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トライアル利用する

14日間のトライアル利用が可能です。お申し込み後すぐに、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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ト
ラ
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ア
ル

申込

申込日

移
行
期
間

トライアル期間
14日間

申込日+15日
AM 6:00

廃
止

申込日+22日
AM 6:00

移行期間
7日間

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。

提供期間 14日間（+本契約への移行期間として7日間）
利用できる最大ユーザーID数 3ID

トライアル回数上限 1回（メールアドレス毎）

本契約はこちらからのボタンからお手
続きください。

お申し込み後、COTOHA Call Center招待メール記載のトライアル用契約IDと初期パスワードを入力し、ログインしてください。

トライアル期間終了後、本契約のご利
用には別途お申し込みが必要です。

https://cotohacc.vdxp-sys.com/trial-signup


トライアル利用する

トライアルで利用できる機能は以下のとおりです。
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ご利用いただける機能 本契約
トライアル

利用期間
1日目~14日目

移行期間
15日目～21日目

ウォークスルー機能（チュートリアル機能。初回のみ） 〇 〇 〇
ホーム画面（閲覧） 〇 〇 〇
ホーム画面（外線発着信） 〇 × ×
ホーム画面（内線発着信） 〇 〇 ×
発着信履歴（閲覧・メモ編集・通話録音） 〇 〇 〇
連絡先 〇 〇 〇
プロフィール 〇 〇 〇

設定

ユーザー管理（追加・削除・グループ設定） 〇 △3IDまで △3IDまで
料金状況（利用度数表示） 〇 △閲覧のみ △閲覧のみ
営業時間設定 〇 〇 〇
着信フロー設定 〇 〇 〇
契約情報確認・変更 〇 △閲覧のみ △閲覧のみ
電話番号管理（フリーダイヤル/ナビダイヤル申込） 〇 × ×
その他設定（ガイダンス声色設定） 〇 〇 〇
AIオペレーター機能 〇 × ×

トライアル利用中の操作方法や機能に関するお問い合わせは、以下のお問合せフォームから問合せをお願いします。

COTOHA Call Center トライアルお問い合わせフォーム

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Mu8pprpnpkeOs-xDk1ZE_DJiC9_Rv4hHpPI0f7FZCqdUMEhPM0VSQjgzTUpCWU1YMDkyT0JHNFNYVi4u


ログインする

申し込みが完了すると電話番号(050番号)が1番号割り当てられます。
Webブラウザでhttps://cotohacc.vdxp-sys.com/loginにアクセスし、受付完了メールに記載された「契約ID」「オペレーターID」「パスワード」を入力して、ロ
グインをクリックしてください。

初めてログインすると、初回設定用の
チュートリアル画面が表示されます。
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初回はチュートリアルに沿っての設定
を推奨します。チュートリアルで設定
した内容は後から変更できます。

ご自身の電話番号(050番号)は、
チュートリアルの設定過程で確認でき
ます。

初回ログイン時は、初期パスワードでログイン後、二要素認証機能により認証リンクがメールにて通知されます。
メールに記載のURLよりログインし、新しいパスワードの設定を行ってください。
キャリアメールは送信不可の可能性があるためご利用いただけません。

通信条件

シグナリング用 Destination IP any

Destination port 443

プロトコル TCP

音声通信用 Destination IP 54.65.63.192 - 54.65.63.255
and

3.112.80.0 - 3.112.80.255

Destination port 10000-20000

プロトコル UDP

推奨デバイス・ブラウザ

推奨OS Windows 10 21H1

推奨ブラウザ Google Chrome バージョン 91

大文字・小文字・数字を含めた
12文字以上40文字以下で設定してく
ださい。

通信状態を確認できます。
通信状態に問題のない場合は「通話可
能です」とアナウンスが流れます。

必要情報を入力し
ログインをクリックします。

1端末で1つのアカウントのみログイ
ンが可能です（複数アカウントでの同
時ログインはできません）

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。

ビジネスdアカウント連携設定中は、
こちらからはパスワードリセットでき
ません。ビジネスdアカウントサイト
で再設定ください。

https://cotohacc.vdxp-sys.com/login


ビジネスdアカウントでログインする

ビジネスdアカウントをお持ちのお客様は、ビジネスdアカウントでのログインが可能です。
ビジネスdアカウントでログインする場合、事前に管理者権限ユーザーが対象ユーザーのビジネスdアカウント連携を有効に設定する必要があります。
設定方法は「ユーザーを追加・管理する」をご参照ください。
ビジネスdアカウント連携を有効に設定すると、COTOHA Call Centerから払い出されたサービスアカウントではログインできなくなりますのでご注意ください。
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ビジネスdアカウントで
ログインします。

COTOHA Call Centerを複数契約している場
合は、契約IDをプルダウンで選択します。
1契約のみのお客様は、自動的にホーム画面に
遷移します。

COTOHA Voice DX Basicを別途ご契約いた
だいた場合、プルダウンに該当契約IDが表示
されますが、ログインすることはできません。
COTOHA Voice DX Basicのカスタマーコン
トロールからログインください。



ステータスを応答可能に変更する

電話を受けられるようにするためには、ステータスを応答可能に変更する必要があります。
ログイン時の初期ステータスは応答不可になっています。電話の発信については、ステータスが応答不可の状態でも利用可能です。

