執行役員 垣内 隆志 氏

伊藤忠テクノソリューションズ エンタープライズ第1本部 サービスビジネス技術第2部 部長代行 須藤 大輔 氏
モビルス 代表取締役社長 石井 智宏 氏
アドバンスト・メディア CTI事業部 部長 今宮 元輝 氏

モデレータ

モデレータ

富士ゼロックス EDS事業本部 ソリューションサービス推進部 ネットワーク・セキュリティグループ マネージャー 加賀 宝 氏

CXMコンサルティング 代表取締役社長 秋山 紀郎 氏

H-2 11:50▶12:30 講演：エフォートレス
「日本流おもてなし」
ではロイヤルティは上がらない
エフォートレス体験のススメ
リブ・コンサルティング

常務取締役 兼 CHRO

H-10 11:50▶12:30 講演：チャットボット
米国最新事情と国内運営企業の品質比較で読みとく
これからのチャットボット

権田 和士 氏

CXMコンサルティング 代表取締役社長 秋山 紀郎 氏

H-3 13:00▶14:00 5年後のコンタクトセンター研究会：ストラテジー分科会
「カスタマーエクスペリエンス」
と
「カスタマーサクセス」
〜新しいコンタクトセンターの"設計書"を考える〜

H-11 13:00▶14:00 パネルディスカッション：音声認識
モニタリングからVOC活動、
IVRまで音声認識が拓く顧客接点の近未来

パネリスト

パネリスト

CS Director 山田 和弘 氏
Veeva Japan Product Marketing Manager 大貫 竜平 氏
メルカリ

SBI証券 カスタマーサービス 部長 河田 裕司 氏

ロイヤルカナン ジャポン コーポレートアフェアーズ カスタマーケア マネージャー 武者 昌彦 氏

NTTドコモ サービスイノベーション部 担当部長 吉村 健 氏

横浜銀行

モデレータ

モデレータ

営業戦略部ダイレクトチャネル企画グループ

取締役ファウンダー

グループ長

五十嵐 俊行 氏

澤田 哲理 氏

ISラボ 代表 渡部 弘毅 氏

プライムフォース

H-4 14:30▶15:30 パネルディスカッション：VOC活動
コンタクトセンターの真の役割
「VOC活用の洗練度」

H-12 14:30▶15:30 パネルディスカッション：HRテック
HRテック最前線 ITがもたらす 人財 革新

パネリスト

パネリスト

ジェーシービー コミュニケーション本部 コミュニケーション企画部長 岩崎 也寸志 氏
NTTマーケティングアクト 北陸VOCサポートセンタ 担当課長 岩下 裕之 氏
ディー・エヌ・エー システム本部 品質統括部 カスタマーサービス部 CSセンター長 西 雅彦 氏

ベルシステム24 執行役員 HR本部副本部長 太刀掛 直紀 氏
TMJ 人材本部 本部長 木下 哲 氏
プラスアルファ・コンサルティング 取締役副社長 鈴村 賢治 氏

モデレータ

リックテレコム

G-9

コールセンタージャパン編集部

モデレータ

矢島 竜児

ツナググループ・ホールディングス

ツナグ働き方研究所

平賀 充記 氏

11月14日（水） 10:45▶12:30

【第一部
（10:45-11:30）
：パネルディスカッション】
【第二部
（11:45-12:30）
：講演】

第一部： センターマネジメント経験者によるパネルディスカッション
AI活用/人手不足時代の「SV/マネージャー育成」〜マネジメント高度化を推進する『教育プログラム』〜
AI活用や採用難など外部環境は大きく変化していますが、コールセンターが品質を保ち、お客様満足を実現するためには、人によるマネジメントが欠かせないという
ことに変わりません。センターへの期待が高まり、要求される高度なマネジメントが高度化するなか、優秀な人材を確保するためにも、教育の必要性がますます増し
ています。人材育成に関する現状と課題、今の時代に必要とされる管理者教育のあり方などを議論します。
パネリスト

カルディアクロス 和泉 祐子 氏
つくる考房 井口 大輔 氏
ICMI認定講師 近藤 由紀子 氏
モデレータ

リックテレコム

石川ふみ

第二部： コンタクトセンター運営のプロフェッショナルを目指すために 〜人材育成に適した研修プログラムのご案内〜
第二部：本イベント主催社のUBMジャパンとリックテレコムが提供するコールセンター業界に向けた研修プログラムを紹介いたします。
・世界で 10万人以上のマネジメントが受講した研修講座「ICMI」

・国内センター運営経験を知見を集結した「実践研修講座」
ICMI認定講師 近藤 由紀子 氏
リックテレコム

石川 ふみ

「コールセンターの運営に必要なスキルと知識」などすべてのレベルのマネジメントに向けた ESK。SVからセンター長まであらゆる職位を対象としていますが、
特段センター長のようなクラスの方に受講していただきたい研修講座です。ICMI認定講師が ESKの講座概要と受講メリットを解説します。
RICコールセンターキャンパス実践研修講座では、20人以上のプロフェッショナル講師を揃え、SVからセンター長までコールセンターのマネジメント向けに、品
質管理や KPIマネジメント、AI活用などさまざまなテーマで公開研修を展開しています。各講座の特徴を伝えるとともに、受講生の声から見えるコールセンター業界
の課題を検証します。
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セミナー会場E（2F）

セミナー会場B（3F）

B-1 10:30▶11:15

代表取締役社長

サーバーワークス

E-1 10:30▶11:15

事例 & ソリューションセミナー

Amazon Connect をはじめるべき3つの理由
大石 良 氏

セールスフォース ・ドットコム
ソリューション営業本部 Service Cloud第二営業部 増田 広希 氏

E-2 11:30▶12:15

事例 & ソリューションセミナー

G-1 10:45▶11:30

事例 & ソリューションセミナー

AI と人の融合で実現する「個客」体験
セールスフォース ・ドットコム
セールスエンジニアリング本部 Service Cloud Specialist 原田 将来 氏

