
自動電話応答・録音システムASPサービス[TELBOX]のご紹介 
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サービス概要 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 

TELBOXは、24時間自動音声応答で、お客さまからの
注文や問い合わせなどに対応し、通話内容を録音・保存
する音声システムのASP（レンタル）サービスです。  

とは 
24時間 

自動電話対応 

特長 
１ 

ネットがあれば 
設備投資不要 

特長 
2 

自動録音 
同時着信OK 

特長 
3 

着信用の専用 
電話番号が付属 

特長 
4 

お客様 ご契約者様 

お客様が電話をかけます。 

自動受付 

050-XXXX-XXXX TELBOXサーバが自動で
ガイダンス再生、メッ
セージやボタン操作数字
を受け付けます。 

パソコンからアクセスし、
着信履歴や録音音声を再生、
確認。 

データ蓄積 

メール通知 

着信内容確認 

相手電話番号、
問い合わせ録音、 
資料請求番号、
注文内容などの
履歴や音声デー
タなど 
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コールフローの例 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 Copyright © Idio inc.  

お客様 

お客様が電話をかけます。 

お電話ありがとうございます。自動応答でご用件をお聞きして
おります。受付メニューをご案内しますので、そのまま切らず
にお聞きください。 

着信 

案内メッセージ 

それでは、商品のご注文の方は電話機のダイヤル１番を、カタ
ログをご請求の方は２番を、お問い合わせの方は３番を、を押
してください。 

番組選択メッセージ 

カタログのご請求ありがとうございます。順番に内容をお聞き
します。 

応答メッセージ 

お客様がプッシュボタン操作で「２」を
押す。 

それではまず、お届け先の郵便番号7桁の数字を入力してくだ
さい。入力が終わりましたら＃を押してください。 

設問１（番号入力） 

お客様がプッシュボタン操作で７桁の数
字を入力。 

お届け先のご住所とお名前を、ピッという発信音の後にお話く
ださい。終わりましたら＃を押してください。 

設問2（音声入力） 

以上で受付は終了です。お電話ありがとうございました。 
今後ともよろしくお願いいたします。 

終了メッセージ 

お客様が住所・氏名などを吹き込み。 
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着信記録の確認 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 Copyright © Idio inc.  

プログラム名、メニュー
番号 

着信日時、相手先電話
番号（非通知設定して
る場合、IP電話など自
動記録できない場合も
あります） 

番号入力設問の入力内容
（最大２設問） 

音声録音設問の録音内容
（最大２設問） 

「PLAY」ボタンで録音
音声再生。 

履歴データをCSV形式
で書き出し。（音声録音
データは含まれません） 

メモ入力欄 

●受信記録画面 

サーバに保存されたデータはインターネットでどこからでも内容を確認したり、録音メッセージを再生・管理でき
ます。プログラムごと、もしくは対応メニューごとなどに複数の担当者で管理することもできます。また記録した
データはExcelなどで読み込み可能なCSVファイルに書き出し、ダウンロードすることもできます。 
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プログラム設定 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 

●プログラム設定画面 

Copyright © Idio inc.  

TELBOXの応答プログラムは用途に応じて５グループのプログラムを
自由に設定いただけます。事業ごとやショップごと、お店やサービス
の内容ごと、また受付時間ごとなどに複数の窓口を使い分けることが
できます。 
１つのプログラムには５つの応答メニュー、さらに１つの応答メ
ニューには４つの設問を設定できます。注文の受付けや、資料請求の
受付け、キャンペーン応募受付け、カタログ請求受付けなど目的に応
じて、最大で100項目もの設問設定が可能です。受付け方式は、プッ
シュボタンによる入力もしくは音声録音の2種類に対応しています。 

５
プ
ロ
グ
ラ
ム 

５メニュー 

4
設
問 



RESPONSE MESSAGE  SETUP 

6 

応答メッセージ設定 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 

●応答メッセージ設定 

Copyright © Idio inc.  

TELBOXの「応答メッセージ画面」からアナウンスの音声
データをアップロードするだけで、簡単に応答プログラムを構
築することが可能です。 

再生されるアナウンスや応答メッセージは、お電話を使ってご
自身で簡単に録音して登録できます。もちろん修正や削除も思
いのままです。 

●音声データの仕様 
ビットレート：128kbps 
サンプルサイズ：16ビット 
サンプルレート：8khz 
オーディオ形式：PCM 
【参考】?WindowXPに付属の「サウンドレコーダー」
を利用した場合は、属性タブで「8000kHz、16ビット、
モノラル」を選択し 
保存してください。 
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管理画面機能 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 

●管理画面トップ 

Copyright © Idio inc.  