▼をクリックして
メニューを展開します。

応答可能に変更をクリッ
クします。
メニューを閉じる場合は、
▲をクリックします。

パスワード変更はこのメニューか
らプロフィールの編集をクリック
します

ホーム画面で操作する

発着信の履歴が表示されます。 登録済みの連絡先一覧が表示されます。

登録済みのユーザーと内線通話を行います。
ユーザー選択後、発信をクリックしてください。

電話をかけることができます。
相手の電話番号を直接入力するか、
番号をクリックして入力し、入力後
に発信をクリックしてください。

連絡先の登録や、営業時間、音声
ガイダンスなどを設定します。

営業時間の表示、応答可否、プ
ロフィール、マイク・スピー
カー、通知について設定します。

ログイン後のホーム画面では、発着信履歴の確認や電話の発信、設定メニューなど、COTOHA Call Centerを利用するために必要な機能へアクセスできます。

着信中の通話や、
取次保留中の
通話を確認できます。

全てのIDの発着信履歴が
一覧に表示されます。

ご自身の電話番号(050番号)は、
設定⇒着信フロー設定から確認できま
す。
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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。



通話中の画面で操作する

通話が開始されると、画面右上に通話中状態が表示されます。
保留操作や通話の切断などの操作が可能です。
通話中でも発着信履歴や連絡先の確認などの機能を引き続き利用することができます。

通話を保留します。

保留と転送は各5回までです。
6回以上行うとエラーポップ
アップが表示され、（OKを
押すと）通話は継続されます
が保留・転送ボタンが表示さ
れなくなります。

保留した通話を別のユーザーが引
き継いで対応する機能です。パー
ク保留とも言われます。

通話を取次保留します。

通話を切断します。

通話画面を拡大します。

通話画面を拡大すると、転送や番号入力などを利用できます。

使用するマイクとスピーカーを選択します。

ダイヤル入力用のダイヤルパッドを表示します。
音声ガイダンスへの入力が必要な場合などに利用します。

通話画面を縮小します。
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メモを1000文字まで入力できます。

転送元・取次保留元オペレーター等
がメモを保存した場合はその内容が
表示されます。

転送元・取次保留元のオペレーターが
転送後もメモの追記をしていた場合、
「過去メモを更新」をクリックすると
最新化されます。

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。

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。
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取次保留する

取次保留はパーク保留とも呼ばれ、ユーザーAさんが保留した通話をユーザーBさんが保留解除し、通話を継続できる機能です。

【ユーザーAさん側の操作】
通話を取次保留します。全体で最大3通話まで、取次保留状態にすることが可能です。

取次保留をクリックします。

保留後にユーザーAさんの通話
画面表示が消え、通話前の状
態に戻ります。

【ユーザーBさん側の操作】
画面右上のアイコン上に通知（赤い●印）がついています。これは着信や取次保留中の通話があることを示しています。
このアイコンをクリックすると、着信・保留のメニューが表示されます。

保留を選択してオレンジ色で
表示されている取次保留中の通話を
選択すると、該当通話の保留が
解除され、通話が再開されます。
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転送する

通話画面を拡大し転送方法を選択します。
転送方法はオペレーターを選択する方法と電話番号を入力する方法があります。

転送方法を選択します。

オペレーターを選択するか、
電話番号を入力します。

転送先相手を呼び出します。

転送を押すと着信中の通話は
終了となり即時転送されます。
引継ぎが必要な場合は取次保
留をご利用ください。

転送相手が通話中の場合や、
応答できなかった場合には、
通話は切れてしまいます。

別の番号へ通話を転送します。

着信利用料

転送時は着信利用料と発信利用料の両方が発生します。

■オペレーターが電話を受けてから外線転送した場合

■営業時間外や着信分岐設定(IVR)で外線転送した場合

発信利用料

オペレーター着信 外線転送着信(050番号)相手
呼び出し ガイダンス オペレーターと通話 別の外線電話と通話

着信利用料

発信利用料

外線転送着信(050番号)相手
呼び出し ガイダンス 別の外線電話と通話



自分のアカウントの設定をする

デスクトップ通知を利用するには、ブラウザの通知設定を許可
しておく必要があります。
ブラウザの通知設定がブロックまたは未設定の場合、ON/OFF
どちらを選択しても通知機能は利用できません。
「ブラウザの通知設定が許可されています。」と表示されてい
ない場合は、ブラウザの[設定]＞[プライバシーとセキュリ
ティ]＞[サイトの設定]＞[通知]から許可を設定してください。
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マイク・スピーカー設定を変更できます。

ユーザーID・登録者名・部署名を変更できます。

デスクトップ通知設定を変更できます。

▼をクリックして
メニューを展開します。

プロフィールの編集
を選択します。

デスクトップ通知機能をONにすると、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に着信通知機能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。

ホーム画面のプロフィールの編集から、アカウントの基本情報の変更や、パスワード、マイク・スピーカー設定、デスクトップ通知に関する設定が可能です。
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発着信履歴を見る

相手先番号、応対者、メモと
検索日の条件を指定して検索
できます。

項目名横の▼をクリックすると、
表示項目の絞り込みや並び替えが
できます。

詳細を表示します。

発着信履歴の保存期間は、過去
3ヵ月分となります。発着信履歴
を削除することはできません。

詳細から発着信履歴詳細として「相手先情報」「発着信内容」の確認が可能です。

発着信履歴を一括出力する場合は
ダウンロードをクリックします。

ダウンロードは
契約者権限・管理者権限ユーザー
のみ可能です。

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。

通話録音を再生します。 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）

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。
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発着信履歴詳細の発着信内容からメモの記入・保存が可能です。

メモを記入し保存を押すと登録可能です。

発着信履歴でメモを編集する

保存可能な文字数の上限は最大
1000文字です。
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発着信履歴詳細の発着信内容から通話音声データの再生・ダウンロードが可能です。
営業時間内における内線通話、外線通話、外線転送後の通話、ガイダンスを含め通話内容が録音されます。

再生をクリックすると
音声の再生・ダウンロードが可能です。

通話録音時間の上限は4時間とな
ります。4時間を超える通話は再
生ボタンが表示されません。

通話録音データを再生、ダウンロードする

通話音声データの「再生」をクリックすると、再生・ダウンロード画面が表示されます。

通話音声データの保存期間は、
過去3ヵ月分となります。通話音
声データを削除することはでき
ません。

音声の再生・停止が可能です。

ダウンロードします。

音声の途中再生が可能です。

15秒早送りします。

15秒巻戻しします。
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連絡先を設定する

連絡先は簡易な電話帳機能です。
連絡先に登録された電話番号からの発信や着信では、登録された姓名の情報を電話番号の代わりに表示します。
全てのユーザーで共有の連絡先となります。

