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Clocoのポイント
IVR、ACD、CRMなど、コールセンターに必要な機能を搭載

コールセンター・コンタクトセンター Cloco
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会計・販売・給与をまとめて管理！サーバ不要のクラウドサービス、月額3,000円～PR

マルウェアの脅威から企業を保護する次世代型の出口対策アプライアンスPR
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インターネット環境を用いているため多拠点での利用も可能

システムが入った全てのPCから電話会議に参加できる

Clocoの製品解説
　アジルクラウドの「Cloco」は、クラウド型のコールセンターシステムだ。自動音声応答
（IVR）、着信呼自動分配（ACD）、顧客関係管理（CRM）、全通話録音、レポーティング
などの機能を搭載する。インターネット環境を用いているため多拠点での利用も可能だ。

編集部おすすめの関連記事
オンラインノートアプリ「Evernote」に代わるサービス5選‒‒「OneNote」「Google Keep」
など

「ポケモンGO」から会社を削除するには‒‒敷地にプレイヤーが迷い込まないために

無料でも利用できる‒‒人事担当者の負担を軽減するクラウド型人材採用サービス6選

LINEだけではない‒‒安心して業務で使えるビジネスチャットツール6選

残り本文：約564文字 ログインして続きを読んでください。
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関連記事
ftel：PCとネット回線だけで使えるクラウド型コールセンターシステム

TIS CTI Cloud：公衆回線網とインターネットの2系列が使えるCTIサービス

Cyber CTI：IP‒PBXなどの必要機能を集約したコールセンターシステム

INNOVERA Inbound：IP電話と顧客管理を融合させたコールセンターシステム

電話監督：IP‒PBXやCTI、IVRなどをまとめたコールセンター向けパッケージ

一緒に見られている製品

※パスワードを忘れたら

CNET̲IDを登録して全ての記事を読む(登録3分、無料)

CNET̲IDはTechRepublic Japan/CNET Japan/ZDNet Japanでご利用いただける共通IDです。
CNET̲IDを登録することで、TechRepublic Japanの製品解説および以下をはじめとする全特集記事を
読むことができます。

法人ノートPCの選び方：「Surface Book」「MacBook Pro」の現実度
SFAの選び方：営業支援ツールの導入で失敗しない10のポイント
VRヘッドセット「Oculus Rift」入門
IoTは新たな収益源を生み出すか‒‒ベンダー座談会
見直し迫られるIT部門‒‒セルフサービスBIベンダー座談会

新規登録して全ての記事を読む(無料)

　　

CNET̲ID会員の方は下記フォームよりログイン

メールアドレス

パスワード

ログインして全ての記事を読む
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問い合わせ件数ゼロを実現する全く新しいサービスデスクツール　‒アシスト
「問い合わせ件数ゼロ」への挑戦。HP Service Any…

コンタクトセンターシステムをお客様視点でトータルチェック　‒エンピレックス
コンタクトセンターの本運用に入る前にシステムの安定稼働を確認…

コンタクトセンター向けシステム監視ソリューション　‒エンピレックス
VoiceWatchは、運用中のコンタクトセンターシステムに…

関連ホワイトペーパー
なぜいま企業がクラウド型PBXを選択するのか？！

【仮想事例】海外拠点ですぐ使える「本社と同じ」コミュニケーション環境

クラウドファーストの時代に、 SIerが生き残るための「クラウド選定の掟」とは

ライバル企業に差をつけろ！成功企業が重視したCRM選び"5つ"のポイント

活用事例に学ぶ！働き方を変えるPBXとは

実はキャリアに差がつくサイン。強い味方がこんな所に。
Ads by logly

徹底解説：差別化のカギを握るエンタープライズIT製品PR

編集部おすすめ

TechRepublic Japanの歩き方

脱Excel、知識ゼロでシステム内製に挑戦

こんなサーバルームはイヤだ！‒‒悪夢のような環境を写真でめぐる

パスワード変更を強いる対策はサイバーセキュリティを理解していない

新型「MacBook Pro」で知っておくべき4つのこと
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スキマ時間でのメモ書きやアイデア出しに便利なオンラインノート4選＋1

ピックアップ製品

会計・販売・給与を管理する統合クラウド

高信頼かつ低コストな次世代型出口対策
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PBX   電話・FAX   コールセンター・コンタクトセンター ×

文書・コンテンツ +

サイト構築 +

PCソフト +

学習 +

ベンダー座談会

企業におけるPaaS利用の実態を探る

IoTのストーリーをどのように描くか

既存システムの単なるクラウド移行は無意味

企業ITの行き先を徹底討論
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