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コネクト2.0の概要

・構成要素
・コネクト2.0の主な機能
・管理画面の概要
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構成要素

■コネクト2.0で必要なもの

1. 電話番号

 基本的に Rakuten Communications の提供する050番号

 0ABJの対応は、VoIPゲートウェイなどの導入が別途必要

2. 電話機

 ソフトフォン

 ハードフォン（Polycom、Panasonic）

3. PC

 HUDを利用する場合に必要になります。

 CRM連携：Salesforce(実績有り)、QuickCRM（MIT社)、FastHelp(テクマトリックス)

4. オペレータ(着信者)

 電話を利用する人

5. キュー (※CallCenterライセンスの場合)

 電話の鳴り分けをするために内線(オペレータ)をまとめたもの。
例）業務ごとにキューを分ける。（料金照会、注文、その他の問い合わせなど）
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コネクト2.0の主な機能

機能名 説明

自己保留 通話中の呼を保留にする機能

パーク保留 通話中の呼を保留し、他の人が保留した呼との通話を再開する機能

転送 通話中の呼を他の内線／電話番号に転送する機能

ボイスメール ボイスメールを保存する際、予め登録したメールアドレスに音声ファイルを送付する機能

IVR 発信者のダイヤル操作により音声を再生したり、着信した呼を制御する機能

通話録音 通話を録音する機能

CDRレポート 発着信履歴をブラウザで表示またはCSVでダウンロードする機能

電話会議 内線・外線から電話会議室へ接続する機能

ダイヤルプラン 050番号を複数所持している際に､発信時にどの番号を相手先に通知するか指定する機能

ブラストグループ呼出 指定したグループを一斉に呼び出す機能（1グループまで作成可能）

チャット HUDを利用してオペレーター同士でチャットを行う機能

■Basicライセンス機能
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コネクト2.0の主な機能

■Call Centerライセンス機能
機能名 説明

ACD
着信呼をオペレーターに一定のルールに応じて自動的に割り振る機能

呼出対象指定や呼出方法などの詳細な設定が可能（複数作成可能）

通話監視 顧客とオペレータの通話を監視（モニター）できる機能

割込み通話・ささやき
割込み ：通話中の呼に割り込んで会話する機能
ささやき：通話中のオペレータだけに聞こえる機能

Webランチャー
HUDを利用し､着信および発信番号を元にブラウザベースのCRMシステムと連携する

機能

スキル別ルーティング ACDルールの1つ、スキルの高いオペレータから着信呼を割り振る機能

グラフィカル・キューレポート ACD経由の着信を、グラフ等にて分かりやすくレポートする機能

リアルタイムキュー統計 完了呼・捨て呼・平均通話時間等をリアルタイムで確認できる機能

ログイン・ログアウト ACDへのログイン(呼出対象)･ログアウト(呼出非対象)を切替える機能

※Call Centerライセンスでは､Basicライセンスで利用可能な機能に併せて､上記の機能が利用可能になります。
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コネクト2.0管理画面の概要

インターネットブラウザ(推奨ブラウザ)から下記のコネクト2.0管理画面(CP､コントロールパネル)へ
ログインします。管理画面では各種設定の確認及び変更が可能です。

URL https://cp52-4.trixbox.com

username tbadmin******

password ********

推奨ブラウザ Firefox､Chrome

補足…InternetExplorerは現時点で非推奨となりますので､推奨ブラウザでのログインをお願い致します。
ログインに12時間以内に合計11回失敗すると､12時間ログイン機能がロックされますのでご注意下さい。

■ログイン情報

■ログイン認証画面

ID認証

画像認証

■ログイン認証画面

ログイン情報につきましては
開通通知にてご確認下さい

■ご注意

推奨ブラウザ以外でコネクト2.0管理画面の設定変更を行うと､一部の設定変更画面で
正常に変更･更新できない場合がございます。恐縮ではございますが､必ず推奨ブラウザでの操作をお願い致します。

ログイン後､この画面が
表示されればログイン成功です

https://cp52-3.trixbox.com/
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コネクト2.0管理画面の概要

