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IVRの利用メリット

IVRとは、Interactive Voice Responseの略で、コンピューターによる音声自動応答システム。
あらかじめ用意した音声ガイダンスで自動応答できるシステムです。

このようなIVRを導入するには、これまで莫大な費用がかかりましたが、クラウドIVRであるVポータルダイレクトで
あれば、設備導入に関わる莫大な初期コストを最低限におさえつつ、導入決定から短期間での利用開始が可能です！

IVRとは

例えば

● 初期費用概算 約30万円
● 月額費用概算 約26万円

※あくまでも一例です。

定型の情報案内や資料請求などは自動化することでオペレーターで対応するコールを削減し、オペレーター
は新規顧客への対応や、定型ガイダンスでは対応できないお問い合わせに稼働を注力することができます。

● 定型のお問い合わせ対応時間：平均5分/件
● コール数：1日300件
● オペレーターの時給：1,500円 の場合

9,125時間とは…
1日7.5時間 月20日間勤務のオペレーターの

定型のお問い合わせ対応に
Vポータルダイレクトを利用した場合

年間約1,000万円
のコストカット

30万円+26万円×12カ月
＝342万円

5分×300件×365日＝9,125時間
9,125時間×1,500円

＝約1,368万円

約5人分の年間対応時間に相当！

コールセンター運営を効率化・最適化（呼減対策）

お客さまからの電話に対して、回線がすべて埋
まってしまった場合に、音声自動応答で一時対
応し、お客さまに「折り返し連絡先」などを登録し
てもらうことができます。登録された電話番号へ
折り返し電話をすることで、お客さまへの営業
機会の損失を防止できます。

あふれ呼対応で
話中発生を軽減！

Vポータル
ダイレクト

お客さま

お客さま

オペレーター

折り返し
 お電話します。

電話での24時間365日対応のお問い合わせ窓口
を設置できます。時間を気にせず、いつでもお問
い合わせができるためお客さまの利便性も高ま
り、顧客満足度向上につながります。また、夜間
や休日などにオペレーターを雇う必要もなくな
り、人件費も軽減できます。

24時間365日対応の
お問い合わせ窓口の設置

お客さま 24時間 OK！

詳しくは次ページへ→
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各種コンテンツを保管（音声／テキスト）

ユーザーの要求に応じた
音声コンテンツを
Webサーバーから取得 Webサーバー

音声
ファイル

音声コンテンツ
（VXMLファイル）

導入企業

一般的に音声自動応答を導入するには、音声自動応答装置（IVR）を購入し、電話回線を同時着信数分用意し、
専用の保守体制を用意するなどかなりの費用と労力が必要とされます。また、導入に早くて半年はかかるの
が一般的なIVR購入時のスケジュールです。しかし、Vポータルダイレクトはクラウドサービスのため、IVRの
購入は不要で、NTTコミュニケーションズがご用意するIVRと電話回線を使って、月額費用で利用できます。
また、導入決定から短期間で利用開始できるのが特長です。

インターネット

0570-0＊＊＊＊＊
（ナビダイヤル）

or
0120-＊＊＊＊＊＊
（フリーダイヤル）

・ 一般加入電話
・ 携帯電話
・ 公衆電話

電話をかける

音声で情報提供
ユーザーに音声で返答

NTTコミュニケーションズ

Vポータル
プラットフォーム

・音声自動応答装置
・音声認識サーバー
・音声合成サーバー

ユーザー 専用アクセス番号

従来のオンプレミスの場合、自社で用意が必要だったこの部分を
Vポータルダイレクトなら、
すべてNTTコミュニケーションズにおまかせ！

Vポータルダイレクトのしくみ

音声自動応答装置購入との違いと導入メリット

初
期
費
用

月
額
費
用

導
入
ま
で
の
期
間

クラウドIVR Vポータルダイレクト
ベストエフォート92chの場合

従来のオンプレミス（購入）の場合

数百万～数千万円

数百万円～

約30万円～

約26万円～

・全体設計・構築費
・コールフロー構築費
・音声認識・音声合成ライセンス費
・設備機器購入費
　　　　　　　　　　  ･･･など

・データセンター費
・保守費
・電話回線費
・ネット回線費
　　　　　　  ･･･など

お手頃！

お手頃！

6週間

約6週間～約6カ月間～

1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月

早い！
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クラウドIVR Vポータルダイレクトの大きなメリットである、初期費用・月額費用の価格、導入までの期間の
早さのほか、以下のようなメリットがあります。

クラウドIVR Vポータルダイレクトのその他の導入メリット

Web連携可能 設備維持に必要な保守や
メンテナンスが不要

VoiceXMLを採用しているためWebシス
テム上のデータベースやプログラムとの
シームレスな連携が可能です。

クラウドサービスなので設備保守やメンテ
ナンスなどに必要な稼働がかかりません。

データセンターや電話回線・インターネット
回線はNTTコミュニケーションズがご用意
します。

クラウドサービスなので設備更改などの稼
働がかかりません。

最短1カ月から利用可能です。
キャンペーンや繁忙期など必要な期間だ
けスポット利用が可能です。

コール集中時でも自動応答で対応でき電
話がつながらないことによるお客さまへの
営業機会損失を最大限に防止します。

設置場所や
大量の電話回線、

ネット回線の維持管理が
不要

設置場所や
大量の電話回線、

ネット回線の維持管理が
不要

資産管理や
設備更改などの稼働から

解放

資産管理や
設備更改などの稼働から

解放

Web連携可能 設備維持に必要な保守や
メンテナンスが不要

短期間の
スポット利用が可能

最大92ch/184chの
着信が可能

短期間の
スポット利用が可能

最大92ch/184chの
着信が可能
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ナビダイヤルの場合

0570-0XXXXX
ナビダイヤルとは「0570」に続く6ケタの専用番号です。Vポータルダイレクトでご利用の場合、
通話料は全国一律料金で発信者のご負担となります。

Vポータルダイレクトでは、ナビダイヤルまたはフリーダイヤルをご利用いただくことが前提のサービスとなります。
一般加入電話番号（0AB～J）でのご利用はできません。

発信者

通話

請求書

通話料負担は発信者

フリーダイヤルの場合

フリーダイヤルとは「0120」に続く6ケタの専用番号です。
通話料はフリーダイヤルのご契約企業側のご負担となります。

Vポータル
ダイレクト

（NTTコミュニケーションズ）

Vポータル
ダイレクト

（NTTコミュニケーションズ）

発信者

通話

通話料負担は導入企業

0I20-XXXXXX

フリーダイヤル
ご契約企業

請求書

ベストエフォートタイプ（回線共有型）
● ベストエフォート92（回線共有型 ： 1アクセス番号につき最大92回線）
● ベストエフォート184（回線共有型 ： 1アクセス番号につき最大184回線）