B-2 11:30▶12:15

セミナー会場G（5F）
AI（人工知能）セミナー

繰り返されるAIブーム
- 人とAIがコラボレーションするうまい付き合い方とは
ThinkOwl日本法人 代表取締役社長 Dominique Jaritz 氏

コミュニケーションビジネスアヴェニュー 最高マーケティング責任者 谷 和彦 氏

G-2 11:45▶12:30

事例 & ソリューションセミナー

AI（人工知能）セミナー

評価基準に縛られ見失いかけていた
「お客様の気持ち」 キャッシュレス時代のセキュリティ対策はこう実現
〜顧客視点のモニタリングへ、
-カード情報を取り扱うコールセンターの最新事例をご紹介NPS活用への進化〜

対話エンジンのNEXT STEP
〜最新事例からみる対話エンジンの新しい使い方〜

スカパー・カスタマーリレーションズ 品質保証統括部 CXコンダクター 丹羽 敦士 氏

BEDORE 代表取締役 下村 勇介 氏

B-3 13:00▶13:45

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

E-3 13:00▶13:45

事例 & ソリューションセミナー

G-3 13:15▶14:00

事例 & ソリューションセミナー

AI（人工知能）セミナー

難渋顧客をデータベース化することで見えてきたこと、
これから進むべき方向性

オーダーメイドな組み合わせを実現! 最新テクノロジーから
必要な機能を選択できるサブスク型コールセンタークラウドサービス

実践! AIによる顧客サポートROIの最大化とは
〜AI適用業務分析・KPI設定から、ビジュアルIVR・チャットボット導入まで〜

日本菓子BB協会 常務理事 天野 泰守 氏
ジーネクスト 代表取締役 横治 祐介 氏
CS推進室長 酒井 由香 氏
執行役員 村田 実 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 執行役員

モビルス

B-4 14:00▶14:45

事例 & ソリューションセミナー

圧倒的な生産性向上を実現する超FAQ!
コンタクトセンターの「ナレッジ活用」最新動向・最新事例大公開
アクセラテクノロジ

営業部

部長

B-5 15:00▶15:45

松田 潤 氏

事例 & ソリューションセミナー

AIコンタクトセンターにおけるFAQの進化と設計
〜センターごとのFAQのあるべき姿〜
アイブリット 代表取締役社長 鈴木 道一 氏
ビーウィズ 品質マネジメント部 副部長 村木 友子 氏

B-6 16:00▶16:45

イー・パートナーズ代表／コンタクトセンター・アワード事務局 谷口 修 氏

JBMクリエイト 代表取締役社長 高田 秀行 氏

スリープロ ソリューション推進部 新規事業推進グループ グループマネージャー 布施 安詞 氏
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

E-5 15:00▶15:45

▶

11:00
A-1
11:30
▶

11:45
A-2
12:15

E-6 16:00▶16:45

▶

SCSKサービスウェア

▶

〜課題解決のポイントと働き方改革〜
不二家システムセンター

▶

なにからはじめて、どこをめざすのか

OKI

▶

富士通

▶
▶

16:45
A-8
17:15

受電業務をもっと簡単に!!
「話していないこと」も汲み取ってFAQ自動リコメンド、
更に、
「必要なメモ」を自動で残します!
導入担当者が本音で語る
コールセンターAI導入のハードルと突破方法
富士通

部長

G-5 15:15▶16:00

岩崎 圭介 氏

AI（人工知能）セミナー

レトリバ

代表取締役

河原 一哉 氏

G-6 16:15▶17:00

事例 & ソリューションセミナー

AI（人工知能）セミナー

ユーザーローカルチャットボットチーム カスタマーサクセス 塚越 宥太 氏

セミナー会場C（2F）

IOTと予防保守に対応した受付RPA化の実現
C-1 〜受付対応・エンジニア手配のRPA化〜

セミナー会場D（2F）

D-1

アステア インターナショナル ジャパン

C-2

協栄産業

SCSK

営業部

オールアバウトライフマーケティング
マーケティング部 シニアマネージャー 繁岡 和枝 氏

AIとチャットで乗り越える!
15:15
A-6 ナレッジ活用を阻む3つの壁
15:45

16:00
A-7
16:30

エーアイスクエア

Zendesk Strategic Account Executive 吉田 千達 氏

「暗黙知使えるソリューション」
A-3 〜製造業における暗黙知・属人化の解消〜

14:30
A-5
15:00

AI（人工知能）セミナー

問い合わせの可視化&FAQ最適化から始めませんか?
〜AIを賢くする近道とは?!〜

人材不足の時代だからこそ
FAXの受付に費やす時間を削減しませんか?
〜業務効率化のために他社が取り組んでいること〜

AI、チャット、音声認識、、

G-4 14:15▶15:00

オールアバウトライフマーケティングでのAIチャットボット活用術
〜問い合わせ数が半減し、スピーディーなサービス改善も実現〜

野村総合研究所

13:45
A-4
14:15

石井 智宏 氏

最新のAI技術が実現する!
業務効率化と 顧客の声 活用

事例 & ソリューションセミナー

アルファコム 執行役員 垣内 隆志 氏
アスクル
カスタマーサービス&エンゲージメント カスタマーエンゲージメント 部長 福田 恵美子 氏
カスタマーサービス&エンゲージメント カスタマーエンゲージメント BtoBサービスデスク担当 服部 桃子 氏

ストレスフリー! 低離職率『AIコールセンター』の創り方
〜オペレーターに寄り添う対話型探索から、応対履歴の自動化まで〜

BPOサービス導入で生まれるメリットとは?

代表取締役社長

チャット/LINE活用に最適なシステム導入のポイントと、
最先端のAI技術を、いち早くコールセンターの
Botと有人チャット応対の設計のポイント。
現場で活用するために必要な3つのこと
〜M-Talk導入/活用事例のご紹介〜

セミナー会場A（3F）

時間

事例 & ソリューションセミナー

コールセンターが元気になる、採用難時代のセンター運営のツボ!
エージェンシー歴20年、高田秀行氏が語る 業務運用改善のポイント!