【メニューバー】
各設定画面へ移動します

【言語バー】

【HUDのダウンロード】
・HUDを利用する際にインストーラーを
こちらからダウンロードできます

【ログアウト】

ログイン後は画面上部の「メニューバー」より設定変更したい画面へ移動することが出来ます。

【サーバーID】
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コネクト2.0管理画面の概要

メニュー名 詳細メニュー名 画面内容・変更可能内容

着信処理 着信処理の編集 コネクト2.0に着信が来た時の一番最初の処理を設定します
※サブメニュー[MAIN]からでもアクセスできます。

スケジュール 営業日･休日(祝日)のスケジュールの設定をします

応答メッセージ 発信者へ流す音声ガイダンス(例：営業時間外･IVRガイダンス)の
音声ファイルを管理します

保留音楽 発信者へ流す呼出時の音楽を設定します

サブメニュー 着信処理を設定します

ユーザー/内線番号 ユーザー一覧 オペレーターのログイン状況確認
およびユーザー情報･電話機情報の設定をします

グループ オペレーターごとの操作権限を設定します
※通話監視関連､ダイヤルプラン設定など

ACD キュー一覧 キューの設定変更を行うことが出来ます

キューを追加 キューの新規追加を行うことが出来ます

理由 オペレーター監視を行う際､オペレーターの離席理由一覧を設定します

レポート CDRレポート 発着信記録のレポートを表示します

ACDレポート キュー着信のレポートを表示します

オプション HUD HUDのWebランチャー機能を一括設定します

■主な設定画面 …CallCenterライセンスのみ設定可能なメニューになります

ログイン後は画面上部の「メニューバー」より設定変更したい画面へ移動することが出来ます。
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着信処理の作成方法

・着信処理とは？
・着信処理の作成準備
・着信処理の作成
・IVR設定の作成
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着信処理とは？

■着信処理とは？

コネクト2.0では管理画面より､お客様自身で着信処理を編集する事が

可能です。着信を受けた番号ごとでフローを分けたり､

スケジュール(営業時間･祝日)を設定し､

営業スケジュール外はガイダンスを流す・留守番電話を設定するなどを

自由に編集することが可能です。

着信処理の編集にあたっては下記の処理や条件分岐を使って

作成する必要があります。

コネクト2.0へ着信

ダイヤル判定
(どの番号宛の着信か？)

No

Yes

サブメニュー①
スケジュールチェック

キューへ移動
オペレーターに着信

スケジュール判定
(営業時間内の着信か？)

応答ガイダンス再生
｢営業時間外｣

切断

MAINメニュー

サブメニュー②
営業時間

サブメニュー③
営業時間外

1.サブメニューを
作成する

番号判定

スケジュール判定

OPへ着信

ガイダンス

切断

着信

MAINメニュー

サブメニュー①

サブメニュー②

サブメニュー③

2.サブメニューの中へ
処理手順を追加する

■着信処理作成のイメージ

■着信処理のサンプル
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着信処理とは？

■着信処理に必要な主なもの

項目名 設定内容

MAINメニュー
すべての着信を受けて最初の処理を行う場所になります
基本的には､MAINメニューでダイヤル番号分岐を行い､
サブメニューで営業時間のチェックを行います。

サブメニュー
着信を受けた後の処理を目的別で行う為の処理の組合せ
(例：スケジュール判定・呼出・ガイダンス)

項目名 設定内容

キュー呼出

着信に対し､着信分配をしてオペレーターを呼出す方法です。
振分け方の例として「一斉呼出」「シーケンシャル(指定順
序)」「ラウンドロビン(指定巡回)」「最大待ち時間優先(前回
通話から待ちの長い人を呼ぶ))」などコール業務が均等にす
る為など､目的別での着信振分けを利用する事ができます。
※CallCenterライセンスのみ

ブラスト呼出

着信が来たら､指定グループに対して一斉に呼出す方法です。
ただし､作成できるグループは1グループのみ､
また一斉呼出できる対象は10内線までとなります。
※CallCenter・Basic両方利用可

項目名 設定内容

スケジュール分岐

スケジュール設定で「営業スケジュール」や「休日スケ
ジュール」、「年末年始」や「祝日」を設定し､その該当
日時に来た着信かどうかで移動先のサブメニューを分けま
す。