ギャランティタイプ（回線占有型2～6回線）

最大契約回線数で着信可能 最大契約回線数では
着信不可能な場合があります

専用の回線を1契約あたり2～6回線ご用意

ギャランティタイプは、Vポータルのアクセス回線を導入企業ごとにお使いいただける回線占有型サービ
スです。Vポータルダイレクトでは1契約あたり2回線から6回線まででご利用いただけます。

最大92回線×n社分

最大184回線×n社分

最大92回線×n社分

ベストエフォートタイプは、Vポータルサービスで所有しているアクセス回線を、複数の導入企業で共有し
てご利用いただく回線共有型サービスです。ベストエフォートタイプでは、サービス全体としては184回
線以上の大規模回線を所有しており、1契約あたり最大184回線または最大92回線となります。

設備の回線数以下のコールのとき
（コール数≦所有回線数）

設備の回線数より大きいコールがあったとき
（コール数＞所有回線数）

≦
Vポータル
所有設備

6回線保証

Vポータル
所有設備

最大184回線×n社分

＞
Vポータル
所有設備

話中（ビジー）

話中（ビジー）

3回線保証

A社

Ｂ社

同時着信数が少なく小規模回線をご希望の場合

同時着信数が多く大規模回線をご希望の場合

通話料は
発信者がご負担

通話料は着信側
でご負担

サービスタイプご利用可能な回線種別

※ 92回線または184回線の回線数を複数の導入企業で共有するということではありません。
※ 回線共有型サービスのため、常時最大同時着信数（92回線または184回線）を保証するものではありません。例えば、複数の導入企業のコール数が一時的に集中し、V
ポータルサービス全体の空き回線が184回線未満の場合は、着信可能回線数は184回線未満に、空き回線が92回線未満の場合は着信可能回線数は92回線未満とな
ります。  
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ギャランティタイプは、Vポータルのアクセス回線を導入企業ごとにお使いいただける回線占有型サービ
スです。Vポータルダイレクトでは1契約あたり2回線から6回線まででご利用いただけます。

最大92回線×n社分

最大184回線×n社分

最大92回線×n社分

ベストエフォートタイプは、Vポータルサービスで所有しているアクセス回線を、複数の導入企業で共有し
てご利用いただく回線共有型サービスです。ベストエフォートタイプでは、サービス全体としては184回
線以上の大規模回線を所有しており、1契約あたり最大184回線または最大92回線となります。

設備の回線数以下のコールのとき
（コール数≦所有回線数）

設備の回線数より大きいコールがあったとき
（コール数＞所有回線数）

≦
Vポータル
所有設備

6回線保証

Vポータル
所有設備

最大184回線×n社分

＞
Vポータル
所有設備

話中（ビジー）

話中（ビジー）

3回線保証

A社

Ｂ社

同時着信数が少なく小規模回線をご希望の場合

同時着信数が多く大規模回線をご希望の場合

通話料は
発信者がご負担

通話料は着信側
でご負担

サービスタイプご利用可能な回線種別

※ 92回線または184回線の回線数を複数の導入企業で共有するということではありません。
※ 回線共有型サービスのため、常時最大同時着信数（92回線または184回線）を保証するものではありません。例えば、複数の導入企業のコール数が一時的に集中し、V
ポータルサービス全体の空き回線が184回線未満の場合は、着信可能回線数は184回線未満に、空き回線が92回線未満の場合は着信可能回線数は92回線未満とな
ります。  
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ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,2 ,3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金
料 

金
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ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,2 ,3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金
料 

金
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310,000円（税込334,800円）～　 コンテンツ制作代行費用
　 フリーダイヤル初期工事費

　 初期登録料 20,000円（税込21,600円）

2,000円（税込2,160円）

20,000円（税込21,600円）　 保守基本料
　 コンテンツ預り料

◇ 月額費用

◇ 初期費用

　 プラットフォーム利用料 200,000円（税込216,000円）

40,000円（税込43,200円）

料金算出方法

フリーダイヤルでベストエフォート92をご利用、コンテンツ預りご利用、ベンダーに音声ガイダンス制作を委託した場合例

合計 332,000円（税込358,560円）～

　 フリーダイヤル月額回線利用料 2,900円（税込3,132円）
合計 262,900円（税込283,932円）

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： み含を」費録収声音ーサンウナア「」費成作ーロフ「」費発開本基「。すまりなと用費行代作制のでーダンベの介紹社弊は用費行代作制ツンテンコ声音 ます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用
月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用
月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） 

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 

通話時間にともなう
従量料金

アラート・VAD（転送）従量料金

アラート・VAD（転送）従量料金4

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。
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フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

200,000円（税込216,000円）

20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

20,000円（税込21,600円）

20,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

400,000円（税込432,000円）

20,000円（税込21,600円）

20,000円（税込21,600円）

420,000円（税込453,600円）

2～6回線）

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。
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フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

2

1

3

5

1

5

1

料 

金
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使
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方
一
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310,000円（税込334,800円）～　 コンテンツ制作代行費用
　 フリーダイヤル初期工事費

　 初期登録料 20,000円（税込21,600円）

2,000円（税込2,160円）

20,000円（税込21,600円）　 保守基本料
　 コンテンツ預り料

◇ 月額費用

◇ 初期費用

　 プラットフォーム利用料 200,000円（税込216,000円）

40,000円（税込43,200円）

料金算出方法

フリーダイヤルでベストエフォート92をご利用、コンテンツ預りご利用、ベンダーに音声ガイダンス制作を委託した場合例

合計 332,000円（税込358,560円）～

　 フリーダイヤル月額回線利用料 2,900円（税込3,132円）
合計 262,900円（税込283,932円）

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： み含を」費録収声音ーサンウナア「」費成作ーロフ「」費発開本基「。すまりなと用費行代作制のでーダンベの介紹社弊は用費行代作制ツンテンコ声音 ます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用
月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用
月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） 

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 

通話時間にともなう
従量料金

アラート・VAD（転送）従量料金

アラート・VAD（転送）従量料金4

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

200,000円（税込216,000円）

20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

20,000円（税込21,600円）

20,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

400,000円（税込432,000円）

20,000円（税込21,600円）

20,000円（税込21,600円）

420,000円（税込453,600円）

2～6回線）

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

ベストエフォート92（回線共有型：最大92回線）

◇ 月額費用

＊ 1 ： 利用料金のご請求は「初期登録料、プラットフォーム利用料、保守基本料」と「回線初期工事費、回線利用料」でそれぞれ別請求となります。
また、音声コンテンツ制作を制作代理店に委託される場合は別途音声コンテンツ制作代行費用がかかります。