受信記録や菅家要設定などの各機能へアクセスす
るためのメニューページです。 

●環境設定 ●応答メッセージ管理 

パスワードの設定、TELBOX受付電話番号や通
話時間の確認、通知先メールアドレスの設定、受
付プログラムの時間指定などを行います。 

応答メッセージを電話を使って録音した際のオン
背データを確認、管理することができます。 
音声データをダウンロードし、「応答メッセージ
設定」画面にアップロード登録することができま
す。 
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ご利用料金 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 Copyright © Idio inc.  

●価格は税込み価格です。 
 
●「050番号受付けコース10」の場合は同時着信10着信まで、「050番号受付けコース20」の場合は同時着信20着信まで着信可能です。●「大阪06番受
付けコース」の場合は最大23着信までですが、共有回線を使用しているためその都度、同時着信数は変わります。●1ヵ月のご利用時間（ガイダンス再生時間、
録音時間、プッシュボタン操作時間など通話時間全体）は、1ヵ月1,000分までになります。（通話分数が1,000分以上の場合 追加料金：26円/1分・税
込）●1ヶ月の着信件数の上限は1000件/月になります。（着信件数が1,000件以上の場合 追加料金：15円/1件・税込）●NTTボイスワープなどの転送
サービスでTELBOX専用受付け電話番号へ転送することで、普段お使いの電話番号をそのままお使いいただくこともできます。● 050番号受付けコースの場
合、電話をかけられるお客様がNTT東西の電話を利用していれば、全国一律11.34円（3分・税込）でTELBOX宛に通話することができます。 
 
●オプションで、女性アナウンサーによる応答メッセージの吹き込み録音も承っております。（28設問１セット/47,250円） 

ご契約コース 主な仕様 初期費用 月額利用料 

050番受付コース10 
●最大同時着信数・10着信 
●ベストエフォート型 
●050で始まる受付番号付属 

31,500円 
 
 
 

18,900円 

27,300円 

050番受付コース20 
●最大同時着信数・20着信 
●ベストエフォート型 
●050で始まる受付番号付属 

31,500円 

大阪06番受付コース ●ベストエフォート型 
●06で始まる受付番号付属 21,000円 
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留意事項 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 

最大同時着信数・利用時間について 1. 「050番号受付けコース10」の場合は同時着信10着信まで、「050番号受付けコース20」の場合は同

時着信20着信まで着信可能です。 

2. 3コースとも最大23チャンネルのベストエフォートタイプとなり、共有回線を使用しているため、その都

度同時着信数は変わり、0回線の場合もあります。（特定ユーザ様で独占できません） 

3. 1ヵ月のご利用時間（ガイダンス再生時間、録音時間、プッシュボタン操作時間など通話時間全体）は、

1ヵ月1,000分までになります。通話分数が1,000分以上の場合は追加料金：26円/1分（税込）がかか

ります。 

4. 1ヶ月の着信件数の上限は1000件/月になります。着信件数が1,000件以上の場合 追加料金：15円/1

件（税込）がかかります。 

通話録音分数、データ蓄積などについて 
 

1. １設問あたりの最大録音分数は２分になります。 

2. ガイダンスメッセージの最大録音分数は２分になります。 

3. 最初の再生メッセージが長い場合、着信後メッセージ再生まで数秒程度のブランクが空く場合があります。 

4. データ蓄積数・期間は特に上限を設けていませんが、月間3000件程度の履歴保持数を目処にお考え下さ

い。（履歴データを大量に残したままの場合、TELBOXが正しく動作しない可能性があります。） 

転送について 1. NTTボイスワープなどの転送サービスを利用しTELBOX専用受付け電話番号へ転送することで、普段お使

いの電話番号をそのままお使いいただくこともできますが、050番号受付コースの場合、フリーダイヤル

サービスの転送先としては指定できません。 

コールフローのプログラムについて 1. 最大で５つのプログラムの設定を保持できますが、一度に運用できるのは１つのプログラムだけです。 

2. １つメニュー内で設定できる設問は上限４設問まで、「音声録音設問」と「番号入力設問」それぞれ2件づ

つまでになります。 

初期費用割引キャンペーンと 
利用期間について 

1. 初期費用割引の対象者は、有償でのご利用期間が３ヶ月以上のお客様のみとなります。有償期間が３ヶ月未

満でご解約のお客様は、ご解約時に「初期費用の割引相当額」を請求させていただきます。 
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あとがき 

この資料は2009年7月の情報で作成されております。 Copyright © Idio inc.  

株式会社アイディオ 

ご拝読誠にありがとうございました。 

ご不明な点がございましたら、support@telbox.jp まで 

お気軽にお問い合わせください。 

＊サポート対応時間：AM10時～12時、PM1時～5時30分まで（土・日・祝は休日） 