ダイヤル番号分岐

コネクト2.0では複数の050番号を持つ事が出来ますので
掛かって来た番号で､
A番号は「サービス窓口」､B番号は「営業窓口」といった
ような分け方をする事が出来ます。

■メニュー

■処理（呼出）

■処理（条件分岐）

■音声ファイル

項目名 設定内容

応答メッセー
ジ

営業時間外やIVRを流す際の音声ガイダンスの音
声ファイル｡
(例：｢ただいまの時間は営業時間外です･･･｣
例：｢◯にご用の方は1を､□にご用の方は2
を･･･｣)

保留音楽
オペレーター呼出の際に､発信者側に一般の呼出
音ではなく､任意の音楽を鳴らす為の音声ファイ
ル｡

■スケジュール

項目名 設定内容

ウィークリー
スケジュール

スケジュール分岐を行う際に必要｡
曜日ごとの設定をする事が可能｡
作成例としては､以下の通り
例：営業時間 月～金曜 09:00～17:30
例：夜間窓口 月～金曜 17:30～20:00

カレンダー
スケジュール

スケジュール分岐を行う際に必要｡
日付指定の設定をする事が可能｡
作成例としては､以下の通り
例：祝日（元日） 01/01～01/01 00:00～

23:59
お盆休み 08/11～0815 00:00～

23:59
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■スケジュール

着信処理の作成準備①：スケジュール

特定のスケジュールを設定することで着信処理で判定に利用することができます。
判定により他のサブメニュー､内線に移動することができます。

項目名 設定内容

ウィークリー
スケジュール

「曜日」、「開始時刻」、「終了時刻」を指定したスケジュール （※日をまたいだ設定はできません。）

カレンダー
スケジュール

「開始日時」、「終了日時」を指定したスケジュール （※年をまたいだ設定はできません。）

■スケジュールの種類

【名前】
※英語のみ

【詳細】
※英語･日本語化

【曜日範囲】 【時刻範囲】
※日をまたぐ時刻は設定不可

【名前】
※英語のみ

【詳細】
※英語･日本語化

【終了時刻】
※年をまたぐ日付は設定不可
※日をまたぐ時刻は設定可

【開始時刻】
※年をまたぐ日付は設定不可
※日をまたぐ時刻は設定可
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■スケジュール作成例

着信処理の作成準備①：スケジュール

【営業時間】月～金曜 AM9:00～PM5:30 ／ 土曜 AM10:00～12:00
【休業日】土･日･祝日、年末年始、お盆期間

上記の様な営業スケジュールの場合であれば、スケジュール画面で以下の様に作成します。

項目名 設定例

ウィークリー
スケジュール

カレンダー
スケジュール
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■音声ファイル

着信処理の作成準備②：音声ファイル

項目名 内容

応答メッセージ

営業時間外や混雑中の際に､発信者に流すアナウンスの音声ファイルをアップロードします。
録音･アップロード方法としては以下の2種類があります。

■アップロード方法①：電話機からのメッセージ録音
・電話機から応答メッセージを録音する方法になります。
管理画面から「ファイル名」・「詳細(備考)」・「録音する内線番号」を設定すると､数分後に指定の内線番号が鳴出す

ので
受話器を取り､音声を直接録音吹き込みます。

■アップロード方法②：wavファイルのアップロード
・PCなどからマイクなどで音声を録音し､wavファイルに変換した後に管理画面からアップロードする方法になります｡※1

保留音楽
発信者に流す呼出音を､通常の呼出音から音楽などに変更する場合に音声ファイルをアップロードします。※2
アップロード方法は管理画面からのmp3ファイルアップロードのみになります。
また､複数の音楽ファイルをプレイリストにまとめて､プレイリストとして流すことも可能です。

発信者に流したい音声ファイルを作成することで､着信処理の中で流すことが出来ます。

※1…応答メッセージで使用するwavファイルは､以下のファイル制限があります。
ファイル形式：wavファイル, PCM, 16-bit, モノラル8000Hz(8KHz)

※2…保留音楽で使用するmp3ファイルは､以下のファイル制限があります｡
ファイル形式：mp3ファイル, 128Kbps(一定ビットレート), ステレオ, 容量20MB以内