＊ 2 ： 保守契約については、Vポータルダイレクトの運用全般を担当しております保守会社と直接ご契約いただきます。
　　 また、お客さまで独自に音声コンテンツ制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円（税込21,600円）がかかります。
＊ 3 ： ご利用の形態によっては、別途「折り返し着信ガイダンス送出料2,000円(税込2,160円)」がかかります。

＊ 4 ： 音声コンテンツデータのお預かりについては、Vポータルエディタを利用して制作された音声コンテンツ、または弊社紹介のベンダーに制作をご依頼された
　　 音声コンテンツに限らせていただきます。また、VSD、BOX管理をご利用の場合、コンテンツ預り料は必須となります。
＊ 5 ： 音声コンテンツ制作代行費用は弊社紹介のベンダーでの制作代行費用となります。「基本開発費」「フロー作成費」「アナウンサー音声収録費」を含みます。
「データベース構築費」および「カスタマイズプログラム作成費」は別途お見積りとなります。

＊ 6 ： フリーダイヤル以外へのアラート、一般加入電話番号（0AB～J）に対するVADは、従量料金請求のための、Nから始まるOCNのお客さま番号のご用意が必要
となります。

＊ 7 ： 回線が既設のナビダイヤル／フリーダイヤルの場合はVポータルダイレクト用に設定変更が必要です。料金については現在の設定状況により異なりますので
お問い合わせください。

月額 200,000円（税込216,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

コンテンツ預り料（1GBあたり） ＊4 月額 40,000円（税込 43,200円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 220,000円（税込237,600円）

ベストエフォート184（回線共有型：最大184回線）

◇ 月額費用
月額 400,000円（税込432,000円）プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 420,000円（税込453,600円）

ギャランティタイプ（回線占有型：2～6回線）

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 20,000円（税込21,600円）

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

Vポータルダイレクト基本料金
着信タイプ

1

アラート機能料金

◇ 月額費用
1回線あたり月額40,000円（税込43,200円） × 2～6回線プラットフォーム利用料 ＊1,＊2,＊3

保守基本料 ＊1,2

◇ 初期費用
初期登録料 ＊1 170,000円（税込183,600円）～

月額 20,000円（税込21,600円）

合計 月額 100,000円（税込108,000円）～260,000円（税込280,800円）

1,000円（税込 1,080円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 11,000円（税込 11,880円）

2,000円（税込 2,160円）回線初期工事費（新設の場合） ＊1,7

月額回線利用料 ＊1 月額 2,900円（税込3,132円）発信タイプ

オプション料金

音声コンテンツデータ設置用サーバー ホスティング料金2

音声コンテンツ制作費

ベンダー委託関連料金3

音声コンテンツ制作代行費用 ＊5 310,000円（税込 334,800円）～

従量料金

 10円（税込10.8円）＜60秒＞

 10円（税込10.8円）＜10秒＞

 20円（税込21.6円）＜3分＞

1回10円＋10秒ごとに10円（税込10.8円＋10秒ごとに10.8円）

通話時間にともなう
従量料金

発信・転送先

一般加入電話

国内の携帯電話

050番号IP電話

PHS

アラート・VAD（転送）従量料金*6

アラート・VAD（転送）従量料金4

回線関連料金

料金表の見方

料金表の算出方法については、次ページを参考に、具体的な利用シーンごとの概算費用イメージについては
P.11以降の各使い方の料金表をご参照ください。

5

フリーダイヤル

ナビダイヤル

1 2 3 4 5 総費用=+ + + +

料金

2

1

3

5

1

5

1
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お問い合わせ窓口にダイヤル

Vポータル
ダイレクト

ダイヤル

　時間や曜日などで、音声ガイダンスを切り替えることのできる機能です。例えば、平日と休日、日中と夜間など、
指定の時間に異なる内容の音声ガイダンスに切り替えることができます。

　テキストデータから音声ガイダンスを自動生成できる機能です。音声コンテンツ編集用の無償のWebアプリ
ケーションである「Vポータルエディタ(VPE)(→P25)」を使うことで、より簡単に音声ガイダンスを作成できます。
Vポータルエディタで音声ガイダンスを作成するには、ガイダンスの内容をキーボードでテキスト入力するだけで
す。Vポータルエディタを使えば、特別な知識がなくても音声ガイダンスを作成することができるので、更新頻度が
多い利用方法の場合、更新の都度専門業者に依頼する必要がないため、コスト軽減と内容変更の迅速な対応が可能
です。
　通常、音声合成の利用にはライセンス料が発生するものですが、Vポータルダイレクトでは標準機能になってお
り、別途利用料は発生しません。

お問い合わせ窓口にダイヤル

Vポータル
ダイレクト

Vポータル
ダイレクト

日中のガイダンス

夜間のガイダンス

タイマー機能

ガイダンス生成機能（音声合成機能）

※Vポータルエディタを使用しないで制作した音声コンテンツでも本機能は利用可能です。

お客さま

お客さま テキストデータ

お客さま

お電話
ありがとう
ございます。

○○については「1」を、△△につい
ては「2」を、オペレーターとの通話
は「3」を押してください。

ただいまの時間は音声ガイダンス
のみの対応となっております。
○○については「1」を、△△につい
ては「2」を押してください。

お電話ありがとう
ございます。

　音声自動応答機能とは、お問い合わせに対して、あらかじめ用意しておいた音声ガイダンスを使って自動で
応答する機能です。
キャンペーンや商品に関する24時間365日、対応のお問い合わせ窓口としてご利用いただくことができます。

Vポータル
ダイレクト

お問い合わせ窓口にダイヤル
音声自動応答システム

音声自動応答機能

お客さま

こちらは自動お問い合わせ窓口
です。

　音声自動応答機能による音声ガイダンスで応答したあと、お問い合わせの内容をプッシュボタンで選択してもら
うことで、選択内容の音声ガイダンスが再生される機能です。
　まず、図のように、①音声ガイダンスによる案内を開始します。そして、②「○○については1を、△△について
は2を・・・・・・」という音声ガイダンスに沿って、お問い合わせの内容をプッシュボタンで選択してもらいま
す。③選択された内容が音声ガイダンスで再生されるという流れです。

Vポータル
ダイレクト

Vポータル
ダイレクト

お問い合わせ窓口にダイヤル
音声自動応答システム

あらかじめ予想される質問には自動応答システムが対応

押してください。

プッシュ「1」の内容を再生

プッシュ「3」の内容を再生

プッシュ「2」の内容を再生

○○については「1」を

□□については「3」を

△△については「2」を

音声ルーティング機能

お客さま

こちらは自動お問い合わせ窓口です。
お聞きになりたい内容を
プッシュボタンで押してください。

1
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お問い合わせ窓口にダイヤル

Vポータル
ダイレクト

ダイヤル

　時間や曜日などで、音声ガイダンスを切り替えることのできる機能です。例えば、平日と休日、日中と夜間など、
指定の時間に異なる内容の音声ガイダンスに切り替えることができます。

