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* 日本マーケティングリサーチ機構調べ  
   調査概要： 2022年3月期_指定領域における市場調査時点でのアクティブ利用者数  



fondeskの特徴と導入効果
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シンプルで使いやすい電話代行サービス
fondeskとは？

会社・事務所の電話の一次取次を代行します

受けた電話はチャットやメールでもらさずお知らせ



● 申し込みはWebサイトから5分で完了

● 契約者専用マイページでいつでも設定・管理

● 機能や設定は必要最低限だからわかりやすい

● チャットと通知連携で電話を見える化
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オンライン契約だから今すぐ始められる
fondeskの特徴 1

契約・利用がすべてオンラインで簡単！

* 日本マーケティングリサーチ機構調べ  
   調査概要： 2022年3月期_指定領域における市場調査時点でのアクティブ利用者数  
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いつものチャットを通知連携して大事な電話を見える化
fondeskの特徴 2

画像はSlackの通知イメージです一次取次に特化したfondesk指定の応答内容で対応

オペレーターによる一次取次 電話はチャットやメールで確認

お電話ありがとうございます。
株式会社フォンデスクです。

制作部の佐藤様はいますか？

あいにく佐藤は不在のため、ご用件を
お伺いできますでしょうか？
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安心・わかりやすい料金体系（その他費用なし）
fondeskの特徴 3

10,000円 
月間100件までの対応含む 

200円 / 件 
101件目から1件につき従量料金が発生 

10,000円 
基本料金 

（100件分含む） 

6,000円 
従量料金 

（200円 × 30件）  

16,000円 
ご請求料金 + =

月書基本料金 従量料金

例. 1か月で130件の電話対応をする場合 

※ 無料トライアル期間は申し込み完了から14⽇間です。

※ 金額はすべて税抜き表示です。

* 2022年7月より価格体系が変更になります。詳しくはこちら 

https://www.fondesk.jp/price/new/
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電話が鳴らないからやるべき事に集中できる
fondeskの導入効果 1

自分の仕事に

集中できる

大事な会議が

中断されない

ムダな電話番が

要らないから
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電話にまつわるこんなストレスから開放
fondeskの導入効果 2

自分のタイミングで

ランチに行けない
実は電話が苦手

日中に電話で集中できず

ムダな残業が多い



サービス内容



平日9時から19時の間で15分単位で受付時間設定が可能です。

例. お昼時の11:45〜13:30だけオペレーターで対応
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オペレーターによる有人対応は平日9:00〜19:00まで
サービス内容

0:00 24:009:00 19:00

オペレーターが
対応します

受付時間帯

上記時間外（土日・祝日）にきた着信は、自動音声メッセージが流れます。

オペレーターには繋がりません。
※時間外の着信は件数カウントの対象外となります。

時間外



※ 上記以外の個社ごとの応答カスタマイズ、ヒアリング項目の追加・変更はできません。

※ ヒアリング項目は2パターン共通です。

fondeskオペレーター 発信者
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応答パターン1：不在（初期設定）
サービス内容

ヒアリング項目

担当者が不在にしておりますと伝えて、用件を伺います

● 発信者の名前（企業名）

● 用件

● 折り返しの希望

● 希望の場合：電話番号

● 希望しない場合

念の為の電話番号

お電話ありがとうございます。
株式会社フォンデスクです。

制作部の佐藤様いますか？

資料の件ですね。
折り返しいたしましょうか？

それではお電話番号をお願いいたします。

送付した資料の件になります。

はい、お願いします。

あいにく佐藤は不在ですので、
ご用件をおうかがいできますでしょうか？



※ 上記以外の個社ごとの応答カスタマイズ、ヒアリング項目の追加・変更はできません。

※ ヒアリング項目は2パターン共通です。

fondeskオペレーター 発信者
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応答パターン2：転送不可
サービス内容

ヒアリング項目

電話窓口のためお繋ぎできないと伝えて、用件を伺います

● 発信者の名前（企業名）

● 用件

● 折り返しの希望

● 希望の場合：電話番号

● 希望しない場合

念の為の電話番号

お電話ありがとうございます。
株式会社フォンデスクです。

制作部の佐藤様いますか？

資料の件ですね。
折り返しいたしましょうか？

それではお電話番号をお願いいたします。

送付した資料の件になります。

はい、お願いします。

電話受付窓口のため直接お繋ぎできません。
ご用件をお伺いできますでしょうか？
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連携可能な通知先は7種類
サービス内容

