
あふれ呼機能等の新しい機能追加のお知らせ

2022年8月26日より新しい機能が利用できるようになりました。

詳細はユーザーマニュアルをご確認ください。
COTOHA Call Center ユーザーマニュアル (notion.site)

・あふれ呼機能の追加
着信グループで指定したオペレーターがすべて応答中または応答不可の場合、あふれ呼として転送することが可能に
なりました。管理者権限以上の方が設定できます。
設定方法などの詳細はこちらをご確認ください。
着信フローを設定する (notion.site)

・アウトバウンド機能の追加
設定された電話番号リストに基づいてオペレータが順次架電を行うことが可能になりました。管理者権限以上の方が設
定できます。
設定方法などの詳細はこちらをご確認ください。
アウトバウンド機能の設定をする (notion.site)
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https://cotoha-call-center-manual.notion.site/cotoha-call-center-manual/COTOHA-Call-Center-2d322656d90e4804b840a3e37c36ec3d
https://cotoha-call-center-manual.notion.site/88ad97a02186435c99665f4677151fb7
https://cotoha-call-center-manual.notion.site/4b6d6d6397454c54ab4128cef7210b65


・複数番号提供の開始
２つ以上の電話番号を利用したい場合、電話番号管理メニューから050番号を追加することが可能になりました。
（最大20番号）マスタ管理者の方のみ追加可能です。1番号追加ごとに550円（税込）となります。
設定方法などの詳細はこちらをご確認ください。
電話番号を追加する、電話番号に名前を設定する (notion.site)

・お知らせ機能の変更
お知らせ機能の表示方法が変更になりました。
詳細はこちらをご確認ください。
お知らせを確認する (notion.site)
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https://cotoha-call-center-manual.notion.site/1bbcb1177b934d558bb89b942ec1050d
https://cotoha-call-center-manual.notion.site/182bc6f62fa747de83fdd641f776f120


・ヘルプメニューの追加
ヘルプメニューを追加し、ユーザーマニュアルとお問い合わせの表示場所を変更しました。

・ログイン直後の応答ステータスの初期値設定機能の追加
ログイン直後のユーザーの応答ステータスを設定することが可能になりました。
管理者権限以上の方が設定できます。
設定方法などの詳細はこちらをご確認ください。
ログイン直後の応答ステータスの初期値を設定する (notion.site)

・通話録音削除機能のオペレータ権限の変更
オペレーター権限で通話録音ファイルが削除できないように変更しました。

・AIオペレーター機能の拡充
AIオペレータのコールシナリオ等の設定を行うCOTOHA Voice DX BasicのWebカスコンが機能拡充しました。
詳細は別紙(本資料末尾参照)をご確認ください。
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https://cotoha-call-center-manual.notion.site/145ad82d0d624240b40e700175114f1d


フリーダイヤル/ナビダイヤルWeb申し込み機能等の新しい機能追加のお知らせ

2022年4月28日より新しい機能が利用できるようになりました。

詳細はユーザーマニュアルをご確認ください。
COTOHA Call Center ユーザーマニュアル (notion.site)

【新しい機能の追加】

・フリーダイヤル/ナビダイヤルWeb申し込み機能の追加
フリーダイヤル/ナビダイヤルの新規申し込みの場合、COTOHA Call CenterからのWeb申し込みが可能になりました。
マスタ管理者のみお申し込みが可能です。

・トライアル機能の追加
14日間のトライアル利用が可能になりました。お申し込み後、即時無料でお試しいただけます。
お申し込みフォーム（https://cotohacc.vdxp-sys.com/trial-signup）にアクセスし、手順に沿ってお申し込みください。
なお、トライアルは一部の機能（外線発着信機能やAIオペレーター機能など）が利用できません。
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お客様

14日経過後は本契約への移行期間となり、自動的に一部機能が制限され、
21日経過後に完全に利用できなくなります。

設定をクリックして
電話番号管理を
選択します。

COTOHA Call Centerの050番号に紐づける
フリーダイヤル/ナビダイヤルを新規申し込
みします。契約約款・重要説明事項をご確
認の上お手続きください。