登録された姓のフリガナで
分類されて表示されます。

新しい連絡先を登録する場合には
新規登録をクリックします。

登録済みの連絡先の削除や編集は、
連絡先をクリックして詳細表示を
行うと実施できます。

csv形式で一括削除が可能です。

連絡先を一括出力する場合は
ダウンロードをクリックします。

一括登録または一括削除する場合はCSV形式でファイルを登録します。
Outlookの連絡先機能と同じCSV形式となっているため、以下のいずれかで登録することが可能です。

１．COTOHA Call Centerの連絡先テンプレートをダウンロードしてCSVファイルを作成して一括登録する
２．Outlook連絡先をエクスポートして、 COTOHA Call Centerの連絡先へそのまま一括登録する

一括登録・一括削除・ダウンロード
は契約者権限・管理者権限ユーザー
のみ可能です。

ファイルを貼り付けてください

最後に忘れずに登録をクリック
してください。

Outlook連絡先をエクスポートした
CSVファイルで一括登録する場合は、
Outlook仕様の文字コード「shift-
jis」から、COTOHA Call Center仕
様の文字コード「utf-8」へ変換する
必要があります。

名前、フリガナ(名前)、電話番号、
会社名、住所、部署名、メールア
ドレス、メモの条件を指定して検
索できます。

テンプレートをダウンロードできます。

フリガナ、電話番号では検索でき
ません。

検索カテゴリを選択すると、その
カテゴリの情報が表示されます。
（例：会社名を選択すると、氏名
の下に会社名が表示）

csv形式で一括登録が可能です。
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連絡先の一括登録用CSVファイルを作成する

連絡先の一括登録用のテンプレートに登録したい情報を記入します。テンプレートの内、登録可能な項目は以下です。
※テンプレートはOutlookの連絡先機能のエクスポートファイルと同一項目になっており、すべてがCOTOHA Call Centerの連絡先に登録できるわけではありません。

No. テンプレート項目 連絡先項目 必須項目
1 肩書き ー

2 名 名 〇

3 ミドル ネーム ー

4 姓 姓 〇

5 敬称 ー

6 会社名 会社名

7 部署 部署名

8 役職 ー

9 番地 (会社) ー

10 住所 2 (会社) ー

11 住所 3 (会社) ー

12 市町村 (会社) ー

13 都道府県 (会社) 住所

14 郵便番号 (会社) ー

15 国 (会社)/地域 ー

16 番地 (自宅) ー

17 住所 2 (自宅) ー

18 住所 3 (自宅) ー

19 市町村 (自宅) ー

20 都道府県 (自宅) ー

21 郵便番号 (自宅) ー

22 国 (自宅)/地域 ー

23 番地 (その他) ー

24 住所 2 (その他) ー

25 住所 3 (その他) ー

26 市町村 (その他) ー

27 都道府県 (その他) ー

28 郵便番号 (その他) ー

29 国 (その他)/地域 ー

30 秘書の電話 電話番号（優先順位11） △

31 会社 FAX ー

32 会社電話 電話番号（優先順位１） △

33 会社電話 2 電話番号（優先順位４） △

34 コールバック ー

35 自動車電話 電話番号（優先順位９） △

36 会社代表電話 電話番号（優先順位５） △

37 自宅 FAX
38 自宅電話 電話番号（優先順位３） △

39 自宅電話 2 電話番号（優先順位７） △

40 ISDN ー

41 携帯電話 電話番号（優先順位２） △

42 その他の FAX ー

43 その他の電話 電話番号（優先順位８） △

44 ポケットベル
45 通常の電話 電話番号（優先順位６） △

46 無線電話 電話番号（優先順位10） △

47 TTY/TDD ー

48 テレックス ー

49 ID 番号 ー

50 Web ページ ー

No. テンプレート項目 連絡先項目 必須項目
51 アカウント ー

52 イニシャル ー

53 インターネット空き時間情報 ー

54 キーワード ー

55 その他住所私書箱 ー

56 ディレクトリ サーバー ー

57 プライベート ー

58 マネージャー ー

59 メモ メモ 〇

60 ユーザー 1 ー

61 ユーザー 2 ー

62 ユーザー 3 ー

63 ユーザー 4 ー

64 会社 ID ー

65 会社住所私書箱 ー

66 会社名フリガナ ー

67 記念日 ー

68 経費情報 ー

69 言語 ー

70 参照事項 ー

71 子供 ー

72 支払い条件 ー

73 事業所 ー

74 自宅住所私書箱 ー

75 趣味 ー

76 場所 ー

77 職業 ー

78 姓フリガナ フリガナ（姓） 〇

79 性別 ー

80 誕生日 ー

81 電子メール アドレス メールアドレス

82 電子メールの種類 ー

83 電子メール表示名 ー

84 電子メール 2 アドレス ー

85 電子メール 2 の種類 ー

86 電子メール 2 表示名 ー

87 電子メール 3 アドレス ー

88 電子メール 3 の種類 ー

89 電子メール 3 表示名 ー

90 配偶者 ー

91 秘書の氏名 ー

92 秘密度 ー

93 分類 ー

94 名前フリガナ フリガナ（名） 〇

95 優先度 ー

※電話番号は複数登録がある場合、優先順位の番号の若い項目が登録されます。

【凡例】
〇：必須 △：いずれか必須
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連絡先の一括登録用CSVファイルを作成する

