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ＮＴＴビジネスソリューションズ
「ONE CONTACT Network」×「AI 電話サービス」

ＮＴＴグループの技術を結集したコンタクトセンターシステムに
ボイスボット「AI電話サービス」が連携開始！
ＮＴＴビジネスソリューションズが開発・提供するクラウド型コンタクトセンターシステム
「ONE CONTACT Network」に、
ＮＴＴドコモのボイスボット「AI 電話サービス」が連携。注文・予約・変更手続きなどの申込みやリマインドコールなど、定型
的な受架電業務の自動化を実現できる。また、より複雑な問い合わせについてはオペレータにエスカレーションするなど、
機械と人の融合による高度なサービスを提供可能。CX 向上に向けた顧客接点改革を実践できる。

図２ 「AI 電話サービス」連携による全体イメージ
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図１ 「ONE CONTACT Network」の概要
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ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
バリューデザイン部
バリューインテグレーション部門
CX コンサル担当
E-mail：aqstage_ipcc@west.ntt.co.jp
URL：https://www.nttbizsol.jp/
service/ocnw/

図３ 「AI 電話サービス」の導入効果
（AI 電話サービスWeb サイトより）
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