　テキストデータから音声ガイダンスを自動生成できる機能です。音声コンテンツ編集用の無償のWebアプリ
ケーションである「Vポータルエディタ(VPE)(→P25)」を使うことで、より簡単に音声ガイダンスを作成できます。
Vポータルエディタで音声ガイダンスを作成するには、ガイダンスの内容をキーボードでテキスト入力するだけで
す。Vポータルエディタを使えば、特別な知識がなくても音声ガイダンスを作成することができるので、更新頻度が
多い利用方法の場合、更新の都度専門業者に依頼する必要がないため、コスト軽減と内容変更の迅速な対応が可能
です。
　通常、音声合成の利用にはライセンス料が発生するものですが、Vポータルダイレクトでは標準機能になってお
り、別途利用料は発生しません。

お問い合わせ窓口にダイヤル

Vポータル
ダイレクト

Vポータル
ダイレクト

日中のガイダンス

夜間のガイダンス

タイマー機能

ガイダンス生成機能（音声合成機能）

※Vポータルエディタを使用しないで制作した音声コンテンツでも本機能は利用可能です。

お客さま

お客さま テキストデータ

お客さま

お電話
ありがとう
ございます。

○○については「1」を、△△につい
ては「2」を、オペレーターとの通話
は「3」を押してください。

ただいまの時間は音声ガイダンス
のみの対応となっております。
○○については「1」を、△△につい
ては「2」を押してください。

お電話ありがとう
ございます。

　音声自動応答機能とは、お問い合わせに対して、あらかじめ用意しておいた音声ガイダンスを使って自動で
応答する機能です。
キャンペーンや商品に関する24時間365日、対応のお問い合わせ窓口としてご利用いただくことができます。

Vポータル
ダイレクト

お問い合わせ窓口にダイヤル
音声自動応答システム

音声自動応答機能

お客さま

こちらは自動お問い合わせ窓口
です。

　音声自動応答機能による音声ガイダンスで応答したあと、お問い合わせの内容をプッシュボタンで選択してもら
うことで、選択内容の音声ガイダンスが再生される機能です。
　まず、図のように、①音声ガイダンスによる案内を開始します。そして、②「○○については1を、△△について
は2を・・・・・・」という音声ガイダンスに沿って、お問い合わせの内容をプッシュボタンで選択してもらいま
す。③選択された内容が音声ガイダンスで再生されるという流れです。

Vポータル
ダイレクト

Vポータル
ダイレクト

お問い合わせ窓口にダイヤル
音声自動応答システム

あらかじめ予想される質問には自動応答システムが対応

押してください。

プッシュ「1」の内容を再生

プッシュ「3」の内容を再生

プッシュ「2」の内容を再生

○○については「1」を

□□については「3」を

△△については「2」を

音声ルーティング機能

お客さま

こちらは自動お問い合わせ窓口です。
お聞きになりたい内容を
プッシュボタンで押してください。

1
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音声録音機能

　事前にデータベースに登録したキーワードを、お客さまが電話で発話すると、そのキーワードに沿った音声
ガイダンスを再生したり、キーワードで認証したりすることができる機能です。
　必要なキーワードを事前に登録することで、電話をかけてくるお客さまはプッシュボタンを押さなくても、
キーワードの発話で音声ガイダンスを再生させることが可能になります。

　電話で話した内容を音声データ（wavファイル）として録音できる機能です※。Vポータルダイレクトは、
Webとの連携（→P24）が可能なので、録音した音声は、Webサイトにアップロードするなどして、例えばボイ
スブログのようにWeb上で再生することも可能です。

※全通話録音はできません。

キーワードに対する
音声ガイダンスが再生される

「お住まいの都道府県をおっしゃってください」

Vポータルダイレクトが
音声キーワードを認識

東京都

お住まいは
東京ですね？

Vポータルダイレクトの
電話番号にダイヤル 音声ガイダンスに

したがって音声を
吹き込む

システムから自動で
ブログにアップロード

音声認識機能

Vポータル
ダイレクト

Vポータル
ダイレクト

自動応答システム
1

キーワード（都道府県名）を言う

1

2

3

2

3

お客さま（この例ではブログの管理人）

お客さま

○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○

blog4 ブログ上で音声を
聞くことができる。

音声録音機能の活用例：ボイスブログ

　VADとはVoice Activated Dialingの略で、外線に転送できる機能です。お客さまからの電話に、音声自
動応答で対応するだけでなく、オペレーターへ転送（再発信）することもできます。図のように、オペレーターで
なければ解決できないお問い合わせとそれ以外のものとを振り分けることで、オペレーターの業務負荷が軽
減されます。また、コールセンター全体の受電率（応対率）のアップも期待できます。

　オペレーター転送時に、お客さまからのお問い合わせ内容などを、音声ガイダンスを使ってお客さまとの通話
開始直前にオペレーターにお知らせする機能です。オペレーターが、何に関するお問い合わせなのかを事前に理
解しておくことで、迅速で適切な対応が可能になります。その結果、顧客満足度の向上につながります。

ウィスパリング機能

お待たせしました。
△△に関するお問い
合わせですね。

外線転送機能（VAD）

Vポータル
ダイレクト

オペレーター

Vポータルダイレクト

お問い合わせ
窓口にダイヤル

「1」、「2」、「3」の
いずれかをプッシュ

「9」をプッシュ

 ○○については「1」を、
 △△については「2」を、
 □□については「3」を、
 その他のお問い合わせは
「9」を押してください。

お客さま

△△のお問い合わせです。

オペレーター

お待たせしました。
お客さまサポート
センターでございます。

プッシュされた
番号の内容を再生

○○については「1」を、
△△については「2」を
押してください。

お客さま

「2」をプッシュ

オペレーターへ転送
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音声録音機能

　事前にデータベースに登録したキーワードを、お客さまが電話で発話すると、そのキーワードに沿った音声
ガイダンスを再生したり、キーワードで認証したりすることができる機能です。
　必要なキーワードを事前に登録することで、電話をかけてくるお客さまはプッシュボタンを押さなくても、
キーワードの発話で音声ガイダンスを再生させることが可能になります。

　電話で話した内容を音声データ（wavファイル）として録音できる機能です※。Vポータルダイレクトは、
Webとの連携（→P24）が可能なので、録音した音声は、Webサイトにアップロードするなどして、例えばボイ
スブログのようにWeb上で再生することも可能です。