2022年4月28日
のお知らせ

https://cotoha-call-center-manual.notion.site/cotoha-call-center-manual/COTOHA-Call-Center-2d322656d90e4804b840a3e37c36ec3d
https://cotohacc.vdxp-sys.com/trial-signup


・ログイン画面でのパスワードリセット機能の追加
パスワードを忘れた場合や、メールリンク認証に失敗してログインできなくなった場合に、ご自身でパスワード
リセットをすることが可能になりました。

・通話録音ファイル削除機能の追加
通話録音ファイルを削除する機能を追加しました。

・プッシュ番号名称表示の追加
発着信履歴の一覧画面で、着信フローのプッシュ番号分岐設定で登録した名称が表示できるようになりました。
例）自動音声ガイダンスで「営業問合せの方は1を～」と流し、

プッシュ番号「1」の名称を「営業問合せ」にした場合の発着信履歴の画面イメージ
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チェックボックスを入れて削除
ボタンを押下すると通話録音
ファイルが削除されます。

通話録音ファイルを削除す
ると元に戻すことはできま
せん。

着信フローのプッシュ番号分岐設定
で名称登録している場合に表示され
ます。

パスワードを忘れた場合や、メールリ
ンク認証URLの有効期限が切れてログ
インできなくなった場合はこちらから
再設定が可能です。

2022年4月28日
のお知らせ



・AIオペレーター機能の拡充
AIオペレーター機能に「着信内容URL通知機能」「着信元電話番号ごとの送信先メールアドレス設定機能」
「通話録音ファイル削除機能」が追加されました。

- 着信コール内容のURL通知機能：
コールシナリオのアウトプットで送信されるメールに、着信コール内容を表示するURLを設定することができます。
（メールURLの有効期限は１カ月）

- 着信元電話番号単位の送信先メールアドレス設定機能：
着信元電話番号毎に、コールシナリオのアウトプットで送信されるメールの送信先を変えることができます。
個々のメール送信先については、コールシナリオ管理の電話番号認証機能でアップロードする電話番号リスト
（CSV）にて設定します。

- 通話録音ファイル削除機能：
録音した通話ファイルをお客さまご自身で削除することができます。

詳しくはCOTOHA Voice DX Basicマニュアル（http://support.ntt.com/vdxp/download/search）をご覧ください。

・通話録音テキスト化機能のモニター募集の開始（先着順）
・Salesforce連携機能のモニター募集の開始（先着順）

通話録音テキスト化機能およびSalesforce連携機能の提供に先立ち、モニター利用いただけるお客様を募集いたします。
該当機能についてのヒアリングにご協力いただくことを条件として、機能は無償でご提供いたします。
ご利用に当たっては別途お申し込みが必要となりますので、詳細はお問い合わせください。

■モニターお問い合わせ窓口
メールアドレス：cotohacc-sot@ntt.com

以上
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通話録音をテキスト化します。

モニターお申し込みのお客様のみ
ご利用いただけます。
（2022年4月28日現在）

2022年4月28日
のお知らせ

http://support.ntt.com/vdxp/download/search
mailto:cotohacc-sot@ntt.com


着信中表示のプッシュ番号設定名称の追加等の新しい機能追加のお知らせ

2022年2月24日より新しい機能が利用できるようになりました。

詳細はユーザーマニュアルをご確認ください。
COTOHA Call Center ユーザーマニュアル (notion.site)

【新しい機能の追加】

・着信中のプッシュ番号設定名称の表示機能を追加

・取次保留時および内線発信時のメモ機能を追加

・ユーザーID（メールアドレス）の変更機能を追加

・連絡先の一部の項目の入力文字数と入力文字種別を拡張
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着信通知に、相手が着信分岐でプッシュした
番号に紐づく登録名称が表示されます。

2022年2月24日
のお知らせ

https://cotoha-call-center-manual.notion.site/cotoha-call-center-manual/COTOHA-Call-Center-2d322656d90e4804b840a3e37c36ec3d