・営業時間外用ガイダンス
「お電話ありがとうございます｡只今の時間は営業時間外です｡営業時間は月～金曜の9:00～17:30となります｡
お手数ではございますが､営業時間内にお掛け直し下さい｡」

・長期休暇用ガイダンス
「お電話ありがとうございます｡12月◯日～1月◯日までお休みを頂いております｡お手数ですが､1月◯日以降にお掛け直し下さい｡」

■音声ファイルの作成例
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着信処理の作成①：サブメニューの作成

■サブメニュー(各処理を行う場所)の作成

■着信処理(サブメニュー)の作り方

前節までで､基本的な着信処理をつくる為の準備が整いました。
ここで準備したものを組み合わせて実際の処理を作成していきます。

番号判定

スケジュール判定

OPへ着信

ガイダンス

切断

着信

必要な処理(赤枠)の数だけ
サブメニューを作成します

まずは着信処理の中で必要な処理の分だけサブメニューを作成します。
例として､[スケジュール判定][オペレーター呼出][営業時間外]の3つを作成します。
基本､番号判定の処理はMAINメニューで行う為､番号判定のみサブメニュー作成は不要です。

基本的に番号判定はMAINメニューで
行います(SIPスパム対策の為)

手順：管理画面メニューのサブメニュー画面を開き､必要な処理数分だけサブメニューを作成します。
※注意：サブメニューは一度名前を確定させると変更ができません

サブメニューを作成します
※英語のみ
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着信処理の作成②：処理手順の追加

■着信処理の作成①：MAINメニュー（番号判定）の作成

移動・条件分岐

・発信番号でサブメニュー/キューへ移動

・スケジュールでサブメニュー/キューへ移動

IVR

・キープレスでサブメニュー/キューへ移動

呼出

・内線/サブメニューへ移動

・キューに着信

・ブラストグループに着信

処理

・切断

・休止 (キープレス 許可/禁止)

・パスワードプロンプト

・DTMFトーンの再生

・呼出音再生

・応答メッセージを再生

・発信者ID名（Caller-ID name）を設定

・保留音楽プレイリスト設定

・保留音楽再生 - キープレス禁止

・番号に転送(内線及び社外電話番号)

ボイスメール／会議通話

・ボイスメールをチェック

・ボイスメール番号へ移動

・会議ブリッジへ移動

■着信処理(処理手順の追加)の作り方

前節までで､基本的な着信処理をつくる為の準備が整いました。
ここで準備したものを組み合わせて実際の処理を作成していきます。

【MAINメニュー】
【着信処理順序】

着信処理は必ず#1から順番に
行われます

【新規手順の追加】
着信処理を任意の場所に

追加します

■着信処理で追加可能な処理

【MAINメニューの処理内容】
・上から順番に着信がどの番号宛かを判定
・#2の050番号宛ならサブメニュー｢ScheduleCheck｣へ移動
・#3の050番号宛ならサブメニュー｢Conference1｣へ移動
・上記に該当しない場合は切断
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着信処理の作成②：処理手順の追加

【サブメニュー：ScheduleCheck】

■着信処理の作成②：サブメニュー（スケジュール判定）の作成

■着信処理(処理手順の追加)の作り方

前節までで､基本的な着信処理をつくる為の準備が整いました。
ここで準備したものを組み合わせて実際の処理を作成していきます。 移動・条件分岐

・発信番号でサブメニュー/キューへ移動

・スケジュールでサブメニュー/キューへ移動

IVR

・キープレスでサブメニュー/キューへ移動

呼出

・内線/サブメニューへ移動

・キューに着信

・ブラストグループに着信

処理

・切断

・休止 (キープレス 許可/禁止)

・パスワードプロンプト

・DTMFトーンの再生

・呼出音再生

・応答メッセージを再生

・発信者ID名（Caller-ID name）を設定

・保留音楽プレイリスト設定

・保留音楽再生 - キープレス禁止

・番号に転送(内線及び社外電話番号)