連絡先の各項目の入力規則は以下の通りです。

No. テンプレート項目 連絡先項目 必須項目 文字数上限 入力可能文字
1 名 名 〇 20文字 「<」「>」「&」「“」「’」＋「_」以外の全ての文字
2 姓 姓 〇 20文字 「<」「>」「&」「“」「’」＋「_」以外の全ての文字
3 会社名 会社名 80文字 「<」「>」「&」「“」「’」以外の全ての文字
4 部署 部署名 40文字 「<」「>」「&」「“」「’」以外の全ての文字
5 都道府県 (会社) 住所 160文字 「<」「>」「&」「“」「’」以外の全ての文字
6 秘書の電話 電話番号（優先順位11） △ 10文字または11文字 数字(半角)
7 会社電話 電話番号（優先順位１） △ 10文字または11文字 数字(半角)
8 会社電話 2 電話番号（優先順位４） △ 10文字または11文字 数字(半角)
9 自動車電話 電話番号（優先順位９） △ 10文字または11文字 数字(半角)

10 会社代表電話 電話番号（優先順位５） △ 10文字または11文字 数字(半角)
11 自宅電話 電話番号（優先順位３） △ 10文字または11文字 数字(半角)
12 自宅電話 2 電話番号（優先順位７） △ 10文字または11文字 数字(半角)
13 携帯電話 電話番号（優先順位２） △ 10文字または11文字 数字(半角)
14 その他の電話 電話番号（優先順位８） △ 10文字または11文字 数字(半角)
15 通常の電話 電話番号（優先順位６） △ 10文字または11文字 数字(半角)
16 無線電話 電話番号（優先順位10） △ 10文字または11文字 数字(半角)
17 メモ メモ 〇 200文字 記号「<」「>」「&」「“」「‘」以外の全ての文字
18 姓フリガナ フリガナ（姓） 〇 40文字 カタカナ、数字(全半角)
19 電子メール アドレス メールアドレス 50文字 英字(半角)、数字(半角)、記号「.」「-」「_」「@」「+」
20 名前フリガナ フリガナ（名） 〇 40文字 カタカナ、数字(全半角)

※電話番号は複数登録がある場合、優先順位の番号の若い項目が登録されます。

【凡例】
〇：必須 △：いずれか必須

CSVファイル書式
文字コード UTF-8

BOM BOMあり

改行コード CRLF

区切り コンマ区切り

データ囲み ダブルコーテーションマーク（“）囲み

CSVファイルは以下の形式で作成してください。
Excelで編集した場合、CSVファイルのデータ囲み文字（ダブルコーテーションマーク）が自動削除されることがあります。
以下形式でアップロードできるよう、 Excel関数の活用や、テキストエディタの変数置換機能をご活用ください。
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連絡先の一括登録用CSVの文字コードを変更する（Outlookでエクスポートしたテンプレートを利用する場合）

CSVファイル形式はOutlookと同形式となりますが、インポートにはOutlookの文字コード「shift-jis」を「utf-8」へ変換する必要があります。
以下はサクラエディタとMicrosoft Wordで文字コードを変更する方法です。
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連絡先の一括登録用CSVの文字コードを変更する（Outlookでエクスポートしたテンプレートを利用する場合）
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ユーザーを追加することで、複数の電話発信や着信を同時に実施することができます。
ユーザーは登録時に作成したIDを含めて最大50IDまで追加可能で、最大50IDまで同時通話が可能です。
ユーザーには権限が設定できます。
ご利用料金に関わる機能など一部の機能は契約者権限ユーザーのみ操作可能となります。

機能 契約者権限ユーザー
（マスタ管理者）

管理者権限ユーザー
（管理者）

オペレーター権限ユーザー
（オペレーター）

ウォークスルー機能 〇 × ×
ホーム画面（閲覧） 〇 〇 〇
ホーム画面（発着信） 〇 〇 〇
発着信履歴（閲覧・検索） 〇 〇 〇
発着信履歴（CSV一括ダウンロード） 〇 〇 ×
発着信履歴（メモ編集） 〇 〇 〇
発着信履歴（通話録音再生） 〇 〇 〇
発着信履歴（通話録音ダウンロード） 〇 〇 ×
発着信履歴（通話録音削除） 〇 〇 〇
連絡先（閲覧・検索） 〇 〇 〇
連絡先（1件の新規登録・編集・削除） 〇 〇 〇
連絡先（一括のダウンロード・新規登録・編集・削除） 〇 〇 ×
プロフィール（自分の部署/名前） 〇 〇 〇
プロフィール（パスワード変更） 〇 〇 〇
プロフィール（マイク・スピーカー設定） 〇 〇 〇
プロフィール（デスクトップ通知設定） 〇 〇 〇

設定

ユーザー管理（閲覧） 〇 〇 〇
ユーザー管理（権限変更/グループ設定/ユーザー名
変更/部署名変更/ビジネスdアカウント設定） 〇 〇 ×

ユーザー管理（パスワードリセット） 〇 〇 ×
ユーザー管理（ユーザー追加/削除） 〇 × ×
料金状況（閲覧） 〇 〇 ×
営業時間設定（閲覧） 〇 〇 〇
営業時間設定（編集） 〇 〇 ×
着信フロー設定（閲覧） 〇 〇 〇
着信フロー設定（編集） 〇 〇 ×
契約情報確認・変更（閲覧） 〇 〇 ×
契約情報確認・変更（編集） 〇 × ×

電話番号管理（閲覧） 〇 〇 ×
電話番号管理（フリーダイヤル/ナビダイヤル申込） 〇 × ×
その他設定（バージョン表示） 〇 〇 〇
その他設定（ガイダンス声色設定の閲覧） 〇 〇 〇
その他設定（ガイダンス声色設定の編集） 〇 〇 ×
その他設定（AIオペレーター機能用カスタマーコン
トロールURL表示） 〇 〇 〇

