
⼀次取次だけの電話代⾏って意味あるの？

fondeskの機能と活⽤⽅法



はじめに
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本資料では、fondesk導⼊において
⼀次取次のみの対応に不安がある⽅向けに、
⼀次取次でカバーできる電話のポイントを

ご紹介しております。

fondeskでは⼀次取次をスムーズにする
独⾃の便利機能をご⽤意しています。

活⽤⽅法と合わせてぜひ参考にしてください。



⽬次・資料概要
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⼀次取次でカバーできる電話とは
電話には⽬的がある
「誰が受けても同じ電話」は⼀次取次で対応可能
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電話には⽬的がある

窓⼝によって⽬的と必要な対応が異なります
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課題の解決 購⼊・予約の完了電話の⽬的

カスタマーサポート 購⼊・予約受付
電話の⽬的

購⼊・予約の完了
電話の⽬的
課題の解決

• この電話で解決することを求
められている場合が多い

• 商品やサービスの知識が必要
• 臨機応変な対応が求められる
• 対応スピードも求められる

• この電話で解決することを求
められている場合が多い

• 在庫・空席確認など⾃社情報
との連携が必要

• あて先不明の場合も多い
• ⼀旦⽤件の受け取り、取次が

できればよい
• 誰が受けても対応に変化がな

い

よくかかってくる電話の⽬的を確認しましょう。Check

総合窓⼝
電話の⽬的
⽤件の提⽰



「誰が受けても同じ電話」は⼀次取次で対応可能
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1. 代表電話

2. 総合窓⼝

実は営業電話が⼀番多い

代表電話にかかってくる電話は、問い合わせ先不明な電話や営業電話などが多いです。
このような電話は、⼀旦⽤件を共有できればその電話の⽬的は果たされるケースが多く、
⼀次取次で⼗分カバーできます。
その後、必要な電話には準備をして⼆次対応を⾏えるというメリットもあります。

Check

問い合わせ内容が多岐にわたるCheck

顧客ごとに相談内容が変わるような複雑性の⾼いサービスの場合、
⼀旦課題を共有したい、相談したい、という場合があります。
この場合も解決が⽬的にはなりにくいため、⼀次取次で⼗分カバーできます。
その後の⼆次対応をスムーズに⾏えれば、⼀次取次でも顧客満⾜度を下げずに対応することができます。



シンプルな電話代⾏サービス「fondesk」とは？
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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



シンプルな電話代⾏サービス「fondesk」とは？

契約・利⽤がすべてオンラインで今すぐ簡単に始められる
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l 申し込みはWebサイトから5分で完了

l 契約者専⽤マイページで24時間いつでも
設定・管理

l 機能や設定は必要最低限だから
わかりやすい

l チャットと通知連携で電話を⾒える化

* 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



シンプルな電話代⾏サービス「fondesk」とは？

連携可能な通知先は7種類！
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
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l 複数のツール（SlackとChatworkなど）を
設定可能

l チャンネル、メールアドレスの登録数上限なし

l 設定した通知先すべてに同じ報告を送信

l アナログだった電話がチャットで⾒える化



シンプルな電話代⾏サービス「fondesk」とは？

安⼼・わかりやすい料⾦体系（その他費⽤⼀切なし）
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⽉額基本料⾦

10,000円
従量料⾦

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

+ =

例. 1ヶ⽉で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。

* 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/


こんな場合はどうなる？fondesk活⽤法 1/4

複数のサービスを運営、各サービス宛の電話がくる場合
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※ 1つのカードに3つ名称を登録できます。
※ 電話のやりとり、状況によってはカードを参照できない場合があります。

応答カード：窓⼝の別名Check

名乗り以外の名称宛の電話にも、⽤件を取り次ぐことができます。

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。

ペリカンフーズはこちらの番号ではないですか？

はい、ペリカンフーズです。
ご⽤件お伺いいたします。

応答カード登録例 対応例



こんな場合はどうなる？fondesk活⽤法 2/4

間違えやすい苗字の社員がいる
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※ 同姓の社員が複数いる場合にはフルネームを登録することで下の名前をヒアリングします。
※ 電話のやりとり、状況によってはなまえ辞書を参照できない場合があります。

