
「飲食店向け 発信写録」は飲食店の現場の声を取り入れ
飲食店のために開発したCTIシステムです
有名店でもご利用いただいている信頼の製品です飲食店向け 発信写録

は っ し ん し ゃ ろ く

売上が上がる
!

CT I Computer Telephony Integration
Windows 10/ 8 / 7/ Vista

他店と差がつく接客＆顧客管理システム

電話が鳴ると瞬時にお客様情報がでる

スゴイ仕掛けができた

新登場

Windows 10/8/7/Vista（管理者権限が必要）
※64bit版は32bit互換モード（WOW64）で動作
Windows対応のマウス、その他ポインティング・デバイス
12倍速以上（検索時にCD-ROMが必要）
Windows 10/8/7 ： 1GB以上（64bit版は2GB以上）
Windows Vista : 1GB以上（Vista Home Basicは512MB
以上）
130MB以上の空き領域 （データをファイル出力する場合は
その分空き領域が必要）※電話帳データベースをインストール
する場合は更に約300MBの空き領域が必要
1024×768以上
High Color以上
対応機器に応じて、ケーブル接続用のポート（COMポート、
USBポート、LANポート）が必要
Windows 8.1/8では、デスクトップ上で動作します



※電話回線に接続しなくても顧客管理機能は利用できます。

全国電話帳データベースから
お客様情報を表示

登録した顧客データから
お客様情報を表示

ズバリお客様一人ひとりに
合わせた接客をすること！

電話にでる前に相手がわかる

お客様情報を細かく管理

お客様の抽出がらくらく

抽出らくらく！

静岡県浜松市
誕生月7月で抽出

印刷

常連客のような対応が
お客様は嬉しい！

細かな気配りで
お客様の心をつかむ

新規の場合 登録済みの場合

リピーター獲得の近道

◎接客に役立つお客様の特徴をメモしておく
◎本日ご来店のお客様情報を店員同士で共有する
◎クレームを登録し同じ失敗を繰り返さない
◎リピーター増加でスタッフのやる気もアップ

電話受付業務、顧客管理業務に必要な項目をすべて網羅。お客様情報を1つの画面で一括管理できます。
また、現在お持ちのお客様情報をCSV形式のテキストファイルで簡単に取り込むことも可能です。

年齢、利用回数、誕生日など、ターゲットとなるお客様を条件抽出し、マーケティングに利用します。抽出したお客様情報（宛
名）は、はがきやラベル等に連続印刷できます。また、本日予約確認が必要なお客様も抽出可能です。

これまでの電話対応は、新規とお得意様との区別がつかず、どのお客様に対しても同じ対応をしていたのではないでしょう
か。「飲食店向け 発信写録」は着信と同時に、「新規」か「お得意様」を瞬時に判断し、パソコンの画面にお客様情報を表示。
お客様ごとに特別な対応ができます。

全国電話帳データベース約2,137万件を搭載
しているため、着信があると初めてのお客様で
も、氏名（会社名）、住所をパソコンの画面に表
示します。予約内容を入力し、そのままお客様情
報として登録できます。※電話帳データに搭載し
ているお客様のみ画面に表示します。

はじめてのお客様でも
相手が把握できて安心！

明日のご予約ですが
人数に変更はございま
せんでしょうか

卵アレルギーを
お持ちのようですが
別のお品に
変更いたしましょうか

お電話ありがとうございます
私受付担当の佐藤と申します

田中様、いつもありが
とうございます！
先月は新年会でのご来店
ありがとうございました

必要な情報が
瞬時に呼び出せる

Point! Point!

Point!

Point!

お客様基本情報 予約内容・履歴 ■登録できる項目が豊富

■ケータリングにも対応

お客様情報…着信日時、着信番号、電話番号
1～3、FAX番号、郵便番号、住所、住所メモ、
フリー住所1～2、顧客区分、ランク、会社名、
会社名カナ、部署、役職、名前、名前カナ、生
年月日、利用回数、トラブル、名簿メモ1～2、
備考、E-Mail1～2、家族情報1～5
予約履歴…受付日時、予約日時、利用内容、
前日確認チェック、利用内容、利用目的、人
数、上座数、下座数、料理メニュー、料金、会
計合計、支払方法、予約名称、幹事、連絡先、
予約メモ1～2、備考、予約担当、接客担当

仕出しの管理に便利な、項目を用意した管理
画面も搭載しています。また、別売りの地図ソ
フトと連携すると、目的地の地図を表示、配達
時に大変便利です。

◎20代をターゲットに案内をしたい
◎お得意様に割引券を送付したい
◎誕生日メニューの案内をしたい
◎予約確認が必要なお客様を抽出したい

料理はおいしい、店の雰囲気もいい、接客態度も問題ない…

リピーターを増やすには何が足りない？

すでに登録済みのお客様は、その登録情報を画
面に表示します。
あらためてお客様の情報を聞き出し、台帳等に記
入する必要がないため、お客様を待たせることが
ありません。ご利用履歴などをもとに、そのお客
様だけの特別な対応ができます。

特 長 2

特 長 3

特 長 1
顧客満足
アップ

リピーター
獲得

売上
アップ
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電話が鳴ると電話が鳴ると
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■ご利用のためには下記の機器が必要です

機器の準備や設置についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
お客様がご利用開始できるまで当社が責任を持ってサポートいたします。
機器の設置を代行するサービスもございます（有料）。

パソコンが苦手でもご安心ください
準備と設置は当社がサポート！

お問い合わせの前に下記の内容をご確認ください
1.パソコンで着信する電話回線はいくつですか
2.アナログ回線ですかデジタル回線ですか
3.ナンバーディスプレイ契約を結んでいますか
4.ビジネスフォンを利用していますか