※全通話録音はできません。

キーワードに対する
音声ガイダンスが再生される

「お住まいの都道府県をおっしゃってください」

Vポータルダイレクトが
音声キーワードを認識

東京都

お住まいは
東京ですね？

Vポータルダイレクトの
電話番号にダイヤル 音声ガイダンスに

したがって音声を
吹き込む

システムから自動で
ブログにアップロード

音声認識機能

Vポータル
ダイレクト

Vポータル
ダイレクト

自動応答システム
1

キーワード（都道府県名）を言う

1

2

3

2

3

お客さま（この例ではブログの管理人）

お客さま

○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○

blog4 ブログ上で音声を
聞くことができる。

音声録音機能の活用例：ボイスブログ

　VADとはVoice Activated Dialingの略で、外線に転送できる機能です。お客さまからの電話に、音声自
動応答で対応するだけでなく、オペレーターへ転送（再発信）することもできます。図のように、オペレーターで
なければ解決できないお問い合わせとそれ以外のものとを振り分けることで、オペレーターの業務負荷が軽
減されます。また、コールセンター全体の受電率（応対率）のアップも期待できます。

　オペレーター転送時に、お客さまからのお問い合わせ内容などを、音声ガイダンスを使ってお客さまとの通話
開始直前にオペレーターにお知らせする機能です。オペレーターが、何に関するお問い合わせなのかを事前に理
解しておくことで、迅速で適切な対応が可能になります。その結果、顧客満足度の向上につながります。

ウィスパリング機能

お待たせしました。
△△に関するお問い
合わせですね。

外線転送機能（VAD）

Vポータル
ダイレクト

オペレーター

Vポータルダイレクト

お問い合わせ
窓口にダイヤル

「1」、「2」、「3」の
いずれかをプッシュ

「9」をプッシュ

 ○○については「1」を、
 △△については「2」を、
 □□については「3」を、
 その他のお問い合わせは
「9」を押してください。

お客さま

△△のお問い合わせです。

オペレーター

お待たせしました。
お客さまサポート
センターでございます。

プッシュされた
番号の内容を再生

○○については「1」を、
△△については「2」を
押してください。

お客さま

「2」をプッシュ

オペレーターへ転送

基
本
機
能

22



　

CSV出力機能

3

11

2
インターネット

2

Web連携機能

　

Webサーバー

VXML

データベース

PC
プログラム
（Perl、PHP、C・・・）

登録

取得

5
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8

7

Vポータル
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1 2

3

4

　電話システムとWebシステムを容易に連携できます。プッシュボタンによる入力や電話での音声録音によって登録され
た情報を、Vポータルダイレクトを通じてWebシステムに送信できるため、PCやモバイルから入力された情報と電話から
入力された情報がWebシステム上の同じデータベースへリアルタイムに格納されます。このWeb連携機能で、PCや
モバイルと電話の双方から利用できる予約システム（→P13）や個人認証システム（→P17）などを構築することができます。

　音声ガイダンスにしたがってプッシュボタンで入力した情報や音声認識の結果などを、CSV形式のファイルで取
得できる機能です。例えば、電話番号や郵便番号、年齢など、プッシュボタンで入力された情報を表計算ソフトな
どで利用できるCSVファイルで取り扱うことが可能です。

　Vポータルダイレクトは音声コンテンツ内で取得された情報(プッシュされた番号など)をWeb上のAPIにリアルタイム
で送信する(主にPOST形式)機能があります。図は、「お客さまが音声コンテンツ内で入力した情報が、Vポータルダイレ
クトからWebサーバー上のデータベースにリアルタイムで登録され、システム管理者などがその情報をPCから閲覧でき
る」というシステムを構築した際のイメージ図です。

入力された
データを
POSTする

電話をかける

音声
ガイダンス

プッシュボタン、
音声で
入力・録音

VXMLを読み込み、フローを生成

登録された
データを
Web上で確認

お客さま

大雑把な考え方をすると、「お客さまが、電話というキーボードを使って、Vポータルプラットフォームというブラウザーを通し、
Webサーバー上のコンテンツを閲覧する（開く）」というイメージです。

お客さま

導入企業

CSVファイル

ダウンロード

年齢を押してください。

電話番号を押してください。

23

1008019

090××××
△△△△

23,1008019,
090××××
△△△△

郵便番号を押してください。

3

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　コール数や通話時間などの通話ログを、ブラウザー経由で管理・閲覧できるWebサービスです。日単位で発着
信端末別(一般電話、携帯電話)、曜日別(平日、土日祝日)、時間帯別(昼間、夜間、深夜・早朝)で発着信数と総通
話時間を確認できます。
　このサービスは、導入企業が閲覧できるお客さまサポートツールでご利用いただけます。

アクセス数確認サービス

基
本
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で送信する(主にPOST形式)機能があります。図は、「お客さまが音声コンテンツ内で入力した情報が、Vポータルダイレ
クトからWebサーバー上のデータベースにリアルタイムで登録され、システム管理者などがその情報をPCから閲覧でき
る」というシステムを構築した際のイメージ図です。
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年齢を押してください。

電話番号を押してください。

23

1008019

090××××
△△△△

23,1008019,
090××××
△△△△

郵便番号を押してください。

3

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　コール数や通話時間などの通話ログを、ブラウザー経由で管理・閲覧できるWebサービスです。日単位で発着
信端末別(一般電話、携帯電話)、曜日別(平日、土日祝日)、時間帯別(昼間、夜間、深夜・早朝)で発着信数と総通
話時間を確認できます。
　このサービスは、導入企業が閲覧できるお客さまサポートツールでご利用いただけます。

アクセス数確認サービス

基
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FTP送信機能

アップロード FTPサーバー

導入企業

音声データ
インターネット

CSVファイル

23,100801
9,090×××
×△△△△

Vポータルダイレクト

Vポータル
ダイレクト

　Vポータルダイレクトで、コールフローや音声ガイダンスを作成・編集するための無償のWebアプリケーション
です。Vポータルエディタでは、音声フローを音声対話処理の記述言語であるVXML(＝VoiceXML：Voice 
eXtensible Markup Language)で生成します。専門的な知識やスキルがなくても、Webブラウザーからコールフ
ローや音声ガイダンスを作成・編集することができるので、開発費用や更新などのランニングコストを軽減すること
ができます。

Vポータルエディタ（VPE）

　プッシュボタンで入力した情報のCSVファイルやお客さまが電話で話した内容の録音データ（wavファイル）
などを、指定されたFTPサーバーへアップロードできる機能です。

wavファイル

基
本
機
能
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　VSDとは、V　Portal　Simple　Databaseの略で、導入企業でデータベースを用意することなく、利用できる簡易
データベース（リレーショナルデータベース）のオプションサービスです。Webブラウザーからレコードの追加、更
新、削除、検索といった操作が行えます。会員向けサービスの会員認証などデータベースの利用が必要な際に便利で
す。本機能は、Vポータルダイレクトのオプションサービス「コンテンツ預り」をお申し込みいただくことで利用で
きます。
※VSDでは、個人情報の登録はできません。
　個人情報の取り扱いがある場合は、導入企業でデータベースをご用意ください。