オペレーター権限での通話録音ダウンロード不可への変更と、新しい機能追加のお知らせ

2021年12月27日より以下の仕様変更を実施しました。
また、新しい機能が利用できるようになりました。

詳細はユーザーマニュアルをご確認ください。
COTOHA Call Center ユーザーマニュアル (notion.site)

【仕様の変更】

・通話録音ダウンロード機能をオペレーター権限では利用不可に変更

・メールリンク認証URLの有効時間を30分から3時間へ変更

【新しい機能の追加】

・フリーダイヤル/ナビダイヤル連携機能の追加
NTTコミュニケーションズのフリーダイヤル/ナビダイヤルの番号と連携を開始しました。

※ご利用には別途のお申込みが必要です。（一部ご利用いただけない機能があります。）
申込窓口：0120-260-260
受付時間：平日/9:00-17:00

・ビジネスdアカウントでのログイン機能の追加
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相手のお客様 オペレーター

ビジネスdアカウントで
ログインします。

2021年12月27日
のお知らせ

https://cotoha-call-center-manual.notion.site/cotoha-call-center-manual/COTOHA-Call-Center-2d322656d90e4804b840a3e37c36ec3d


・お知らせ欄をホーム画面へ追加

・別画面を開いているときの着信ポップアップ機能を追加（Google Chromeブラウザ通知機能）

・マイクとスピーカーの設定機能を追加

・ガイダンス音声チューニング機能を追加

・AIオペレーター機能にコール転送機能を追加

・連絡先の検索対象項目にフリガナ・電話番号を追加

・連絡先の検索時、氏名以外の会社名等の各種情報を一覧に表示

・連絡先の一括削除機能の追加

・着信時のソフトフォン表示に自動応答ガイダンスのプッシュ番号に紐づく名称表示機能を追加

・通話中のメモ機能を追加

・発着信履歴一覧にメモを追加

・発着信履歴のCSVダウンロードファイルをファイル形式の変更なしでExcelで開けるよう修正

・メモ機能の文字数上限を100文字から500文字へ拡張
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COTOHA Call Centerからのお知らせが表
示されます。「×」ボタンをクリックする
と再度ログインするまで非表示となります。

COTOHA Call Centerを最小化しているときや、背面
表示にしているときの着信通知が利用可能となります。
ポップアップ通知を選択すると、COTOHA Call 
Centerのホーム画面が最大化・最前面表示されます。

2021年12月27日
のお知らせ



2022 年 08 月 25 日 

お客さま各位 

NTT コミュニケーションズ株式会社 

 

 

COTOHA Voice DX® Basic の機能拡充のお知らせ 

 

拝啓、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、ご利用の「COTOHA Voice DX® Basic」の機能拡充を行いますので、各機能の内容をご案内しま

す。 

お客さまのご利用シーンに応じて新機能をご活用いただけますと幸いです。 

 

 

記 

 

 

１．対象サービス 

 COTOHA Voice DX® Basic 

 

2．変更内容および適用日 

COTOHA Voice DX® Basicにおきまして、以下のとおり機能拡充を実施します。以下でご案内する内容

につきましては、2022年 08月 26 日（金） より適用とさせていただきます。 

 

(1) Webカスタマーコントロールのログインアカウントに権限を付与 

Webカスタマーコントロール（以下 Webカスコン）に新たに 3 つの権限をご提供します。各権限で利用

可能なメニューなどは下表のとおりです。 

 

権限名 利用可能メニュー 

マスタ管理者 すべてのメニューが利用可能 

管理者 一般権限で利用可能なメニューに加えて、 

各種履歴や、電話番号やコールシナリオなどの各種設定管理が可能 

一般 着信コール管理、電話番号一覧（閲覧のみ） 

 