コンタクトセンター・アワード 2019

「オフィス環境賞2019」
発表!
̶̶
「働きやすい職場」だから実践できる
カスタマーエクスペリエンス

13:00
13:30

E-4 14:00▶14:45

江本 研 氏

東芝が考えるAIを利用した
コールセンターの働き方改革

D-2

東芝デジタルソリューションズ

C-3
C-4
C-5
C-6
C-7

顧客体験（CX）向上につながるFAQの作り方
〜VOC活用で解決！問い合わせ数削減事例〜
プラスアルファ・コンサルティング

米国でトップシェアを誇る!
最先端の顧客体験指標のコールセンターでの活用法
ベリントシステムズジャパン

ナレッジマネジメントによるカスタマーサポート改革
〜デジタルトークスクリプトとFAQを活用した生産性の向上〜
テクマトリックス

顧客の期待を上回るサービスを提供するには?
〜すべてのカスタマーエクスペリエンスでロイヤリティと価値を高める〜
日本アバイア

楽天グループのコンタクトセンターを活用したCX実現とは
〜AI・音声テキスト化・声紋認証の活用事例〜

コールセンターのBPRは 音声 の活用で実現する
〜人手不足だからこそ必要な音声ソリューション〜
ソフツー
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NTTテクノクロス
少子高齢化社会におけるCXソリューション 企業が
抱えるCXでの課題（人材不足、、プロセス最適化など）を
元に、最上級の顧客体験提供を実現するには
ナイスジャパン

ビジネス指標を予測し最適化する

D-3 AI-ACD ルーティング

NTTコミュニケーションズ

D-4
D-5
D-6
D-7

楽天コミュニケーションズ

C-8

音声入力RPA×CRMで省人化を実現

ユーザーの声から見えてきた
〜安価で出来る音声認識の可能性〜
タカコム

コンタクトセンターを「どこでもドア」で働き方改革
〜時間とお金の節約事例のご紹介〜

NTTアドバンステクノロジ
アジャイル型サービスが実現する
理想のコールセンター
コムデザイン

もう悩まない! 音声データの活用方法
〜アグレックスが提供する音声マイニングソリューション
アグレックス

D-8

お客様の声から喜怒哀楽だけでなく、思考までの感情も解析しません
か? 〜APIを使えばシステムへの組み込みも可能〜
ログイット

セミナー会場B（3F）

B-9 10:30▶11:15

事例 & ソリューションセミナー

セミナー会場E（2F）

E-9 10:30▶11:15

セミナー会場G（5F）

G-9 10:45▶12:30

事例 & ソリューションセミナー

「感情の可視化で見えてきた新しいコンタクトセンター運営」 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
〜現場活用事例に見る国内初導入の音声感情解析ソリューション〜 【AI・チャット・音声認識等による技術活用とCC運営最適化戦略】
CENTRIC 感情解析研究室 室長 高尾 嘉大 氏

バーチャレクス・コンサルティング 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 大森 草平 氏

B-10 11:30▶12:15

E-10 11:30▶12:15

事例 & ソリューションセミナー

事例 & ソリューションセミナー

「AI・CX・EX」先進事例3選!
遠隔サポートの生産性を最大限に向上させる、
世界トップレベルのリモート接続ツール 事例講演：ニフティ株式会社 CX（顧客体験）向上の鍵はEX（従業員体験）とAI活用にあり。
BIZTEL事例にみる次世代コンタクトセンターのあり方

TeamViewer ジャパン エンタープライズセールス本部 本部長 徳野 裕 氏
ニフティ カスタマーサポートグループ マネージャー 尾又 徹 氏

B-11 13:00▶13:45

事例 & ソリューションセミナー

LINEなどチャット、電話を統合するSaaS型次世代
コンタクトセンターの事例とビジネスメリット

Twilio Japan 代表執行役員 社長 今野 芳弘 氏
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

B-12 14:00▶14:45

リンク BIZTEL事業部 取締役 BIZTEL事業部長 坂元 剛 氏

E-11 13:00▶13:45

事例 & ソリューションセミナー

コールセンターが元気になる、採用難時代のセンター運営のツボ!
エージェンシー歴20年、高田秀行氏が語る プロフィット化推進のポイント!

5G時代に求められるこれからの

コンタクト・サービスとは

事例 & ソリューションセミナー

【特典あり】600社超の導入実績から学ぶFAQマネジメントのコツ
〜導入企業様限定のトレーニング内容を大公開〜
オウケイウェイヴ ソリューション事業部 アカウントマネジメント部
ナレッジマネジメントグループ 山野井 美夏 氏

事例 & ソリューションセミナー

コンタクトセンターの全顧客接点を最適化!!
カスタマーサクセスが実現する「チャットボット、電話、
メール」の改善効果を最大化する運用手法とは
りらいあデジタル
カスタマーサクセス部 カスタマーサクセスマネージャー 齋藤 有登 氏

事例 & ソリューションセミナー

部長

今宮 元輝 氏

AI（人工知能）セミナー

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〜
テクマトリックス 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

E-14 16:00▶16:45

事例 & ソリューションセミナー

テキストマイニングで実現するCS（顧客満足）最大化施策
〜顧客接点情報によるFAQ分析から音声認識、全社活用まで〜
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 事業部長 松原 雅仁 氏

膨大な応対履歴をAIがサポート
〜現場でいきるFAQを簡単に作成〜

13:00
A-11
13:30

〜キーワードはリアルタイム&インタラクティブ〜
コンタクトセンターに求められるRPA像とは

▶

11:45
A-10
12:15

音声感情解析が変えるコールセンター業務
〜感情労働の現場に光をあてるAI その技術と実例〜

▶
▶

ログイット

▶

【DX事例】AIをもっと身近に。ヘルプデスク業務の付加
A-12 価値を創出する活用ノウハウ公開!

JIEC

▶

コールセンターの効率化とよりよい顧客体験の実現へ
〜 enjoy.CRMⅢとDynamics 365、Azure、AI、RPAができること 〜

OKIソフトウェア

▶

【導入事例公開】もう音声ガイダンス聞かなくていいの?
A-14 〜2ヶ月で稼働！富士通独自技術「ビジュアルIVR」〜
富士通

▶

チャットボットによる顧客満足度の向上と業務効率化の実現
〜自己解決率60％超! 導入事例に学ぶ成功セオリー〜

C-9
C-10
C-11
C-12
C-13

AI（人工知能）セミナー

中村 陽二 氏

G-13 15:15▶16:00

事例 & ソリューションセミナー

データで見る、顧客サポートノンボイス化の成功事例 3選
〜メーカー・金融・ECなど、業種別トレンドとは〜
モビルス

代表取締役社長

石井 智宏 氏

G-14 16:15▶17:00

事例 & ソリューションセミナー

これからはじめるLINEを活用した顧客サービス
〜LINE公式アカウントとLINE BRAINで実現する顧客接点〜
LINE 広告事業本部 ボイスイノベーション室 室長 飯塚 純也 氏

顧客フロントのデジタル化を加速するAIチャットボット
〜AIチャットボット最新活用事例を詳解〜

セミナー会場D（2F）

D-9

クラウド型コンタクトセンターにおける
カスタマーサクセスの実現
ズィーバーコミュニケーションズ

東芝デジタルソリューションズ

音声認識クラウドサービスで実現する
コールセンター運用の効率化
コラボス

リアルタイム音声分析 で
業務効率の大幅UPも可能になる?!