なまえ辞書Check

聞き取りにくい名前を登録しておくと、オペレーターが復唱確認時に参照することができます。

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。

サイキさんいらっしゃいますか？

恐れ⼊ります、サエキではなくサイキ
でお間違い無いでしょうか？

なまえ辞書登録例 対応例



こんな場合はどうなる？fondesk活⽤法 3/4

迷惑な営業電話が何回もかかってくる
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ブロックリストCheck

迷惑電話や、取り継がなくていい営業電話を番号を登録することで着信を拒否できます。

ブロッックリスト登録例l ブロックリストに登録した番号からの着信は
⾃動⾳声メッセージでの案内に切り替わる

l 登録上限数は10,000件

l ブロック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となる



こんな場合はどうなる？fondesk活⽤法 4/4

折り返し番号を伝えてもらえず、連絡が取れない
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発信元番号の通知Check

マイページで取得している発信元番号を通知に挿⼊することができます。

ブロッックリスト登録例l 連携した通知の詳細設定画⾯から発信者番号の
表⽰をONにする

l ⽤件欄の下に「発信者番号」という項⽬ととも
に取得した番号を表⽰して通知

l 「発信者番号」はマイページの履歴詳細画⾯に
も記載

通知の詳細設定画⾯から以下項⽬をONにする

⽤件の下に「発信者番号」という項⽬が挿⼊される



おかげさまで、有償導⼊3,000社以上!
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※ アルファベット順です。



導⼊事例：⾏政書⼠法⼈GOAL

⼠業事務所でも電話代⾏は活⽤できます
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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。

l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

l対応の即時制が失われお客様の不満に
繋がりそう

l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

l「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

⽯下さん

導⼊前 導⼊後

業 種 ⼠業 従業員数 19名 受電件数 300件 / ⽉



導⼊事例：株式会社FREE WEB HOPE

⽣産性を上げたければ、絶対⼊れるべき
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導⼊前 導⼊後

業 種 コンサルティング 従業員数 30名 受電件数 300件 / ⽉

相原さん

l営業電話ばかりでうんざりしていた
l電話対応によって作業が中断され⽣産性が
落ちていた

l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

l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

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。



導⼊事例：インクルージョン・ジャパン株式会社

重要な電話を取り逃さず対応できる
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導⼊前 導⼊後

業 種 投資 従業員数 10名以下 受電件数 40件 / ⽉

梅⽥さん

lミーティング、商談が電話で中断される
l貴重な電話を取り漏らす
l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

lミーティングや商談に集中できる
l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

l⾃然とオフィスにメンバーが集まるようになった

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。

電話が鳴らなくなって、オフィスが集中できる環境になりました。⾃然とみんなで集まる
ことも多くなって、オフィスにいる時間が圧倒的に⻑くなりましたね。

吉沢さん



運営会社
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商号 株式会社うるる（ULURU.CO.,LTD.）

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

事業内容 クラウドソーシング事業／ CGS事業／ BPO事業（⼦会社）

本社所在地 〒104-0053 東京都中央区晴海３丁⽬１２-１ KDX晴海ビル９Ｆ

資本⾦ 1,033,381,100円（2021年10⽉4⽇時点）

代表者 代表取締役社⻑ 星知也

従業員数 222名（⼦会社含む、2021年3⽉31⽇時点）

認定・取得



申し込み・問い合わせ
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https://www.fondesk.jp/inquiry/

チャット
平⽇10:00〜19:00

Eメール
1営業⽇以内に対応

申し込み

https://www.fondesk.jp/

fondesk Webサイト
「無料で試してみる」から

申し込み

問い合わせ

https://www.fondesk.jp/inquiry/
https://www.fondesk.jp/?utm_source=service_site&utm_medium=dl_contents&utm_content=primarysupport_04