　指定した日時に指定した電話番号へ電話を自動発信できるオプションサービスです。電話がつながったあとは、
音声ガイダンスを再生できます。
※ただし、登録する発信先電話番号は事前に電話を受ける本人の了承を必要とします。

電話番号・発信時刻などを登録

指定時刻に電話がかかり、
音声ガイダンスを再生

Vポータル
ダイレクト

VSD（簡易データベース）

アラート（自動発信）

♪♪

オプション費用 コンテンツ預り （P8料金表参照）

オプション費用 アラート機能料金（P7料金表参照）

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
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A

Q ガイダンスを流しオペレーターに振り分け
を行いたいのですが。

振り分けだけであればVポータルダイレクトよりも
ナビダイヤルインテリジェントサービスまたはフ
リーダイヤルインテリジェントサービスをご利用い
ただくほうが適切です。

Q 最低利用期間はあるのでしょうか？

A 最低1カ月間からのご利用が可能です。
そのため、短期的な利用目的（期間限定のイベント
やキャンペーンなどのお問い合わせ事務局など）
でもご利用いただけます。

現在、お客さまからの資料請求に対し
FAXBOXで対応しています。
その設備が老朽化してきたので、
新たな設備投資を行うか検討中です。
VポータルダイレクトではFAXと連携して
FAXBOXとして使うことは可能でしょうか？

A 技術的に構築することは可能です。
しかし、 Vポータルダイレクトは故障が発生した場
合のサービス提供を保証していないことなどの理
由により、現在このようなお問い合わせに対し、す
べてお断りをさせていただいております。

防災システムを検討中です。 Vポータルダ
イレクトを使って、音声で災害状況を提供
するシステムを構築することは可能でしょ
うか？

Q

可能です。

自社のWebサーバーに音声ガイダンス
データを置くことは可能ですか？

A 可能です。
Vポータルダイレクトは、弊社のサービスである
BizFAXスマートキャストと連携することで、
FAXBOXを安価に構築することができます。
しかも、コールフローを工夫すれば、オペレー
ターへの転送も可能となり、コールセンターのよ
うな構築も可能となります。

Q

A

Q

可能です。
音声コンテンツを自作される場合、NTTコミュニ
ケーションズでご用意しているVポータルエディ
タ（VPE）（→Ｐ25）という音声コンテンツ作成エ
ディタを無料でご利用いただけます。

音声コンテンツを自分で
作成することはできますか？

可能です。
実現可能な連携方法につきましては、お問い合
わせください。

Vポータルダイレクトは、
データベースとの連携はできますか？

A 可能です。
詳細は外線転送機能（VAD）（→P21）をご覧くだ
さい。ただ、転送する場合の料金については導入
企業のご負担となります。VAD（転送）従量料金
の料金表（→P8）をご覧ください。

Q 音声自動応答で受けた電話をオペレーター
へ転送させることは可能ですか？

A

Q

A

Q

A

Q 営業時間外のガイダンスを流したいのですが。

時間外ガイダンスであれば、Vポータルダイレクト
よりもフリーダイヤルまたはナビダイヤルのオプ
ション「時間外案内ガイダンス」をご利用いただく
ほうが適切です。

A 保守契約については、Vポータルダイレクトの
運用全般を担当しております保守会社と直接
ご契約いただきます。保守契約条件について
は保守会社の契約条件をご確認ください。音声
コンテンツ制作を弊社紹介の代理店（制作会社）
に委託される場合、またはVポータルエディタ
で自作される場合以外で、お客さまで独自に制作
される場合、別途追加保守料月額20,000円
（税込21,600円）がかかります。

Q 保守契約について教えてください。

可能です。
月額40,000円（税込43,200円）のコンテンツ預
り料をお支払いいただくことで音声コンテンツ
データを弊社サーバーにてお預りするホスティ
ングを行っております。
詳細は料金表（→Ｐ8)をご覧ください。

音声コンテンツデータを置くサーバーの
ホスティングは可能ですか？

可能です。

運用開始後にコールフローを
変更することは可能ですか？

Vポータルエディタ（VPE)(→P25）を利用して自
作していただく方法と、専門の制作会社に委託
する方法があります。制作会社は弊社からご紹
介も可能です。

自動応答の音声コンテンツは
どのように作成すればよいですか？

ギャランティタイプと
ベストエフォートタイプは
どのようなパターンに適していますか？

必要な同時着信回線数が4回線以下であれば
ギャランティタイプ、5回線以上であればベスト
エフォートタイプをおすすめします。
ただし、ベストエフォートタイプは回線共有型
のため、92回線または184回線の同時着信回線
数を保証するものではありませんのでご了承く
ださい。

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

サービス内容に関する

A できません。
ナビダイヤルまたはフリーダイヤルのご利用が前
提となります。

Q 着信番号を一般加入電話番号（0AB～J）の
まま利用できますか？

A

Q PHS、携帯電話、050などではじまる
IP電話からの発信はできますか？

多く寄せられる質問を ご紹介します。

フリーダイヤルまたはナビダイヤルのご契約条件
に準じます。詳しくはフリーダイヤルおよびナビダ
イヤルのオフィシャルサイトを参照ください。

& AQQ
&
A
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は保守会社の契約条件をご確認ください。音声
コンテンツ制作を弊社紹介の代理店（制作会社）
に委託される場合、またはVポータルエディタ
で自作される場合以外で、お客さまで独自に制作
される場合、別途追加保守料月額20,000円
（税込21,600円）がかかります。

Q 保守契約について教えてください。

可能です。
月額40,000円（税込43,200円）のコンテンツ預
り料をお支払いいただくことで音声コンテンツ
データを弊社サーバーにてお預りするホスティ
ングを行っております。
詳細は料金表（→Ｐ8)をご覧ください。

音声コンテンツデータを置くサーバーの
ホスティングは可能ですか？

可能です。

運用開始後にコールフローを
変更することは可能ですか？

Vポータルエディタ（VPE)(→P25）を利用して自
作していただく方法と、専門の制作会社に委託
する方法があります。制作会社は弊社からご紹
介も可能です。

自動応答の音声コンテンツは
どのように作成すればよいですか？

ギャランティタイプと
ベストエフォートタイプは
どのようなパターンに適していますか？

必要な同時着信回線数が4回線以下であれば
ギャランティタイプ、5回線以上であればベスト
エフォートタイプをおすすめします。
ただし、ベストエフォートタイプは回線共有型
のため、92回線または184回線の同時着信回線
数を保証するものではありませんのでご了承く
ださい。