不特定・不定期な顧客とアプリ不要でかんたんビデオ通話

D-10 〜SMS×ビデオ通話で実現するCX向上と効率化〜

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション

D-11
D-12

エス・アンド・アイ

エージェント育成の自動化
〜SVの業務をサポート〜
アニモ

売上向上に貢献するForeSight Voice Mining活用事例
〜 応対の改善・定着化に向けた取り組みの現場経験を語ります 〜

NTTテクノクロス
少子高齢化社会におけるCXソリューション 企業が
抱えるCXでの課題（人材不足、、プロセス最適化など）
を元に、最上級の顧客体験提供を実現するには
ナイスジャパン

D-13

5年後のコンタクトセンター研究会メンバーが提言!!
〜令和時代のコンタクトセンター課題と解決〜
アイティフォー

アジャイル型サービスが実現する
AIとCRMの融合
C-14 〜Salesforceで実現するスマートコンタクトセンター〜 D-14 理想のコールセンター
セールスフォース ・ドットコム

C-15

野村総合研究所

▶

テレビ電話機能（WebRTC）を利用したコールセンター
サポートの紹介〜障害者差別解消法にともなう聴覚障害の
お客さま対応について〜

代表取締役

セミナー会場C（2F）

富士通

Empath

G-12 14:15▶15:00

回答候補のサジェストと後処理効率化における
実用的な 音声認識のデモンストレーション
サイシード

ブルーポート

プラスヴォイス

G-11 13:15▶14:00

事例 & ソリューションセミナー

11:00
A-9
11:30

16:45
A-16
17:15

ICMI認定講師 近藤 由紀子氏
リックテレコム 石川ふみ

Insight Tech CEO 伊藤 友博 氏

セミナー会場A（3F）

16:00
A-15
16:30

第二部：コンタクトセンター運営のプロフェッショナルを目指すために 〜人材育成に適した研修プログラムのご案内〜

本イベント主催社のUBMジャパンとリックテレコムが提供する
コールセンター業界に向けた研修プログラムを紹介いたします。
・世界で10万人以上のマネジメントが受講した研修講座「ICMI」
・国内センター運営経験を知見を集結した「実践研修講座」

コンタクトセンターでの音声認識は当たり前の時代に?
今だからこそお伝えしたいホントの話

元オペレーターが語る!
コールセンターのためのマニュアル・動画・教材作成

15:15
15:45

11:45▶12:30

E-12 14:00▶14:45

E-13 15:00▶15:45

14:30
A-13
15:00

〈モデレータ〉
リックテレコム 石川ふみ

文章解析AIを活用したコールセンター業務革新と顧客インサイト理解
~事例に学ぶ経営革新に向けたポイント~

B-13 15:00▶15:45

13:45
14:15

〈パネリスト〉
カルディアクロス 和泉 祐子 氏
つくる考房 井口 大輔 氏
ICMI認定講師 近藤 由紀子氏

JBMクリエイト（ギグワークスグループ）代表取締役社長 高田 秀行 氏
JBMクリエイト（ギグワークスグループ） オンサイトサポートオフィス

アドバンスト・メディア CTI事業部

時間

AI活用/人手不足時代の「SV/マネージャー育成」
〜マネジメント高度化を推進する『教育プログラム』〜

オー・エイ・エス（ギグワークスグループ） 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

日本オラクル クラウドアプリケーション事業統括 事業開発部
ビジネス企画・推進部 担当マネジャー サンタガタ 麻美子 氏

B-14 16:00▶16:45

第一部：センターマネジメント経験者によるパネルディスカッション

サービスストラテジー部門 部門長 古山 一雄 氏

事例 & ソリューションセミナー

人材育成セッション

10:45▶11:30

高齢化社会におけるコンタクトセンターの問題を解決!
長塚電話工業所の音声補正技術を活用した聴覚支援シ
ステムのご提案と事例のご紹介
長塚電話工業所

C-16

次世代・修理受付対応効率化の実現
〜最適レコメンデーションとAIによる、
受付対応から後続業務まで〜
アステア インターナショナル ジャパン
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コムデザイン

D-15

はじめての音声認識!
押さえておきたい提供/処理別のメリット･デメリット
岩崎通信機

クラウド+AIで実現するコンタクトセンターの

D-16 DX（デジタルトランスフォーメーション）
ジェネシス・ジャパン

FAQ、有人チャット/AIチャットボット、
ES向上施策の最新事例を大公開

主催: オウケイウェイヴ

本プライベートセミナーでは、
OKWAVE のソリューションをご利用いただいている 4 社様にご登壇いただきます。FAQ や AI チャットボット / 有人チャット、
AI を活用した FAQ 作成支援、ES 向上施策の取り組みをそれぞれ大公開 ! また最終セッションでは、AI 時代を迎えるなか、ナレッジ管理手法に起きる「革命」
についてお伝えします。

F1-1
▶

11:30
12:15

F1-2
▶

12:50
13:35

F1-3
▶

13:50
14:35

F1-4
▶

14:50
15:35

F1-5
▶

15:50
16:30

グループ従業員数2,000名超のホテルを運営する
グリーンズの従業員満足と業績向上の実現に向けた施策とは
グリーンズ

人財戦略室

室長

石原 昌佳 氏

みずほ銀行が取り組んだWebサポート改革!
FAQ/AIチャットボット/有人チャットの運用の実際
みずほ銀行

個人マーケティング推進部

コンタクトセンター業務チーム

調査役

北野 祐介 氏

音楽配信のUSEN から 店舗総合支援サービスのUSEN へ
多様なIoT・ICTソリューション提供を支えるBtoBサポートサイト改善の取り組み
USEN 事業開発統括部 企画制作部 浜野 浩子 氏