AIオペレーター機能用カスタマーコントロール設定 〇 〇 ×

ユーザーを追加・管理する
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ユーザーの編集では、氏名、部署名、システム権限、ビジネスdアカウント連携の設定変更が可能です。

ユーザーを追加・管理する
ユーザーを追加します。
追加には有効なメールアドレスが必要です。
契約者権限ユーザーのみ操作可能です。

携帯電話のキャリアメール（ドコ
モ/au/Softbank）にはメールが
届かない場合があります。

既存のユーザーIDを編集・削除します。

ユーザーグループを追加します。

ユーザーグループを編集します。

設定をクリックして
ユーザー管理を
選択します。

ビジネスdアカウント連携を
有効にすると、サービスアカ
ウントではログインできなく
なります。

ユーザーIDは変更できません。

ユーザー氏名が変更できます。

部署名が変更できます。

システム権限を管理者/オペレーターに変更できます。

ビジネスdアカウント連携設定の
有効/無効を変更できます。 最後に忘れずに保存を

クリックしてください。

＜注意事項＞
・ビジネスdアカウントの有無にかかわらず、ビジネスdアカウント連携の有効化設定が可能です。

設定を「有効」にしたことで、ビジネスdアカウントでもサービスアカウントでもログインできなくなった場合は、他の管理者権限ユーザーに連携設定の無効化を
依頼するか、サポートサイトからお問い合わせください。

・ビジネスdアカウント連携を有効に設定した場合、COTOHA Call Centerの設定メニューからパスワードの変更およびパスワードリセットは不可となります。
ビジネスdアカウントサイトでパスワード変更を行ってください。

・ビジネスdアカウント連携を有効に設定した場合、AIオペレーター機能用のカスタマーコントロールもビジネスdアカウントでのログインとなります。

・以下の場合は、ビジネスdアカウント連携設定を有効化できません。
－サービスアカウントの二要素認証有効期間（30日間）が切れている場合
－サービスアカウントの新規登録後またはパスワードリセット後で、二要素認証が完了していない場合
－サービスアカウントがロックされている場合

サービスアカウントを作成し
ても、二要素認証が完了する
まではビジネスdアカウント
は有効化できません。
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COTOHA Call Centerでは、着信させるユーザーをひとまとめにしたユーザーグループの設定が必要になります。
ユーザーグループには任意のユーザーIDを最大10IDまで設定することができます。

ユーザーグループに着信すると、設定された全てのユーザーに対して一斉に同時着信します。
最初に電話に出たユーザーの通側が有効となります。

着信グループ名を設定します。
ここで設定した名前が着信フロー設定で表示されます

着信グループに割り当てるユーザーID
にチェックを入れます。
割り当てから外す場合には、チェック
を外します。

最後に忘れずに保存を
クリックしてください。

1つのユーザーIDを複数の着
信グループに割り当てる事が
できます。

ユーザーを追加・管理する
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利用明細を見る

COTOHA Call Centerの利用明細を月単位で表示します。前月分を含めた過去3か月分が閲覧可能です。
明細には通話を行った時間(単位：分)、ID利用数、番号数が表示されます。金額については翌月末までに発行されます請求書をご覧ください。

設定をクリックして
料金状況を
選択します。

■利用料金

1.ID利用料 3,300円（税込） 1IDあたり月額
2.電話番号利用料 550円（税込） 1番号あたり月額
3.加算料（通話利用料）

発信利用料
携帯宛以外 8.8円（税込） 1分あたり
携帯宛 22円（税込） 1分あたり

着信利用料 2.2円（税込） 1分あたり
内線利用料 2.2円（税込） 1分あたり
4.AIオペレーター機能利用料
電話番号利用料 330円（税込） 1番号あたり月額
発信利用料 110円（税込） 1分あたり
着信利用料 55円（税込） 1分あたり
コール転送利用料（携帯宛以外） 8.8円（税込） 1分あたり
コール転送利用料（携帯宛） 22円（税込） 1分あたり

「電話番号利用料＋ID利用料＋通話利用料＋AIオペレーター機能」の合計金額が月ごとに請求されます。
・ID利用料 ：その月にご契約いただいたID数分／月
・電話番号利用料 ：1番号分／月
・加算料（通話利用料） ：通話種別ごとに通話した時間／月
・AIオペレーター機能利用料 ：契約した番号数分の番号利用料＋着信利用料+発信利用料＋コール転送利用料／月

＜注意事項＞
・契約月は電話番号利用料とID利用料は無料となります。ただし、同月に解約した場合は、有料となり1月分の利用料がかかります。
・ID利用料は1日でも契約いただいた場合、日割りはされず、 1か月分の月額料金がかかります。
・同じメールアドレスのIDを削除・追加した場合は重複課金はされません。
・加算料（通話利用料）は各通話ごと、1分未満は切り上げて積算されます。
・通話録音機能を標準搭載しているため、着信通話時および内線通話時も利用料がかかります。
・転送通話時は、着信利用料と発信利用料の両方が発生します。オペレーターが外線転送し、相手と外線転送先の通話になった後も利用料がかかります。

（詳細は転送するをご参照ください。）
・内線通話中に発信者側が保留した場合は、保留後の内線利用時間については内線利用料は発生しません。
・AIオペレーター機能は利用しない場合は料金は発生しません。
・AIオペレーター機能を利用する場合は、1通話当たり、3.加算料の着信利用料、3.加算料の発信利用料、4.AIオペレーター機能利用料の着信利用料がかかります。
・AIオペレーター機能のコール転送機能を利用する場合は、1通話当たり、3.加算料の着信利用料、3.加算料の発信利用料、4.AIオペレーター機能利用料の着信利用
料とコール転送利用料がかかります。

（詳細はAIオペレーターを利用するをご参照ください。）
・AIオペレーター機能のコール転送機能で再度COTOHA Call Centerの050番号へ再転送した場合、転送の回数分重複して料金が発生します。