【別紙】



マスタ管理者は、Webカスコンの「グループ管理」メニューの設定により、管理者/一般権限で利用する

機能をさらに制限することができます。 

現在ご利用中のアカウントにはすべて、マスタ管理者の権限を付与しています。「アカウント管理」の設定

変更から、管理者／一般権限に変更することも可能です。 

 

(2)COTOHA Voice DX® Basic の各種機能拡充  

 主な拡充内容は以下のとおりです。 

 

① Webカスコンにグループ機能を新設 

本社・支社など社内の複数拠点で Web カスコンをご利用されているお客さまにおいて Web カスコンの

アカウントをグループ分けし、グループ単位で Web カスコンを運用したいとのご要望にお応えし、新た

にグループ機能を提供します。社内の各チーム単位、部署単位、支店単位などで運用を分けたい場合など

に、グループ機能をお使いいただけます。 

 

 【運用例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「グループ管理」メニューは、メイングループに所属するマスタ管理者のみご利用いただけます。 

 

グループを分けてご利用されたい場合は、まず Webカスコンの「グループ管理」メニューで新規グループを

作成し、「アカウント管理」「電話番号管理」「コールシナリオ管理」の各メニューで、作成したグループ名を

選択した上で各種設定を行ってください。 

 

グループ内の設定内容（電話番号、コールシナリオなど）は自グループでのみご利用いただけます。ほかのグ

ループのログや設定内容を閲覧したり、購入済みの電話番号をグループ間で移動することはできません。 

 

なお、現在ご利用中のアカウント、電話番号、コールシナリオ、ログなどは、機能拡充後はすべてメイングルー

メイングループ 

サブグループ 

マスタ管理者 

管理者／一般 管理者／一般 

 
電話番号

ｺｰﾙｼﾅﾘｵ

ログなど  

管理者／一般 

 

管理者／一般 

 

【別紙】



プに設定されております。ログイン時に表示されるグループ選択画面では、メイングループを選択してログイ

ンしてください。 

 

① 契約情報閲覧機能を新設（※マスタ管理者のみ） 

お申し込み時にご提示いただいた各種ご契約情報を Webカスコン上で閲覧可能となります。 

 

② 電話番号管理の機能拡充 

Webカスコンで電話番号（050番号）を購入する際、最大 10 番号を選択して同時購入可能となりま

す。 

 

③ コールシナリオ設定の機能拡充 

 主な機能は以下の通りです。 

 

  [1] ＜着信タイプ＞音声入力内容のカナ変換機能： 

コールシナリオの各ガイダンスの回答において、「音声入力」（※短文のみ）を選択した場合、 

音声認識した内容をカタカナに変換することができる「カナ変換」の設定が可能となります。 

「カナ変換」は、人の名字などで、漢字に自動変換をしてしまうと元の正しい情報が分からな

くなってしまう場合にご利用いただくと便利です。 

【カナ変換の設定利用例】 

 漢字に自動変換すると「渡部」だと「ワタナベ」か「ワタベ」のどちらか分からない場合 

  漢字に自動変換すると「管」だと「カン」か「スガ」のどちらか分からない場合 

 

  [2] ＜着信タイプ＞最終ガイダンスからの戻り先設定機能： 

     最終ガイダンス時に「９」を入力することで戻り先をコールシナリオの任意の場所（ガイダンス

①～⑥）に設定可能となります。 

 

【各種ボタン押下時の戻り先】 

■これまでの戻り先 

プッシュボタン入力 動作 

1 次のアウトプット処理に移る 

# 再度、最終ガイダンスを再生 

9 ガイダンス①に戻る 

 

 

 

【別紙】



グループの設定に反映されます。 

 

今回の各機能拡充に伴い、Webカスコンの着信タイプの「コールシナリオ管理」および「着信コール管

理」において表示項目が追加されております。 

詳しくは Webカスタマーコントロールマニュアルを参照ください。 

 

 

今後、より一層のサービス向上に努めて参ります。 

引き続きのご愛顧を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先： 

COTOHA Voice DX® Basic サポートセンター http://support.ntt.com/vdxp/inquiry/search  

※サポートサイトの上記 URL のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙】