AIがFAQ作成を支援し、CS向上と業務量削減を同時に実現
ふるさと納税お礼の品、
自治体数No1
「ふるさとチョイス」
FAQ改善の取り組み
トラストバンク

カスタマーフロント部 部長

土家 俊彦 氏

Customer Support to Customer Growth
〜AI時代、
ナレッジ管理手法に革命が起きる〜
オウケイウェイヴ 取締役副社長 佐藤 哲也 氏

アマゾン ウェブ サービス（AWS）ソリューション Day
– 2019.11 〜 Amazon Connect が実現するカスタマーサービスの世界〜

主催: アマゾン ウェブ サービス ジャパン

近年、私たちを取り巻く環境は大きく変わり始めています。デジタルシフト時代において顧客変化に対応するためには、システム・インフラ・機能などを固定しないクラ
ウドモデルによるサービス実装は必須となり、今まで以上に、より綿密なカスタマーサービス戦略に基づく運用が必要となってきます。また、人材不足が話題となる中、
AI による無人応対はもとより、有人オペレータの対応は今まで以上にコミュニケーション力の向上が期待されています。本セッションでは、アマゾン自身が世界中で
実践するカスタマーサービスのトピックを交えながら、AWSのサービスだけでなく、パートナー様のソリューションなどを皆様にご紹介します。

第1部
【ビジネス・セッション】

・
「Amazon Connect 誕生の背景」
「AWSがもたらすクラウドのメリット」
、
「これからのカスタマーサービスのあり方」
、
などをご紹介いたします。

第2部
【テクニカル・セッション】

・
「今すぐ始めるAmazon Connect コンタクトセンター」「
、カスタマーサービスに有効なAWSサービス」「
、パートナー様との連携ソリューション」などをご紹介いたします。

第3部
【カスタマー・セッション】

・
「Amazon Connect ユーザー様事例」
をご紹介いたします。
※セッションの最新情報はオフィシャルWEBサイトよりご確認ください。

F11-1
▶

13:00
13:20

F11-2
▶

13:35
13:55

F11-3
▶

14:10
14:40

F11-4
▶

14:55
15:25

F11-5
▶

15:40
16:10

第1部
【ビジネス・セッション】
AWSのAIを活用した次世代カスタマーサービス

アマゾン ウェブ サービス ジャパン パートナー技術本部 パートナー ソリューション アーキテクト 江原 孝大 氏

第1部
【ビジネス・セッション】
Amazon Connect ビジネスアップデート

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 事業開発本部 プラットフォーム事業開発部 事業開発マネージャー Amazon Connect 羽富 健次 氏

第2部
【テクニカル・セッション】
30分で作る Amazon Connect のコンタクトセンター入門

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 技術統括本部 金融ソリューション部 ソリューションアーキテクト 深森 広英 氏

第2部
【テクニカル・セッション】
AWS 技術解説 コンタクトセンターにおける PCI-DSS / クラウドセキュリティ/ BCP対策

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 技術統括本部 金融ソリューション部 ソリューション アーキテクト 木村 雅史 氏

第3部
【カスタマー・セッション】
次世代カスタマーサービスを考える〜テクノロジーで実現する世界〜
パネリスト

ベリントシステムズジャパン 代表取締役社長 古賀 剛 氏
NTTコミュニケーションズ アプリケーション&コンテンツサービス部AI推進室 担当部長 福田 亜希子 氏
セールスフォース・ドットコム ソリューション営業本部 Service Cloud第一営業部 部長 谷川 尚之 氏
モデレータ

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 事業開発本部 プラットフォーム事業開発部 事業開発マネージャー Amazon Connect 羽富 健次 氏

F11-6
▶

16:25
16:55

第3部
【カスタマー・セッション】
次世代カスタマーサービスを考える〜顧客視点から〜
パネリスト

日本ATM ソフトウェアソリューション事業本部 安東 俊 氏
プラス ジョインテックスカンパニー デジタルイノベーション推進部 山口 善生 氏
HEAVEN Japan サービス部 村木 亜弥香 氏
モデレータ

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 事業開発本部 プラットフォーム事業開発部 事業開発マネージャー Amazon Connect 羽富 健次 氏
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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

該当講座:J-1、
J-2、J-3、J-4、J-8、J-9、J-11、J-19、J-20

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・運営に携わるマネー
ジャー／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／シニア活用などを実践形式で学べます。
品質管理

該当講座:J-6、J-18、
J-21
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。

オペレーション管理

該当講座:J-5、J-10、J-12、
J-13、J-16、J-17、J-24、J-25、J-26

申し込みはこちら

オペレータの応対スキルを底上げするためのノウハウを学べる講座です。クレー
ム対応や FAQ構築、ボイストレーニング、チャット対応などについてエクササイ
ズを通して習得できます。
人材管理

該当講座:J-7、J-14、
J-15、J-22、J-23

SV 業務に必要なスキル・技術を学びます。基礎知識から問題解決、リーダーシッ

プの身に付け方まで、演習やディスカッションを通して実践的なノウハウを身
につけられます。

■実践研修講座スケジュール（受講料はすべて税抜価格です。消費税は別途申し受けます。）
J-1 はじめてのセンター長

〜人／データ／リスクの管理
10:00▶17:00 ■ 35,000円
J-6 品質担当者育成講座
〜5年後に求められる電話応対
■ 10:00▶17:00
■ 35,000円

■

J-2 VOCを最大活用する！センター長のための

「カスタマージャーニーマップ」講座
10:00▶17:00 ■ 35,000円
J-7 SV育成講座・チームビルディング編

■

■

10:00▶17:00

■

40,000円

J-13 「感動体験」をもたらす

J-14 SV育成講座・基礎編

■

■

■

マネジメント入門講座
10:10▶17:00 ■ 35,000円

10:10▶13:00

■

24,000円

〜次世代マネジメント手法を学ぶ〜
10:10▶17:00 ■ 46,000円
J-24 FAQ構築／活用講座・上級編

■

■

13:00▶17:00

■

27,000円

異常クレームからセンターを守る
10:10▶17:00 ■ 35,000円

J-17 実践! 使えるFAQ講座 〜作成編
■

14:00▶17:00

■

24,000円

J-20 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 ■ 35,000円
J-25 アンガ―マネジメント実践講座
〜ハードクレームを冷静に対応する
■ 13:00▶17:00
■ 24,000円
■