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

サービス内容に関する

A できません。
ナビダイヤルまたはフリーダイヤルのご利用が前
提となります。

Q 着信番号を一般加入電話番号（0AB～J）の
まま利用できますか？

A

Q PHS、携帯電話、050などではじまる
IP電話からの発信はできますか？

多く寄せられる質問を ご紹介します。

フリーダイヤルまたはナビダイヤルのご契約条件
に準じます。詳しくはフリーダイヤルおよびナビダ
イヤルのオフィシャルサイトを参照ください。
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お客さまの弊社営業担当者がいる場合はお知らせください。

ベストエフォートタイプは、Vポータルサービスで所有しているアクセス回線を複数の導入企業で共有してご利用いただく回線共有型サービスです。
回線共有型サービスのため、常時最大同時着信数（92回線または184回線）を保証するものではありません 。

Vポータルダイレクトに関わる電気通信設備の保守 ・工事を行う場合､一時的にサービスを停止する場合があります。

弊社は、電気通信設備を不正アクセス行為から防御するために、必要に応じてサービスの全部または一部の利用を中止する措置をとることがあります。

Vポータルダイレクトは､以下については保証しておりません｡
1.本サービスに故障が発生した場合のサービス提供
2.音声認識時の応答時間
3.音声認識率
4.合成音声における明瞭性 ､アクセントおよびイントネーションの正確性および自然さ
5.本サービスへの同時着信数
6.本サービスから送付する電子メールの送達および送達時刻
7.本サービスから発呼する通話の発呼、発呼時刻および着信先電話の種類

Vポータルダイレクトの IVR（Interactive Voice Response音声自動応答装置）が処理できるのは、DTMF（Dial Tone Multi Frequency）信号、いわゆ
るPB信号のみです 。利用者がDP（Dial Pulse）信号しか送出できない回転ダイヤル式電話機を使用してる場合は、たとえ電話機の見た目がプッシュホンで
あっても 、トーンボタン （通常は 「＊」） を押しPB信号を送出できる状態にしてからないと 、Vポータルダイレクトを利用できません。
※トーン信号の切り替え方法は､電話機の種類によって異なりますので､電話機に付属の説明書をお読みください｡下記は代表的なトーン信号切り替え方法
の説明です｡

1.「*」ボタンを押してトーン信号に切り替える(最も代表的な方法 )
2.「#」ボタンを押してトーン信号に切り替える
3.専用のトーンボタンを押してトーン信号に切り替える(電話機の側面についてる場合もあり )

Vポータルダイレクトのアクセス番号となるナビダイヤル/フリーダイヤルに発信できる端末は以下の制限があります｡

詳細は、フリーダイヤルおよびナビダイヤルのオフィシャルサイトをご確認ください。

Vポータルダイレクトで利用できるフリーダイヤル/ナビダイヤルは ､NTTコミュニケーションズが提供しているフリーダイヤル/ナビダイヤル番号に限ら
れます。

Vポータルダイレクトの契約にあたっては、保守会社と個別に保守契約を締結していただきます。
契約条件については保守会社の契約条件をご確認ください。

発信電話番号の利用を希望する場合は、ガイダンスの中で発信電話番号を利用する旨の案内をしていただきます。

メディア(テレビ､雑誌､新聞広告､ラジオなど)に電話番号を掲載する予定がある場合は､下記情報のご提供をお願いします｡
・コンテンツ名
・連絡先電話番号
・告知予定日時
・掲載予定メディア(番組名 ､新聞名 ､雑誌名など )
・予想コール数（呼数 / 1分間）

保守について
Vポータルダイレクトは、保守業務を保守会社に委託しています。

請求について
Vポータルダイレクトでは、請求書は下記の通りそれぞれ別請求となります。
・初期登録料、プラットフォーム利用料、コンテンツ預り料、折り返し着信ガイダンス送出料
・保守基本料、追加保守料
・フリーダイヤル /ナビダイヤルの回線初期工事費、回線利用料
・音声コンテンツ制作代行費用

■ Vポータルダイレクトのご契約にあたりましては下記の制約条件を了解いただきますようお願い申し上げます。

ご提供条件および注意事項（2018年7月 現在）

導入までの流れ

機密保持契約（NDA）の締結

●ご提供条件および注意事項を事前にご確認いただきます。

ご提供条件および注意事項（→P30）のご確認

●導入開始のための、契約書を締結します。

契約書締結

●この期間に導入前のテストを行ってください。

テスト期間

●実際に導入開始となります。

導入開始

電話回線開通工事、Vポータルダイレクト接続工事

音声コンテンツ制作

●仕様について検討後、詳細な見積りを提出します。

仕様検討

回線種別

サービスタイプ（回線数）

各種オプション

コールフローチェック

ナビダイヤル または フリーダイヤルの選択
・ベストエフォートタイプ（回線共有型）：最大92回線、最大184回線
・ギャランティタイプ（回線占有型）：2回線、3回線、4回線、5回線、6回線 のいずれかを選択

音声コンテンツ制作代行あり または なしの選択
コンテンツ預り（ホスティング）あり または なしの選択

コールフローの他、データベースと連携するかなど、技術的な部分の仕様チェックも行います。

●契約締結後、音声コンテンツを制作していただきます。※制作を委託される場合は制作会社をご紹介します。
●コンテンツプロバイダIDとパスワードを発行します。
●ナビダイヤルまたはフリーダイヤルをお申し込みいただきます。
　 ※NTTコミュニケーションズのサーバー（コンテンツ預り）を利用しない場合は、この段階までにサーバーに専用フォルダを作成して、　 
　　  NTTコミュニケーションズにURLをご連絡ください。

●ナビダイヤルまたはフリーダイヤルの開通工事のあと、Vポータルダイレクトの接続工事を行います。
　 ※Vポータルダイレクトの接続工事が始まる前に、音声コンテンツのデータをサーバーにアップロードしていただきます。

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

Step6

Step7

Step8

■仕様について検討いただく重要な項目

●機密保持契約（NDA）を締結します。導入検討にあたり、双方の機密保持契約が必要となります。

一般的な制作期間と導入スケジュール

Vポータルダイレクトの契約から導入、利用開始までのスケジュールです。弊社紹介の代理店（制作会社）で音声コ
ンテンツを制作する場合の一般的なスケジュールをご紹介します。利用方法や規模にもよりますが、1カ月半から
2カ月ほど※で、音声自動応答システムを導入できます。