ボイスメール／会議通話

・ボイスメールをチェック

・ボイスメール番号へ移動

・会議ブリッジへ移動

■着信処理で追加可能な処理

【ScheduleCheckの処理内容】
・上から順番に着信が｢祝日か？｣｢営業時間内か？｣を確認
・祝日ならサブメニュー｢Outside_Hours｣へ移動
・営業時間内ならサブメニュー「Call_In」へ移動
・上記に該当しない場合は「Outside_Hours」へ移動



19

着信処理の作成②：処理手順の追加

【サブメニュー：Call_In】

■着信処理の作成③：サブメニュー（オペレーター呼出）の作成

■着信処理(処理手順の追加)の作り方

前節までで､基本的な着信処理をつくる為の準備が整いました。
ここで準備したものを組み合わせて実際の処理を作成していきます。

【Call_Inの処理内容】
・キュー「Q_CallIn」を呼出

移動・条件分岐

・発信番号でサブメニュー/キューへ移動

・スケジュールでサブメニュー/キューへ移動

IVR

・キープレスでサブメニュー/キューへ移動

呼出

・内線/サブメニューへ移動

・キューに着信

・ブラストグループに着信

処理

・切断

・休止 (キープレス 許可/禁止)

・パスワードプロンプト

・DTMFトーンの再生

・呼出音再生

・応答メッセージを再生

・発信者ID名（Caller-ID name）を設定

・保留音楽プレイリスト設定

・保留音楽再生 - キープレス禁止

・番号に転送(内線及び社外電話番号)

ボイスメール／会議通話

・ボイスメールをチェック

・ボイスメール番号へ移動

・会議ブリッジへ移動

■着信処理で追加可能な処理
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着信処理の作成②：処理手順の追加

【サブメニュー：Outside_hours】

■着信処理の作成④：サブメニュー（営業時間外）の作成

■着信処理(処理手順の追加)の作り方

前節までで､基本的な着信処理をつくる為の準備が整いました。
ここで準備したものを組み合わせて実際の処理を作成していきます。

【Outside_hoursの処理内容】
・#1で発信者名設定

(CDRレポートでどこで切断されたかを確認するため)
・#2で営業時間外用アナウンスを再生
・#3で切断

移動・条件分岐

・発信番号でサブメニュー/キューへ移動

・スケジュールでサブメニュー/キューへ移動

IVR

・キープレスでサブメニュー/キューへ移動

呼出

・内線/サブメニューへ移動

・キューに着信

・ブラストグループに着信

処理

・切断

・休止 (キープレス 許可/禁止)

・パスワードプロンプト

・DTMFトーンの再生

・呼出音再生

・応答メッセージを再生

・発信者ID名（Caller-ID name）を設定

・保留音楽プレイリスト設定

・保留音楽再生 - キープレス禁止

・番号に転送(内線及び社外電話番号)

ボイスメール／会議通話

・ボイスメールをチェック

・ボイスメール番号へ移動

・会議ブリッジへ移動

■着信処理で追加可能な処理
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着信処理の作成③：キュー設定

■キュー設定 ※CallCenterライセンスのみ

着信処理を作成しましたら、次はオペレーターを呼出す際の鳴り分けを作成する為の準備をします。

項目名 内容

キュー名称 キューの名前

キュー種類

呼出方法を以下の(1)～(7)から選択可能

(1)最小応答合計数優先 受話回数が最も少ないOPから順に着信

(2)最大待ち時間優先
最後の通話からの経過時間が長いOPから
順に着信（※1 ログアウトを頻繁に行う場
合非推奨）

(3)ランダム着信 ランダムに着信

(4)重要度に応じて
ランダムに発呼

優先度の高いOPに高い確率でランダムに着
信

(5)全員呼出 同優先度のOPに同時に着信｡最大10席まで

(6)シーケンシャル
「追加済みOP一覧」リストの順に着信常に
リストの一番上から呼出す(※2)

(7)ラウンドロビン
「追加済みOP一覧」リストの順に着信。た
だし最後に通話したOPの次から呼出す
(※2)