11月12日（火） 10:00▶17:00 レベル：初級

J-1

はじめてのセンター長 〜人／データ／リスクの管理
受講料
員

J-2

￥35,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

センター長、マネージャー

11月12日（火） 10:00▶17:00 レベル：中級
VOCを最大活用する! センター長のための

「カスタマージャーニーマップ」講座
受講料
員

J-3

￥35,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

センター長、マネージャー、業務企画、
品質管理の担当者など

11月12日（火） 10:00▶17:00 レベル：初級

基礎から学ぶKPIマネジメント実践編
受講料
員

J-4

￥35,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

SV、マネージャー、数値分析担当

11月12日（火） 10:00▶17:00 レベル：中級

コールセンターの業務設計講座 〜ベンダーマネジメント編
受講料
定

員

J-8

￥35,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

センター長、マネージャー

11月12日（火） 10:00▶13:00 レベル：中級

戦略的シニア対応講座 〜早く解決するための会話設計
受講料
定

員

J-9

￥22,000＋税

20名

受付対象者

センター長、マネージャー、
シニアSV、トレーナー

11月12日（火） 14:00▶17:00 レベル：中級

戦略的シニア活用講座 〜定着、活躍するシニアの採用と育成
受講料
定

員

J-11

￥22,000＋税

20名

受付対象者

センター長、マネージャー、
シニアSV、トレーナー

11月13日（水） 10:10▶17:00 レベル：中級

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
定

員

￥35,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

センター長、マネージャー

J-19 11月14日（木） 10:10▶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
定

員

J-20

￥46,000＋税（昼食付）

40名

受付対象者

レベル：上級

CC管掌役員、センター長、経営企画責任者、

マーケティング責任者、経理財務担当者

11月14日（木） 10:10▶17:00 レベル：中級

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
受講料
定

員

J-5

￥35,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

センター長、マネージャー

11月12日（火） 10:00▶17:00 レベル：中級
チャット窓口の業務設計講座

受講料
定

〜ベンダーマネジメント編
10:00▶17:00 ■ 35,000円
J-9 戦略的シニア活用講座
〜定着、活躍するシニアの採用と育成
■ 14:00▶17:00
■ 22,000円

■

J-19 戦略的コンタクトセンター経営塾

定

J-4 コールセンターの業務設計講座

■

J-12 クレーム組織対応講座 〜過熱する

J-16 実践! 使えるFAQ構築講座 〜設計編

定

10:00▶17:00 ■ 35,000円
J-8 戦略的シニア対応講座
〜早く解決するための会話設計
■ 10:00▶13:00
■ 22,000円

J-11 コールセンター運営の基本知識と

■

定

J-3 基礎から学ぶKPIマネジメント実践編
■

員

￥46,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

センター長、マネージャー、シニアSV

洞察力・提案力トレーニング講座
10:10▶17:00 ■ 35,000円

10:10▶17:00

■

35,000円

J-5 チャット窓口の業務設計講座
■

10:00▶17:00

■

46,000円

J-10 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
■ 24,000円
J-15 オペレータの早期離職を防ぐ!
■

採用&新人研修構築講座
10:10▶17:00 ■ 35,000円

J-18 品質管理講座 〜メール／チャット編
■

14:00▶17:00

■

24,000円

J-21 品質向上のための 処方箋 を学ぶ

J-22 SV育成講座・実践編

■

■

モニタリング&フィードバック実践講座
10:10▶17:00 ■ 35,000円
J-26 ボイストレーニング実践講座
〜聞き取りやすく喉を傷めない発声法
■ 14:00▶17:00
■ 36,000円

10:10▶17:00

■

40,000円

J-23 できるオペレータに変える！
■

SVのための面談力向上講座
10:10▶17:00 ■ 35,000円

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。

（1）センター運営理念とセンター長のミッション
（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

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

和泉 祐子

氏

渡部 弘毅
ISラボ

氏

五月女 尚

氏

熊澤 伸宏

氏

カルディアクロス

顧客ロイヤルティが高まっていくまでの一連のプロセス上での顧客の行動や体験、
心理を時系列で可視化する
カスタマージャーニーマップは、各 プロセスの接点としてお客様対応を実施しVOCを把握しているコンタクト
センター部門こそが率先して取り組むテーマです。
その作成方法と分析アプローチを学びます。

（1）ロイヤルティマネジメントとは?
（2）ロイヤルティを構造化する
（3）カスタマージャーニーマップを作成する

（4）カスタマージャーニーマップを分析する
（5）ロイヤルティマネジメントを根付かせる

KPI の定義や意義など基礎知識はもちろんの事、KPI の数字を現場運用でどのように活用するのか「離職率改
善」
「応答率改善」
、
「AHT短縮」
、
などの KPI改善プロセスの技法も学びます。

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

（4）実践的な反復演習問題でコツをつかむ
（5）総合理解度テスト（自己採点のみ・点数非公開）
※電卓をご持参下さい。

さつきソリューション

アウトソーシングに関する正しい理解のもと、質の高いベンダーの選定や、成功のカギを握るベンダーとのパー
トナーシップなど、
上記の問題を解決するための詳細なノウハウを解説します。
（1）アウトソーシングを正しく理解する
（2）成功するアウトソーシングを計画する
（3）最適なアウトソーシング・パートナーを選定する

（4）実効ある契約を締結する
（5）効果的なパートナーシップを構築し実践する

コールセンターの教科書プロジェクト

人生100年時代を迎え、
コールセンターの有人対応における高齢者割合いは今後ますます増え続けます。
営業支
援系・サービス&サポート系などセンター機能や役割に応じて求められる戦略的シニア対応を、
ワークやロープ
レを含めて実践的にわかりやすく解説します。
（1）国内高齢化の現実とセンター課題
（3）コールセンターにおけるシニア分類とそのアプローチ
（2）企業の高齢者対応に必要な4つの視点と3段階の状態変化 （4）リスク&ハラスメント対応
※「J-9：戦略的シニア活用講座〜定着、活躍するシニアの採用と育成」との通し受講で割引（計3万7000円＋税）となり、昼食が付きます。