NDA
締結

制作

1～2週間 1週間4 ～ 6週間
仕様
検討 音声コンテンツ制作

契約

テスト
期間

導入
開始

契約

およそ1カ月半から2カ月ほどで導入開始が可能です！

Vポータルダイレクト  導入スケジュール

※音声コンテンツの内容によっては、制作期間が長期間になることもあります。

発信端末
IP電話 フリーダイヤルまたはナビダイヤルのご契約条件に準じます
海外の端末 原則不可

制限事項

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）
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入
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お客さまの弊社営業担当者がいる場合はお知らせください。

ベストエフォートタイプは、Vポータルサービスで所有しているアクセス回線を複数の導入企業で共有してご利用いただく回線共有型サービスです。
回線共有型サービスのため、常時最大同時着信数（92回線または184回線）を保証するものではありません 。

Vポータルダイレクトに関わる電気通信設備の保守 ・工事を行う場合､一時的にサービスを停止する場合があります。

弊社は、電気通信設備を不正アクセス行為から防御するために、必要に応じてサービスの全部または一部の利用を中止する措置をとることがあります。

Vポータルダイレクトは､以下については保証しておりません｡
1.本サービスに故障が発生した場合のサービス提供
2.音声認識時の応答時間
3.音声認識率
4.合成音声における明瞭性 ､アクセントおよびイントネーションの正確性および自然さ
5.本サービスへの同時着信数
6.本サービスから送付する電子メールの送達および送達時刻
7.本サービスから発呼する通話の発呼、発呼時刻および着信先電話の種類

Vポータルダイレクトの IVR（Interactive Voice Response音声自動応答装置）が処理できるのは、DTMF（Dial Tone Multi Frequency）信号、いわゆ
るPB信号のみです 。利用者がDP（Dial Pulse）信号しか送出できない回転ダイヤル式電話機を使用してる場合は、たとえ電話機の見た目がプッシュホンで
あっても 、トーンボタン （通常は 「＊」） を押しPB信号を送出できる状態にしてからないと 、Vポータルダイレクトを利用できません。
※トーン信号の切り替え方法は､電話機の種類によって異なりますので､電話機に付属の説明書をお読みください｡下記は代表的なトーン信号切り替え方法
の説明です｡

1.「*」ボタンを押してトーン信号に切り替える(最も代表的な方法 )
2.「#」ボタンを押してトーン信号に切り替える
3.専用のトーンボタンを押してトーン信号に切り替える(電話機の側面についてる場合もあり )

Vポータルダイレクトのアクセス番号となるナビダイヤル/フリーダイヤルに発信できる端末は以下の制限があります｡

詳細は、フリーダイヤルおよびナビダイヤルのオフィシャルサイトをご確認ください。

Vポータルダイレクトで利用できるフリーダイヤル/ナビダイヤルは ､NTTコミュニケーションズが提供しているフリーダイヤル/ナビダイヤル番号に限ら
れます。

Vポータルダイレクトの契約にあたっては、保守会社と個別に保守契約を締結していただきます。
契約条件については保守会社の契約条件をご確認ください。

発信電話番号の利用を希望する場合は、ガイダンスの中で発信電話番号を利用する旨の案内をしていただきます。

メディア(テレビ､雑誌､新聞広告､ラジオなど)に電話番号を掲載する予定がある場合は､下記情報のご提供をお願いします｡
・コンテンツ名
・連絡先電話番号
・告知予定日時
・掲載予定メディア(番組名 ､新聞名 ､雑誌名など )
・予想コール数（呼数 / 1分間）

保守について
Vポータルダイレクトは、保守業務を保守会社に委託しています。

請求について
Vポータルダイレクトでは、請求書は下記の通りそれぞれ別請求となります。
・初期登録料、プラットフォーム利用料、コンテンツ預り料、折り返し着信ガイダンス送出料
・保守基本料、追加保守料
・フリーダイヤル /ナビダイヤルの回線初期工事費、回線利用料
・音声コンテンツ制作代行費用

■ Vポータルダイレクトのご契約にあたりましては下記の制約条件を了解いただきますようお願い申し上げます。

ご提供条件および注意事項（2018年7月 現在）

導入までの流れ

機密保持契約（NDA）の締結

●ご提供条件および注意事項を事前にご確認いただきます。

ご提供条件および注意事項（→P30）のご確認

●導入開始のための、契約書を締結します。

契約書締結

●この期間に導入前のテストを行ってください。

テスト期間

●実際に導入開始となります。

導入開始

電話回線開通工事、Vポータルダイレクト接続工事

音声コンテンツ制作

●仕様について検討後、詳細な見積りを提出します。

仕様検討

回線種別

サービスタイプ（回線数）

各種オプション

コールフローチェック

ナビダイヤル または フリーダイヤルの選択
・ベストエフォートタイプ（回線共有型）：最大92回線、最大184回線
・ギャランティタイプ（回線占有型）：2回線、3回線、4回線、5回線、6回線 のいずれかを選択

音声コンテンツ制作代行あり または なしの選択
コンテンツ預り（ホスティング）あり または なしの選択

コールフローの他、データベースと連携するかなど、技術的な部分の仕様チェックも行います。

●契約締結後、音声コンテンツを制作していただきます。※制作を委託される場合は制作会社をご紹介します。
●コンテンツプロバイダIDとパスワードを発行します。
●ナビダイヤルまたはフリーダイヤルをお申し込みいただきます。
　 ※NTTコミュニケーションズのサーバー（コンテンツ預り）を利用しない場合は、この段階までにサーバーに専用フォルダを作成して、　 
　　  NTTコミュニケーションズにURLをご連絡ください。

●ナビダイヤルまたはフリーダイヤルの開通工事のあと、Vポータルダイレクトの接続工事を行います。
　 ※Vポータルダイレクトの接続工事が始まる前に、音声コンテンツのデータをサーバーにアップロードしていただきます。
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Step6

Step7

Step8

■仕様について検討いただく重要な項目

●機密保持契約（NDA）を締結します。導入検討にあたり、双方の機密保持契約が必要となります。

一般的な制作期間と導入スケジュール

Vポータルダイレクトの契約から導入、利用開始までのスケジュールです。弊社紹介の代理店（制作会社）で音声コ
ンテンツを制作する場合の一般的なスケジュールをご紹介します。利用方法や規模にもよりますが、1カ月半から
2カ月ほど※で、音声自動応答システムを導入できます。

NDA
締結

制作

1～2週間 1週間4 ～ 6週間
仕様
検討 音声コンテンツ制作

契約
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契約

およそ1カ月半から2カ月ほどで導入開始が可能です！

Vポータルダイレクト  導入スケジュール

※音声コンテンツの内容によっては、制作期間が長期間になることもあります。

発信端末
IP電話 フリーダイヤルまたはナビダイヤルのご契約条件に準じます
海外の端末 原則不可

制限事項
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