最大保留件数
キュー所属のOPが全員通話中などで､発信者を保留にする場合に
何件まで保留するか？

再試行秒数 キューが再びOPを呼び出すまでの待機時間

再接続時間 通話終了後､そのOPに対して指定の秒数だけ呼出対象外にできる

キューのオートフィル いいえ(デフォルト)にてご利用下さい

■キュー設定の考え方
・業務別（電話番号で分割、IVR分割） ・電話番号別
・メイングループ－バックアップグループ ・ロケーション別（拠点間、事務所/ホームオフィス）

■キュー設定①：ステップ1

【注意】
※1…キュー設定①の｢キュー種類｣で

｢(2)最大待ち時間優先｣を利用する場合、
キューからのログアウトを行う度に
｢最後の通話からの経過時間｣がリセットされます。
毎通話ごとに後処理(ログアウト)を行う場合は
別の呼出方法を利用することを推奨します。

※2…キュー設定①の「キュー種類」は推奨として
(1)～(5)を利用する場合はお客様側で任意に変更が
可能ですが、(6)～(7)を利用する場合は
一部弊社での作業が必要になる場合が
ございますので事前にご相談をお願いします。
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着信処理の作成③：キュー設定

■キュー設定 ※CallCenterライセンスのみ

着信処理を作成しましたら、次はオペレーターを呼出す際の鳴り分けを作成する為の準備をします。

項目名 内容

保留時間のアナウン
ス

発信者が保留状態になった際に､
予想待ち時間を知らせるアナウンスを入れる
(例：お客様は◯番目にお待ちのお客様です｡あと◯分で接続できま
す)

アナウンス頻度 待ち時間を知らせるアナウンスを入れる間隔

キー応答サブメ
ニュー

サブメニューで割り当てたキーを押すと、
サブメニュー設定に応じた動作をする

早期キュー退出
「キュー移動」の指定時間に達したら、
全エージェントを呼び出していなくてもキューから抜ける

キュー優先
同一オペレータが複数のキューで待呼があった場合、
優先度の高いキューから着信する

TTAサービス品質保証 TTAレポートで表示する基準値（※必須項目）

■キュー設定②：ステップ2

■キュー設定③：オペレーター

このキューに着信が来た際に、呼出す対象のオペレーターを左の一覧から選択して「追加」します。
オペレーター単位で個別に「呼出時間」「優先度」を設定することも可能です。
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IVR設定の作成

■IVR設定
MAINメニュー、サブメニューの右上部分にIVRに関する[ダイヤル設定]があります。
[ダイヤル設定]にキープレスされた番号と移動先を指定することで次の処理に移ります。
[着信処理順序]で[ダイヤル設定]で利用した番号を案内するガイダンスを流します。

IVR設定
どのキー入力でどのサブメニューに

移動するかを設定

着信処理設定
どのキー入力でどのサブメニューに
繋がるかのガイダンスを入れる

・IVRを設定する場合は
｢応答ガイダンス｣｢休止｣は”ダイヤルに応答”に
なっていないと反応しません

・ダイヤルの追加はこのメニューから行えます。
ダイヤルする番号と移動先となるメニューを設定します。
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ダイヤルプランの追加作成

■ダイヤルプラン設定
ダイヤルプランは発信時、相手先へ表示される番号を頭に番号を付けることにより変更できるようにする機能です。
[オプション]→[ダイヤルプラン]よりダイヤルプランの追加を行うことが出来ます。
最初に先頭に付ける番号を決め、次に押していく番号を決めていきます。

文字列
x=あらゆる数字
z=0以外のあらゆる数字
n=1あるいは0以外の数字
.=あらゆる数字(最低一桁)
！=あらゆる数字(0桁も含む)

例:頭に9を付けて発信したい場合
9+0xx. 先頭無視桁数は1を選択
頭に9次の数字は0を押し次に数字を最低3桁以上押さなければいけない設定です。
先頭無視桁数1が設定されていることで、最初の9は無視され次の0から電話番号として認識されます。

・相手先に表示させる番号を設定します。

・先頭何桁を省くか設定します。
※21を付けて発信する場合は２、
234の場合は3となります。
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メンテナンス・運用

・カレンダー設定の更新方法
・ユーザー情報の設定変更
・CDRレポートの取得方法
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カレンダー設定の更新方法 (1/2)