増田 由美子

氏

増田 由美子

氏

消費者の声研究所

長い高齢期を就労健常シニアとしてできるだけ長く社会で活かせる場を探す高齢者が増える中、
企業にはそれ
を実現する環境づくりが求められます。
シニア人材採用・マネジメントの要諦を具体例やワークを通して解説し
ます。
（3）人材能力としての活かし方
（1）高齢就労者の増加とその課題
（2）シニア人材の採用&マネジメントのポイント
（4）循環型社会に向けた活用のポイント
※「J-8：戦略的シニア対応講座〜早く解決するための会話設計」との通し受講で割引（計3万7000円＋税）となり、昼食が付きます。

消費者の声研究所

コンタクトセンターを管理・運営する上で必須の知識・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。
（1）センター管理の勘所（役割・重要タスク）
（4）HRM：採用・配置・教育・特に離職防止の深掘り
（2）各種KPIの定義・意義、その実践演習
（5）総合理解度テスト（自己採点のみ・点数非公開）
（3）最新トレンド：チャットサポート、CX、AIの現在地など ※電卓をご持参下さい。

五月女 尚

氏

さつきソリューション

社内各部門との協調体制を整え、貢献価値を最大化するこれからの時代のセンター運営手法の要諦と知識、
応用する方法を速習します。
（1）コールセンターの進化の方向
（2）従来のパフォーマンス管理手法を超える手法
（3）コールセンターのポジショニングを再考する

（4）顧客主導の時代のあるべきセンター運営
（5）価値基準に基づく運営への変革手法

谷口 修

氏

イー・パートナーズ

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）ライブチャット・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

熊澤 伸宏

氏

内田 孝輔

氏

コールセンターの教科書プロジェクト

有人チャットおよびチャットボット活用の導入プロセスを実践的に学びます。
（1）チャットと他の顧客接点との違い
（4）実装（ツールの持つ機能と選定のポイント、結果計測の
（2）計画（現状分析と導入効果のシミュレーション、KPI設定）
ための準備、テスト）
（3）設計（カスタマージャーニーの作成、初回ヒアリング
（5）改善（分析、再設計）
フロー、業務設計、他部門との連携）
（6）AI活用の可能性
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プライズ

J-10

11月12日（火） 13:00▶17:00 レベル：初級

オペレーターのための電話応対基本スキル研修
受講料
定

員

￥24,000＋税

20名

受付対象者

オペレータ、
ASV、SV、トレーナー、
応対品質管理担当者

J-12 11月13日（水） 10:10▶17:00 レベル：中級
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
受講料
定

員

J-13

￥35,000＋税（昼食付）

25名

受付対象者

センター長、マネージャー、シニアSV

11月13日（水） 10:10▶17:00 レベル：中級

「感動体験」をもたらす洞察力・提案力トレーニング講座
受講料
定

員

J-16

￥35,000＋税（昼食付）

20名

受付対象者

教育企画、トレーナー、
QA、SV

11月13日（水） 10:10▶13:00 レベル：初級

実践! 使えるFAQ構築講座 〜設計編
受講料
定

員

J-17

￥24,000＋税

40名

受付対象者

SV、トレーナー、QA

11月13日（水） 14:00▶17:00 レベル：初級

実践! 使えるFAQ講座 〜作成編
受講料
定

員

J-24

￥24,000＋税

30名

受付対象者

SV、トレーナー、QA

11月14日（木） 13:00▶17:00 レベル：中級

FAQ構築／活用講座・上級編
受講料
定

員

￥27,000＋税

40名

受付対象者

FAQ作成・運用担当者、企画部門

J-25 11月14日（木） 13:00▶17:00
アンガ―マネジメント実践講座
〜ハードクレームを冷静に対応する
受講料
定

員

J-26

￥24,000＋税

24名

受付対象者

レベル：初級

オペレータ、
SV、トレーナー

11月14日（木） 14:00▶17:00 レベル：初級

ボイストレーニング実践講座
〜聞き取りやすく喉を傷めない発声法

受講料
定

員

J-6

￥36,000＋税

30名

受付対象者

トレーナー、
SV、オペレータ

11月12日（火） 10:00▶17:00 レベル：中級

品質担当者育成講座 〜5年後に求められる電話応対
受講料
定

員

J-18

￥35,000＋税（昼食付）

20名

受付対象者

QA、品質担当SV、新任センター長、
新任マネージャー、CX推進室

11月13日（水） 14:00▶17:00 レベル：中級

品質管理講座 〜メール／チャット編
受講料
定

員

￥24,000＋税

30名

受付対象者

SV、トレーナー、QA

J-21 11月14日（木） 10:10▶17:00 レベル：中級
品質向上のための“処方箋”を学ぶ
モニタリング&フィードバック実践講座
受講料
定

員

J-7

￥35,000＋税（昼食付）

25名

受付対象者

SV、センター長、QA

11月12日（火） 10:00▶17:00 レベル：中級

SV育成講座・チームビルディング編
受講料
定

員

J-14

￥40,000＋税（昼食付）

20名

受付対象者

センター長、マネージャー（PM含む）、
SV、シニアSV

11月13日（水） 10:10▶17:00 レベル：初級

SV育成講座・基礎編
受講料
定

員

J-15

￥35,000＋税（昼食付）

24名

受付対象者

新人SV
（経験3年以内）、
SV候補の方、
SV育成担当者

11月13日（水） 10:10▶17:00 レベル：中級

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
定

員

J-22

￥35,000＋税（昼食付）

30名

受付対象者

センター長、マネージャー、
SV、トレーナー

11月14日（木） 10:10▶17:00 レベル：中級

SV育成講座・実践編
受講料
定

員

J-23

￥40,000＋税（昼食付）

24名

受付対象者

SV、アシスタントSV、マネージャー

11月14日（木） 10:10▶17:00 レベル：中級

できるオペレータに変える! SVのための面談力向上講座
受講料
定

員

￥35,000＋税（昼食付）

25名

受付対象者

SV、トレーナー、マネージャー

「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）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）