報告例

● 複数のツール（SlackとChatworkなど）を設定可能

● チャンネル、メールアドレスの登録数の上限なし

● 設定した通知先すべてに同じ報告を送信

● アナログだった電話がいつものチャットで見える化

普段使っているツールを連携すれば
いつでもどこでも大事な電話を確認できます

Slack Chatwork Google Chat LINE
Microsoft

Teams LINE WORKS Eメール

画像はSlackの通知イメージです
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fondesk導入後の社内電話対応フローイメージ
サービス内容

fondesk発信者

取引先 オペレーター

社員（ウエグチ）

社員（ヤマダ）

ご契約企業

電話

一次取次 報告

折り返し希望、大事な電話は折り返し連絡

代表して
通知を確認

担当者へ
お知らせ※2

※1

画像はSlackの通知イメージです

1

2 3

6

4

5

※1 通知を確認する担当者の配置などは、受電報告の通知設定も含めて運用体制を考慮してください。

※2 通知の振り分け機能を使うと、あて先によって通知先を振り分けたりメンション（Slack、Chatwork、LINE WORKSのみ）の付与ができます。
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fondeskではできないこと
サービス内容

　　クレーム対応・カスタマーサポート 　　　土日・祝日の有人対応

　     応答・返答スクリプトの個別カスタマイズ

fondeskオペレーターは企業ごとの担当制ではなく、すべての電話にランダムに対応します
fondesk指定の応答パターンとヒアリング項目ですべての電話に一律の対応を行います。

カスタマイズを制限することで、オペレーターの応答・報告の品質保持 / より多くの電話対応を実現しています。

オペレーターは企業情報や製品についての
質問に回答することができません
クレーム窓口やカスタマーサポートとしての利
用は禁止しています。

平日9時〜19時以外での有人対応プランは

ありません
fondesk対応時間外に電話を受けたい場合には

転送を解除し直接電話を受けてください。

✖ ✖ 



fondesk独自の便利機能



● 住所 
会社の本拠地
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対応に役立つ情報をオペレーターに提供
便利機能【応答カード】

発信者様から質問があった場合に
オペレーターが対応に役立てることができます

● 窓口の別名 
サービスや製品など名乗り以外の別名

● よくある間違い電話の特徴
「お間違いではないですか？」と案内可能

● 長期休暇 
年末年始、GW、夏季休暇の期間



● 電話の担当者宛に直接通知を届けられる

● 担当者以外は無駄な通知に悩まされにくい

● 振り分け先がSlack、Chatwork、LINE WORKS

の場合任意で個別メンションを付与できる

● 複数の振り分けルールにマッチする場合でも、

● 同じ通知先の通知をまとめることもできる
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電話のあて先によって通知の送信先を振り分け
便利機能【応答カード】

電話の【あて先】の表記に対してルールを登録し、
一致する場合に任意の通知先を指定できる

ヤマダさん宛の受電報告は
山田さん宛に送信される

yamada@mail.jp

ヤマダ



● グループチャットなどで通知を受けている場合

にセンシティブな内容の開示を防げる

● 登録したキーワードに一致する用件内容の場合

はマイページでのみ確認可能

● 代表電話や人事関連の問い合わせがくる可能性

がある場合に便利
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見られたくない受電報告の開示を予防
便利機能【センシティブな通知の防止】

受電報告に含まれる個人情報や機密情報が
共有されてしまうことを防ぎます

登録したキーワードが一致すると、以下の文面で送信



● 登録上限は10,000件

● 非通知の着信も拒否できる

● リストに登録した番号からの着信は

● 件数カウントの対象外

● 通知先に発信者番号の表示設定をすると、

● 通知からブロックリストへ追加することもできる
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迷惑な電話番号をリスト化・拒否
便利機能【ブロックリスト】

ブロックリストに登録された番号からの着信は
自動音声メッセージで対応



導入実績・事例
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おかげさまで、有償導入3,000社以上！
導入実績

※ アルファベット順です。



導入前 導入後
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「士業事務所でも電話代行は活用できます」
行政書士法人GOAL