祝日 制定日 更新

元日 1月1日 -

成人の日 1月の第2月曜日 ○

建国記念日 2月11日 -

春分の日 春分日(3月20または21日) ○

昭和の日 4月29日 -

憲法記念日 5月3日 -

みどりの日 5月4日 -

こどもの日 5月5日 -

コネクト2.0では以下の「国民の祝日」や年末年始･お盆などの「独自休暇期間」といった休日の設定を

1年に1度、日付の手動更新をする必要があります。

更新の対象となるケースとしては「制定日が固定日でない休日」「祝日該当日が日曜で振替休日が発生する日」になります。

祝日 制定日 更新

海の日 7月の第3月曜日 ○

山の日 8月11日 -

敬老の日 9月の第3月曜日 ○

秋分の日 秋分日(9月22･23･24日のいずれか) ○

体育の日 10月の第2月曜日 ○

文化の日 11月3日 -

勤労感謝の日 11月23日 -

天皇誕生日 12月23日 -

■国民の祝日

祝日 設定日 更新

年末年始 12月末～1月初旬 ○

お盆 7月中旬～8月中旬 ○

■独自休暇期間(例)

年によって変動する祝日(※赤字部分)の正式な日付につきましては下記のURLを参照下さい。

内閣府 国民の祝日について http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

■毎年変動する祝日について

http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
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カレンダー設定の更新方法 (2/2)

2.スケジュール画面の中から｢カレンダースケジュール表示｣の
欄から固定日でない､祝日の日付(開始･終了)を
クリックします。

3.変更したい日付をクリックすると左記の様なカレンダーが
表示されますので､変更後の日付をクリックします。
(開始日､終了日ともに変更する必要があります)

下線｢＿｣がついている日付が
現在設定中の日付になります

変更後の日付をクリックします

■重要
・コネクト2.0のスケジュール機能で日付には年の概念が無い為､
設定した日付(月日)を毎年繰返しますので注意して下さい。

・また上記理由の為､毎年1年に1回は日付の確認･更新を
行って頂ます様､お願い致します。

4.変更したい日付をクリックすると左記の様なカレンダーが
表示されますので､変更後の日付をクリックします。

1.左記のコネクト2.0管理画面へログインし､
画面上部のメニューより､[着信処理]－[スケジュール]を
クリックします

■祝日の設定変更方法

マウスを[着信処理]に合わせ
[スケジュール]をクリック
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ユーザー情報の追加・更新 (1/5)

コネクト2.0に内線番号とユーザーを追加します。

■設定変更の場合（基本はこの手順になります）

■新規追加の場合（コネクト2.0利用継続中で､ライセンスを追加(増席)した場合はこちらの手順になります）

・管理画面のメニューバーより､[ユーザー/内線番号]→[ユーザー一覧]を選択します。

・[ユーザー一覧]画面から変更したい内線番号(青字)を選択すると内線詳細画面が開きます｡

・管理画面のメニューバーより､[ユーザー/内線番号]→[ユーザーを追加]を選択します。

・[ユーザーを追加]画面から「新規ユーザー及び内線を作成する」を選択します。
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ユーザー情報の追加・更新 (2/5)

項目名 設定内容 必須

名
オペレーターの名前
(管理画面やHUD上で表示されます)

＊

姓 オペレーターの姓
(管理画面やHUD上で表示されます)

＊

詳細 空欄可
(備考欄として使用)

WEBユーザー名 HUDログイン時のID ＊

WEBパスワード HUDログイン時のPass ＊

Emailアドレス
空欄可
(管理画面やHUD上で表示されます)

インスタントメッセン
ジャー

空欄可
(管理画面やHUD上で表示されます)

携帯電話番号
空欄可
(管理画面やHUD上で表示されます)

部門
空欄可
(HUDでオペレーターのをグループ別で表示する際に利用)

※別途[グループ]画面で設定が必要です

携帯SMSメールアドレス 空欄可

■個人情報
管理画面やHUDで表示するオペレーターの氏名や､
HUDへのログインID･Passを設定することが出来ます｡
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ユーザー情報の追加・更新 (3/5)