（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
（5）改善トレーニングのプランニング

窪田 尚子 氏

クウォーターワン

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、個人の応対力ではなく、組織としての応対力が必要です。
（1）近年のクレーム増加について
（2）こじれたクレームの対応方法
（3）悪意のクレーム対応

（4）特殊クレーム対応
（5）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
（6）クレームの組織対応

藤木 健 氏

情熱プロデュース

顧客の期待を超える応対に進化するため、
踏み込んだヒアリング・提案を行えるよう能力開発を行う講座です。
核となる「洞察力」
と
「提案力」
に分解し、
模擬音声を用いながらトレーニングします。
後半では、
自社での教育プロ
グラムをどのように作っていくのかのポイントを学びます。
（1）顧客期待を超える応対
（3）知恵を結集したベストな提案力
（2）顧客の未熟な要望を探りあてる超! 能力実践トレーニング （4）自社版プログラム作り

竹内 幸子 氏

応対品質研究所

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）
（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
（2）ナレッジサイクルの活かし方
（4）改善策のプランニング
（他部署との連携、顧客向けサイトとの連携、AI活用）
※「J-17：実践! 使えるFAQ構築講座〜作成編」
との通し受講で割引
（計4万円＋税）
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。

（3）実践文章作成徹底演習
（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
※「J-16：実践！使えるFAQ構築講座〜設計編」
との通し受講で割引
（計4万円＋税）
となり、
昼食が付きます。

浮島由美子 氏
ワイズアップ

「FAQサイトが利用されない」
「チャットボットの回答精度が上がらない」――このようなお悩みに具体的に答えます。
「自己解決できるFAQ」に育てるためのPDCAの回し方を理解し、具体的なアクションができる状態を目指します。
（1）なぜFAQの改善ができないのか?
（2）PDCAを回す準備 〜まず改善ができる状態を作る〜
（3）改善のポイントの見極め

（4）実行と測定
（5）チャットボットの活用

内田 孝輔 氏
プライズ

「怒りのメカニズムを知って、他者の怒りに巻き込まれない、冷静に応対できる自分自身」で対応すると、相手の反応が変
わります。アンガ―マネジメントの観点からアプローチしたクレーム応対をロールプレイングでトレーニングします。
（1）アンガ―マネジメントの基本的な考え方（「怒りのメカニズム」
（3）お客さまの一次感情【聴き比べワーク】
「怒りの感情にはピークがある」
「怒らせるものの正体」
「怒りの性質」など） （4）ロールプレイング
（2 ）
【グループワーク】
「最近怒ったこと覚えてる?「
」コールセンターにはどんな怒りがあるかな?」
〜「録音→聞き返し」で、自分の応対を確認
「“ムカッ”がピークに 達した時の対処法」
「自分の“べき”と他人の“べき”」など

升本恵子 氏
ミクト

電話応対は声が命。
4万人の声を変えた、絶対音感を持つ講師の聴覚と技術で、その場で声を分析し、各自の「声」の
特徴とトレーニング方法を学びます。誰でも好印象で信頼感のある声、聞き取りやすい声質にと変えられます。
（1 ）
「呼吸」腹式呼吸のトレーニング
（2）声を出しやすくする「発声」のトレーニング
「共鳴」のトレーニング
（ 3）

（ 4）
「滑舌」のトレーニング
（5）表現をつける
（6）好印象になる電話応対の5つの声のテクニック

秋竹 朋子 氏

エデュビジョン

これからのAI時代、どのように電話応対の品質を捉えてマネジメントすべきか、コミュニケータの育成は本来
どうあるべきか、他センターの事例を交えながら、自社に最適な応対品質の管理方法を考えます。
（1）電話応対の「品質」を考える〜顧客満足度とNPS
（2）応対品質管理方法を構築する〜品質関連KPI

（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

河合 晴代 氏
CCカレッジ

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。
（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

（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
（4）品質管理シートのフォーマット解説とスコアリング

大西 美佳 氏
インサイト

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。
（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」

（2）育成のためのフィードバックにおける“処方箋”作り
（3）モニタリング品質分析実践

大西 美佳 氏
インサイト

参加者全員がチームになる過程を体験して、そのプロセスや要素、メンバ一人ひとりのリーダーシップ発揮の
コツ、リーダーの在り方、目標達成力の高いチームをつくるリーダーシップなどを身に着けます。
（1）課題解決アクティビティを通して
チームビルディングプロセスを体感する
（2）
「マネジメント」と「リーダーシップ」の違い

（3）負荷のかかる状況で課題解決アクティビティにチャレンジ
（4）体験からの気付きと学びをまとめる内省ワーク

※体験では軽い運動を伴いますので、必ず動きやすい服装でご参加ください。

井口 大輔 氏
つくる考房

「SVの仕事」
とはどういうものなのか理解した上で、
コミュニケータの定着率を上げる「信頼関係の構築」
の仕方
を学びます。
さらに、
KPI管理では応答率を例に改善策（打ち手）を考える他、マネジメントサイドとしての視座を
高めます。
（1）スーパーバイザー（SV）という仕事
（2）コミュニケータとの信頼関係を築く〜定着率の向上

（3）SVの二大基本業務〜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

「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。
（1）コールセンターにおける人材育成とは
（4）育てるための研修プログラム
（2）採用の事前準備と創意工夫
（5）トレーニング側と現場受け入れ側の協力体制
（ 3）
「ここで働きたい!」と思わせる面接術
（6）トレーナーに必須の心技体を学ぶ

河合 晴代 氏
CCカレッジ

和泉 祐子 氏

カルディアクロス

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
（2）チームビルディング
（3）人員管理

（4）オペレーション管理
（5）人材育成
（6）経営貢献

寺下 薫 氏
Create Career

仕事の三要素から育成の方向性を特定し、オペレータを3軸で分類したうえ、タイプにあわせたアプローチでオ
ペレータの意識や行動を変えるトレーニング法を解説します。やる気がない、同じミスを繰り返す、注意すると
逆ギレする――そんなオペレータの育成方法を伝授します!

（1）指導の方向性を見極める
（2）3軸8タイプでオペレータを分類する
（3）ケース別改善処方
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（4）フィードバック5つのチェックポイント
（5）タイプ別、シチュエーション別フィードバック

藤木 健 氏

情熱プロデュース