（詳細はAIオペレーターを利用するをご参照ください。）
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営業時間を設定する

営業時間を設定することで、営業時間外の着信に対して音声ガイダンスでメッセージを流す、または転送して別の電話番号で着信を受けることができます。

営業時間の設定を行います。
曜日ごとに時間設定が可能です。

休日を設定します。
通常は営業する曜日を特別に
休業設定する場合に利用します。

営業時間外の動作を設定します。

営業時間は曜日ごとに設定できます。曜日ごとにON・OFFを設定し、ONにすると営業時間設定が可能となります。
時間設定は各曜日で最大3つまで設定できますので、営業時間に合わせて設定を行ってください。
設定範囲外の時間は営業時間外となりますので、営業時間外の対応で設定した動作となります。

音声ガイダンスを流して切断
を設定した場合には、着信の
メール通知が可能です

曜日ごとの営業ON・OFFを切り替えます。
オレンジの状態がONとなります。

営業時間は15分刻みのリストから
選択してください。

任意の値を設定して入力
することはできません。

設定をクリックして
営業時間設定を
選択します。
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営業時間外の対応を設定する

営業時間外の対応方法やガイダンス内容、メールの通知有無の設定が可能です。

営業時間外の対応方法を設定します。

音声ガイダンスで流す内容を変更できます。

メール通知をONにして
通知したいメールアドレスを入力します。

最後に忘れずに保存を
クリックしてください。

音声ガイダンスをテスト再生できます。

登録可能メールアドレスは1宛先
のみとなります。

ガイダンス＋留守電を設定し
た場合の留守電の録音時間上
限は最大10分です。



【着信フローの設定範囲】
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着信フローを設定する

着信フローにより、電話をかけてきた人に対して音声ガイダンスを流し、プッシュ番号で着信先のユーザーグループを選択していただくことができます。

営業日・営業時間の判定

着信フロー設定の有無

時間外

時間内

プッシュ番号入力

着信グループに着信

あり

別の電話番号に転送

なし

転送設定の場合着信設定の場合

着信グループに設定されてい
るユーザーに対して、同時に
一斉に着信します。

プッシュ番号の1~5まで
を設定できます。

音声ガイダンスの再生入力した文章を合成され
た音声で再生します。

設定内容の概要については、次頁以降を確認してください。

ガイダンス＋留守番
ガイダンス＋切断

外線転送
COTOHA Voice DX Basic転送

COTOHA Voice DX Basic 転送は
COTOHA Voice DX Basic カスタ
マーコントロールにログインし、
番号の購入と設定が必要です。
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着信フローを設定する

設定をクリックして
着信フロー設定を
選択します。

フロー設定を変更する場合には、
編集をクリックします。

着信分岐設定(IVR)を有効にすると、電話をかけてきた人に対して音声ガイダンスを流し、プッシュ番号ごとに着信先のユーザーグループまたは転送先の電話番号を
設定できます。

プッシュ番号入力による着信の分岐を
利用するか、利用しないかを設定します。

利用するプッシュ番号はONに設定します。
オンレジがONの状態となります。

ONに設定したプッシュ番号は
着信先の設定が可能となります。
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着信フローを設定する

着信先の設定を行います。
ユーザーに着信するか、別の番号へ
転送するかを選択します。

ユーザーに着信する場合は、着信グループを選択します。
別の番号へ転送する場合は、電話番号を入力します。

画面を下までスクロールして、音声ガイダンスを設定します。
設定完了後は保存をクリックしてください。
保存をクリックしないと、これまで設定してきた着信設定が反映されませんのでご注意ください。

音声ガイダンスで流す音声を入力します。

最後に忘れずに保存を
クリックしてください。

着信画面や発着信履歴に表示されます。
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契約者情報を確認・変更する

登録情報の変更を行います。

設定をクリックして
契約情報確認・変更
を選択します。

契約情報を変更する場合には、
編集をクリックします。
契約者権限ユーザーのみ操作可能です。

契約者情報の確認・設定変更を行います。

契約情報が表示されます。
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最後に忘れずに保存を
クリックしてください。

本人確認書類を選択します。
免許証またはマイナンバー
カードを選択します。

必要な枚数をアップ
ロードしてください。

変更申請には本人確認書類がアップロードが必須となります。アップロード出来ていないと申請が出来ません。

契約者情報を確認・変更する
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サービスを解約する

解約する場合はこちらをクリックし
てください。契約者権限ユーザーの
み操作可能です。

契約者情報確認・変更を一番下までスクロールします。

AIオペレーター機能をご利用中の場合
は、AIオペレーター用の電話番号の削
除を行っていないと解約できません。
COTOHA Voice DX Basicサービスに
ログインし、電話番号の削除を先行し
てお手続きください。

解約する場合はこちらをクリックし
てください。契約者権限ユーザーの
み操作可能です。

本当に契約してよいか契約情報を
ご確認ください。

解約理由を選択してください

解約する場合はこちらをクリックし
てください。契約者権限ユーザーの
み操作可能です。

解約するをクリックすると、即時サー
ビス停止・データ削除が行われます。
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最後に忘れずに保存を
クリックしてください。

現在利用中のバージョン
の確認が可能です。

声色の選択が可能です。

音声合成の声色を設定することが可能です。
14パターンから選択の上、声調パラメータを４種類チューニングできます。
声色は契約ID毎に設定となり、ガイダンス毎に変更は出来ません。

設定をクリックして
その他の設定を
選択します。

ガイダンスの声色を設定する

声調の調整が可能です。

COTOHA Voice DX Basicのカスタ
マーコントロールのURLリンクです。
AIオペレーター機能の設定はこちらか
ら設定します。

声色パラメータがデフォルト値
に戻ります。

選択した声色・声調パラメー
タの音声が再生されます。

項目名 選択可能な値

声色

日本語/男性/大人/01
日本語/男性/大人/02
日本語/男性/大人/03
日本語/男性/大人/04
日本語/男性/キャラクター/01
日本語/男性/キャラクター/02
日本語/女性/大人/01
日本語/女性/大人/02
日本語/女性/大人/03
日本語/女性/大人/04
日本語/女性/キャラクター/01
日本語/女性/キャラクター/02 ※デフォルト値
日本語/男性/子供/01
日本語/女性/子供/01