項目名 設定内容 必須

ボイスメール有効 ボイスメール機能の有効無効
【デフォルト：はい】

＊

ボイスメールボックス メールボックス番号
【デフォルト：内線番号】

＊

ボイスメールパスワード ボイスメールパスワード
【デフォルト：設定済】

＊

ボイスメールアドレス1 空欄可
（新着ボイスメールの際にメール通知する為の機能）

ボイスメールアドレス2 空欄可
（新着ボイスメールの際にメール通知する為の機能）

メールに添付 デフォルト：いいえ
（新着ボイスメール通知(Email)に音声ファイルを添付します）

メール送付後削除
デフォルト：いいえ
（サーバー上にボイスメール音声を保存せず､
メール送付と同時に削除する為の機能です）

コールアウト機能有効 デフォルト：いいえ
（ボイスメール接続中に外線発信を行う為の機能です）

コールリターン機能有効 デフォルト：いいえ
（ボイスメール再生時に折返し電話をする機能）

■ボイスメール設定
コネクト2.0でボイスメール機能(留守番電話機能)を利用する際の
基本設定およびメール送付機能の設定変更を行うことが出来ます。
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ユーザー情報の追加・更新 (4/5)

項目名 設定内容 必須

着信転送
該当の内線番号に着信した場合に､指定の
｢電話番号｣や｢サブメニュー｣に転送させます

ダイヤルイン番号
該当の内線番号を直接呼出せる様にする場合の
直通外線番号を設定します

外線発信番号 外線発信時の発信者番号を個別に設定します

社員名簿に載せる この内線番号を管理画面上で表示させます
【デフォルト：はい】

名前検索リストに載せる 【デフォルト：はい】

HUDに登録 この内線番号をHUD上で表示させます
【デフォルト：はい】

■ルーティングと外観設定
内線番号への直通番号を設定する場合や､外線発信時の発信者番号を
内線番号ごとに個別に設定します。
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ユーザー情報の追加・更新 (5/5)

項目名 設定内容 必須

内線
内線番号を設定します
基本的にはデフォルトで設定が行われています

場所
オペレーターが複数拠点に別れる場合に
オペレーターの場所を設定する事が出来ます

呼出音 呼出音の種類を選択

呼出時間(秒) 呼出時間を設定します
キュー着信やブラスト着信する場合はそちらが優先されます

NAT デフォルト(はい)のまま利用

DTMFモード デフォルトのまま利用

電話機/デバイス 割り当てる電話機を選択します

登録チェック ※デフォルト(はい)設定のままご利用下さい

プライベート内線 ※デフォルト(いいえ)設定のままご利用下さい

無鳴動着信 Polycom端末のみ利用可能

ブラストグループ
Basicライセンスをご利用の際に、着信時の
内線一斉呼出を行う場合に呼出対象にするか
設定できます(10内線まで設定可能)

SIPパスワード SIPパスワードを表示します
開通通知(ソフトフォン情報)からも確認可能です

Reser SIP Password SIPパスワードをリセットします

電子フックスイッチ ※デフォルト(Disabled)設定のままご利用下さい

■内線設定
主に内線番号と電話機を紐付ける設定を行います。
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CDRレポートの取得方法

■CDRレポート機能の使い方
CDRレポートでは期間単位での､「着信(インバウンド)」「発信(アウトバウンド)」の各種データを表示する事が可能です。

検索画面

検索結果

※レポート機能で取得可能な情報内容については別紙「コネクト2.0レポート機能説明」をご参照下さい



34

お問合せ

コネクト2.0についてご不明な点やご相談につきましては、
下記のお問い合わせ先をご利用下さい。

■ホームページから調べるには

コネクト2.0 FAQサイト

URL： http://faq.gol.com/fcc/web/connect/top.html

コネクト2.0 マニュアルダウンロード

URL： https://comm.rakuten.co.jp/houjin/connect/manual/

コネクト2.0 緊急サポートセンタ－

電話： 0120-979-979
営業時間： 24時間・年中無休※緊急の通話障害の対応のみとさせて頂きます

コネクト2.0 テクニカルサポートセンタ－

電話： 0120-963-555 / 050-5835-0463
MAIL ： connect_support@comm.rakuten.co.jp

営業時間： 平日9：00～17：30（土日祝日、年末年始を除く）

■電話・メールでのお問合せは