士業 19名 300件 / 月

石下さん

お客様の相談にすぐに対応したい士業でも、仕組み化を上手くすることで
業務効率化のために電話代行は有効活用できるのでオススメです。

行政書士はいわゆる「ひとり事務所」が多いので、電話代行によって
『複数人感』が出て、お客様に安心感を与えられるのもいいですね。

● 電話対応によって集中力が途切れ、
業務効率が良くなかった

● 対応の即時制が失われお客様の不満に
繋がりそう

● 電話がならなくなり、自分のタイミン
グで集中して仕事ができる

● 「携帯から即レスルール」と「チーム
制」で、お客様対応を効率的にできる
ようになった

業　種 従業員数 受電件数



導入前 導入後
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「生産性を上げたければ、絶対入れるべき」
株式会社FREE WEB HOPE

相原さん

電話が鳴らないと、社内の雰囲気が全然違いますよ。電話に気を遣って話す必要
もないので、小さな打ち合わせが増えたり、社内に活気が生まれました。

電話で強制的に時間を取られることがないので、集中して作業できるようになり
ます。自分のタイミングで適切な電話対応もできるようになりました。

● 営業電話ばかりでうんざりしていた

● 電話対応によって作業が中断され生産
性が落ちていた

● 電話対応がなくなり、社内での会議や
打ち合わせが増え活気が生まれた

● 自分のタイミングで折り返しができ、
適切な対応がしやすくなった

コンサルティング 30名 300件 / 月業　種 従業員数 受電件数



導入前 導入後
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「重要な電話を取り逃さず対応できる」
インクルージョン・ジャパン株式会社

大切な取材の電話を漏らさずに対応できるようになりました。
折り返す前に用件を確認してから、落ち着いて対応できるのが良いですね。

電話で強制的に時間を取られることがないので、集中して作業できるようになり
ます。自分のタイミングで適切な電話対応もできるようになりました。

● ミーティング、商談が電話で中断される

● 貴重な電話を取り漏らす

● 電話の鳴るオフィスを無意識に避けて、
外で作業していた

● ミーティングや商談に集中できる

● 金融機関などからの重要な電話を漏ら
さず対応できるようになった

● 自然とオフィスにメンバーが集まるよ
うになった

投資 10名以下 40件 / 月業　種 従業員数 受電件数

吉沢さん

梅田さん



利用開始の流れ
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事前に準備が必要なもの
利用開始の流れ

❶ 電話番号

申し込みの前に、次の3点を準備してください

❷ メールアドレス ❸ クレジットカード

事前に転送が可能な状態
か確認してください。

マイページのログインID
になります。

支払いはクレジットカー
ド払いのみとなります。

xxxx xxxx xxxx 
xxxx



申し込みの流れ

1. アカウント作成

2. ご契約者情報の入力

3. クレジットカード情報の入力

4. 電話の受付設定
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オンライン契約で5分で申し込み完了
利用開始の流れ

fondeskサービスサイトの
「無料で試してみる」から！



代行したい電話から転送設定すると代行スタート

● 転送が可能な状態の電話番号を準備してください

● 転送設定はfondesk側の設定ではありません

転送の可否、詳しい転送の設定方法については契約中の回線事業者まで問い合わせください

利用開始の流れ

マイページに発行されたfondesk専用番号 利用中の電話番号
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転送設定



運営会社
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運営会社

商号

本社所在地

資本金

代表者

従業員数

認定・取得

事業内容

株式会社うるる（ULURU.CO.,LTD.）

〒104-0053 東京都中央区晴海３丁目１２-１ KDX晴海ビル９Ｆ

1,033,381,100円（2021年10月4日時点）

代表取締役社長　星 知也

222名（子会社含む、2021年3月31日時点）

有料職業紹介事業許可（13-ユ-305109） 
ISMS（IS 593260 ,ISO/IEC 27001:2013）

クラウドソーシング事業／ CGS事業／ BPO事業（子会社）
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fondeskチームの想い

チームミーティングや同僚との楽しいランチ

大切な時間が電話で台無しになります

相手都合の電話に振り回されてほしくない

あなたにしかできない仕事に打ち込んでほしい

その想いで『fondesk』をつくりました

“ We Talk, You Work. ”

電話ゼロの快適なオフィスをぜひ手に入れてください