声調パラメータ

話速：0.50~2.00 刻み値：0.01
音量：0.10~5.00 刻み値：0.01
高さ：1～20 刻み値：1
抑揚：1～20 刻み値：1
※デフォルト値：話速1、音量2、高さ12、抑揚10
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AIオペレーターを利用する

AIオペレーター機能（COTOHA Voice DX Basicサービス）と連携することができます。
高機能な留守番電話や、簡易な注文の受付などに活用が可能です。

■AIオペレーターの利用例① 高機能な留守番電話

夜間や休日など有人オペレーターの対応が難しい時間の受付をAIオペレーターが承ることができます。
通常の留守番電話ではメッセージが一方的に録音されますが、AIオペレーターは一問一答の形で顧客との応対をすることができます。
応対の結果はテキストファイルで一覧を見ることができるので、録音された通話を全て聞いてから対応する場合と比べて効率的に内容を確認できます。

AIオペレーター

明日の折り返しご連
絡を希望しますか？

相手のお客様

はい

ご都合の良い時間を
教えてください

16時以降、20時まで

有人オペレーター

 都合の良い時間で連絡。
 不在や再度の折り返しの手間削減。

■AIオペレーターの利用例② 簡易な注文の受付

会員番号や電話番号で登録済みの顧客からAIオペレーターが注文を承ることができます。
有人オペレーターは効率的に発注業務に対応することができ、注文が集中するような時間帯でも発注業務に集中して対応できます。
応対結果はテキストファイルで参照できるほか、顧客の音声の聞き直しも可能です。

AIオペレーター

会員番号を教えてく
ださい

相手のお客様

123456

商品名と数を教えて
ください

ミネラルウォーター 5本

有人オペレーター

 順次注文の受付を実施。
 不明点は音声での聞き直しも可。
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AIオペレーターを利用する

AIオペレーター利用時の料金イメージ

着信利用料

発信利用料

AIオペレーター
(050番号)

着信
(050番号)相手

呼び出し ガイダンス AIオペレーターと通話

発信利用料

AIオペレーター機能 着信利用料

■AIオペレーターを利用した場合

着信利用料

AIオペレーター
(050番号)

着信
(050番号)相手

呼び出し ガイダンス AIオペレーターと通話

発信利用料

AIオペレーター機能 着信利用料

別の外線電話と通話
外線転送

AIオペレーター機能 コール転送利用料

■AIオペレーターへの転送後、さらに外線転送した場合

着信利用料

AIオペレーター
(050番号)

着信
(050番号)相手

呼び出し ガイダンス AIオペレーターと通話

発信利用料

AIオペレーター機能 着信利用料

ガイダンス/オペレーターと通話

AIオペレーター機能 コール転送利用料

着信
(050番号)

着信利用料

■AIオペレーターへの転送後、さらにCOTOHA Call Centerの050番号へコール転送した場合

着信利用料

AIオペレーター
(050番号)

着信
(050番号)相手

呼び出し ガイダンス AIと通話

発信利用料

AIオペレーター機能 着信利用料

ガイダンス

AIオペレーター機能 コール転送利用料

着信
(050番号)

着信利用料

AIオペレーター
(050番号)

着信
(050番号)

発信利用料

AIオペレーター機能 着信利用料

AIオペレーター機能
コール転送利用料

AIと通話 ガイダンス

着信利用料

AIオペレーターへの転送とCOTOHA Call Centerの050番号へのコール転送を繰り返した場合、重複して通話利用料・AIオペレーター機能
利用料がかかります。ご注意ください。
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AIオペレーター機能を設定します。

設定をクリックして
その他の設定を
選択します。

AIオペレーター機能を利
用されるお客さまは上記
URLからログインしてくだ
さい。

COTOHA Voice DX Basicカスタマーコントロールにログインします。

COTOHA Call Centerのオペ
レーターIDとを入力します。

COTOHA Call Centerの契約ID
を入力します。

COTOHA Call Centerのパス
ワードを入力します。

ログインをクリックします

AIオペレーターを利用する
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電話番号を新規作成して下さい。
電話番号は10番号提示される候補の中から自由に選べます。

電話番号管理をク
リックします。 新規登録をクリックして

AIオペレーター用の電話番号を
購入します。

コールシナリオを新規作成します。

利用有無にかかわらず、月額の晩報利用料
金が発生しますのでご注意ください。
（AIオペレーター機能の電話番号利用料）

コールシナリオ管理
をクリックします。

表示をクリックします。

AIオペレーターを利用する
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コールシナリオを設定します。

電話番号管理をク
リックします。

電話番号管理に戻り、作成したコールシナリオと電話番号を紐づけます。

電話番号管理をク
リックします。

詳細の設定方法は、【COTOHA Voice DX Basic】
Webカスタマーコントロールマニュアル
（http://support.ntt.com/vdxp/download/search
）をご覧ください。

マニュアルをダウンロードするにはID・パスワードの
入力が必要です。
お申し込み時にご自宅へ郵送した確認書類にID・パス
ワードを記載しています。
ご不明な方は問い合わせ窓口へ問合せ下さい。

コールシナリオと紐づけてください。番号名称を設定することも可能です。

AIオペレーターを利用する

XXXXXXXX



XXXXXXXX
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営業時間外にAIオペレーターに転送したい場合は営業時間外の対応でCOTOHA Voice DX Basicを選択します。

番号名称を設定している場合は、番号名称
がプルダウン表示されます。

COTOHA Voice DX Basicを選択し
ます。

設定した電話番号がプルダウン表示され
ますので転送先番号を指定します。

最後に忘れずに保存をクリッ
クしてください。

着信分岐設定(IVR)でAIオペレーターに転送したい場合は着信フロー設定でCOTOHA Voice DX Basicを選択します。

最後に忘れずに設定を反映を
クリックしてください。

AIオペレーターを利用する

XXXXXXXX

XXXXXXXX

番号名称を設定している場合は、番号名称
がプルダウン表示されます。

設定した電話番号がプルダウン表示
されますので転送先番号を指定しま
す。
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フリーダイヤル/ナビダイヤルを利用する

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することができます。

相手のお客様 オペレーター

■ご契約済みのフリーダイヤル/ナビダイヤルをご利用いただく場合
ご利用には別途のお申し込みが必要です。
以下へお問い合わせください。（Web申し込みはご利用いただけません。）

電話番号：0120-260-260
受付時間：平日/9:00-17:00 

■フリーダイヤル/ナビダイヤルを新規お申し込みいただく場合
本サービスサイトから新規・解約のWeb申し込みが可能です。

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。

番号は10番号の候補から1番号
選べます。

契約情報と請求書送付先はCOTOHA Call 
Centerご契約時と同様の内容が自動表示
されます。

フリーダイヤル/ナビダイヤル開通後は、
「申し込み」ボタンが「廃止申し込み」ボ
タンに変わり、廃止が可能となります。

COTOHA Call Centerの請求書とは別にフ
リーダイヤル/ナビダイヤルの請求書が個
別に送付されます。

AIオペレーター機能でフリーダイヤル/ナ
ビダイヤルを利用する場合は、
【COTOHA Voice DX Basic】
Webカスタマーコントロールマニュアル
（http://support.ntt.com/vdxp/downl
oad/search）をご覧ください。

http://support.ntt.com/vdxp/download/search
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フリーダイヤル/ナビダイヤルを利用する

オプション機能名

通話料設定機能（料金指定）

迷惑電話お断り機能（タイプ1）

オリジナルガイダンス機能（一部（FD版のみ））

ウィスパー機能（発信地域案内通知）

ウィスパー機能（サービス識別音通知）

ウィスパー機能（入力結果通知）

サービス番号通知機能（料金指定）
エージェント管理機能

オプション機能名

チャージ機能（料金指定）
チャージ機能（迂回時差額負担）

全国一律料金

物理番号着信拒否機能（タイプ1）

オプション機能名 制限事項

話中時迂回機能

COTOHA Call Centerでは着信したコールに対しシステムが応答してからユーザーへ着信するサー
ビスとなっております。
そのため、端末話中時における迂回やガイダンス送出・待ち合わせ、及び着信側端末が一般的な電
話の無応答状態における迂回やガイダンス送出ではご利用いただけません。

話中時ガイダンス機能

話中時待ち合わせ機能

無応答時迂回機能

無応答時ガイダンス機能

■ ご利用時に制限事項のあるオプション機能（ 2021年12月現在）

■ ご利用対象外のナビダイヤル特有のオプション機能（ 2021年12月現在）

■ ご利用対象外のフリーダイヤル/ナビダイヤル共通のオプション機能（ 2021年12月現在）

＜各サービスに関する情報＞
フリーダイヤル（https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/freedial）
ナビダイヤル（https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/navidial）

＜注意事項＞
・COTOHA Call Centerの着信可能なユーザーがおらずユーザーに接続できなかった場合も、本サービスシステムへ一度着信するため料金が発生します。

FDの場合着側、NDの場合発側に料金が発生します。

・特定番号通知機能（発信時に050番号ではなくフリーダイヤル/ナビダイヤルの番号を通知する機能）はご利用いただけません。

・フリーダイヤル/ナビダイヤルに設定できるご契約回線数（チャネル数）は、COTOHA Call Centerの通話のみで利用する場合、ID数以下でご設定ください。
外線転送でも利用する場合、100以下でご設定ください。
ご利用の状態によっては100よりも少ない回線数での設定をお願いする場合があります。

・一部ご利用いただけないフリーダイヤル/ナビダイヤルオプション機能があります。
電話等サービス契約約款（https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/about-us/disclosure/tariff/pdf/c01.pdf）をご確認の上お申し込みください。

※（参考）2021年12月現在のご利用対象外となるオプション機能一覧は以下となります。最新の情報は上記「電話等サービス契約約款」を必ずご確認ください。

https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/freedial
https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/navidial
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/about-us/disclosure/tariff/pdf/c01.pdf
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お問い合わせ

操作方法や機能に関するお問合せについてや故障に関するお問い合わせは、 NTTコミュニケーションズのサポートサイトからお願いします。
以下のURLへアクセスし、お問合せフォームから問合せをお願いします。

https://support.ntt.com/ccaas
お問い合わせ ⇒ 設定方法、ご利用方法について または 故障について

※トライアル利用中のお客様は本フォームではお問い合わせいただけません。こちらからお問い合わせください。

お申し込み前のお問い合わせについてはNTTコミュニケーションズのオフィシャルサイトからお願いします。
以下のURLへアクセスし、お問合せフォームから問合せをお願いします。

https://www.ntt.com/business/services/voice-visual-communication/callcenter-ivr/ccaas.html
お問い合わせ

お客さま番号には
契約IDを入力して
ください。

平日10:00から17:00での対応とな
ります。フォームでの受付は24時間
で承りますが、回答までにお時間を
頂く場合があります。

https://support.ntt.com/ccaas
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Mu8pprpnpkeOs-xDk1ZE_DJiC9_Rv4hHpPI0f7FZCqdUMEhPM0VSQjgzTUpCWU1YMDkyT0JHNFNYVi4u
https://www.ntt.com/business/services/voice-visual-communication/callcenter-ivr/ccaas.html
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