5.パソコンの設置場所は固定ですか（同じ場所に置いていますか）
6.（現在対応アダプターをお持ちの場合）メーカー型番を教えてください
7.インターネットの接続環境を教えてください（ISDN/ADSL/光）
8.パソコンにCOMポートはありますか

本製品パソコン 対応機器

ケーブル

※詳しくは下記の対応機器一覧表をご覧ください。

飲食店向け 発信写録

安心！

飲食店向け 発信写録
はっしんしゃろく

オープン価格
（CD-R1枚）

ナンバーディスプレイアダプター
またはターミナルアダプター

●製品に関するお問い合わせは ●お申し込み・お問い合わせは

個人のプライバシー保護について

日本ソフト販売株式会社
カスタマーサポートセンター

●販売元

http://www.nipponsoft.co.jp/

日本ソフト販売株式会社

受付時間 月曜日～金曜日 10時～12時 / 13時～17時 （祝祭日を除く）

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7階
〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町312-32 浜松シティビル4階

本　　　　社
浜松センター

当社は2007年1月、日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク」を取得しております。

053-452-0609TEL.

Windowsは米国Microsoft Corporationの商標です。「スーパーマップル・デジタル」は株式会社昭
文社、「MapFan.net」はインクリメントP株式会社、「いつもNAVI」は株式会社ゼンリンデータコム、
「グランマップ東京都全域版」は株式会社マップネット、「プロアトラス」はヤフー株式会社の商標及
び登録商標です。製品の仕様は、改善のため将来予告なしに変更する場合があります。使用してい
る画面は開発中の画面又ははめこみ合成ですので、実際の表示画面とは異なる場合があります。

本製品では電話帳検索機能を実現する目的で、公開された電話帳情報を使用してお
ります。弊社は、本製品において当該電話帳情報を上記機能の実現以外には使用し
ておりません。掲載電話帳情報の開示・訂正・削除・利用または第三者への提供の拒
否を希望される場合は、下記窓口までご連絡ください。ご連絡がご本人またはご本人の
代理人と確認できた後に、次期製品より対応させていただきます。また、当社は個人情
報保護にあたりJISQ15001に準拠し個人情報保護マネジメントシステムの継続的改
善に努めております。お客様も本製品を利用して個人情報を使用する場合には、「個
人情報保護に関する法律」を遵守の上ご使用ください。電話帳データは暗号化で保
護され提供されています。

日本ソフト販売株式会社 情報セキュリティ委員会　TEL:053-452-0609
※検索により得られる情報は変更される可能性があります。電話番号・住所・掲
　載名など変更があった場合、正確な結果が得られない場合があります。
※掲載名カナは機械的に付加していますので、目安としてご利用ください。

※地図表示には連携ソフト（別売り）・サービスが必要です。
　地図ソフトにより一部地域で表示できない場合があります。
※連携製品のOS対応につきましては各メーカーにお問い合
　わせください。
※電話番号・住所・掲載名などに変更があった場合、正確な結
　果が得られない場合があります。

□OS

□デバイス
□CD-ROMドライブ
□メモリ

□ハードディスク

□画面解像度
□表示色
□その他

Windows 10/8/7/Vista（管理者権限が必要）
※64bit版は32bit互換モード（WOW64）で動作
Windows対応のマウス、その他ポインティング・デバイス
12倍速以上（検索時にCD-Rが必要）
Windows 10/8/7 ： 1GB以上（64bit版は2GB以上）
Windows Vista : 1GB以上（Vista Home Basicは512MB
以上）
130MB以上の空き領域 （データをファイル出力する場合は
その分空き領域が必要）※電話帳データベースをインストール
する場合は更に約300MBの空き領域が必要
1024×768以上
High Color以上
対応機器に応じて、ケーブル接続用のポート（COMポート、
USBポート、LANポート）が必要
Windows 8.1/8では、デスクトップ上で動作します

Windows 10/8/7/Vista（管理者権限が必要）
※64bit版は32bit互換モード（WOW64）で動作
Windows対応のマウス、その他ポインティング・デバイス
12倍速以上（検索時にCD-ROMが必要）
Windows 10/8/7 ： 1GB以上（64bit版は2GB以上）
Windows Vista : 1GB以上（Vista Home Basicは512MB
以上）
130MB以上の空き領域 （データをファイル出力する場合は
その分空き領域が必要）※電話帳データベースをインストール
する場合は更に約300MBの空き領域が必要
1024×768以上
High Color以上
対応機器に応じて、ケーブル接続用のポート（COMポート、
USBポート、LANポート）が必要
Windows 8.1/8では、デスクトップ上で動作します

動作環境 収録データについて

全国の電話帳に掲載されている個人名、法人名、電話番号、
住所（統廃合に対応）に郵便番号を付記し収録しています。
（電話帳情報）
2015年5月までに発刊された最新情報約2,137万件
（統廃合情報）
2015年8月までの市区町村統廃合に対応
（漢字文字）
JISX0208-1990（新JIS）の第一・第二水準文字を使用

連携ソフト・サービス

●スーパーマップル・デジタル1～16
●MapFan.net
●いつもNAVI
●グランマップ東京都全域版（Ver.2.22以降）
●Googleマップ
●プロアトラス SV7/SV6/SV5

改版　2017年 4月 1日
無断転写禁止
P10163-05

対応機器一覧表 （一部抜粋 ※1） 弊社ホームページにて、すべての対応機器および
利用可能な機能、利用上の注意点をご覧いただけます。

●ひかり電話（フレッツ光ネクスト）にてご利用の場合、LAN環
境内において、パソコンからひかり電話対応機器の設定画面
が直接参照できる環境が必要です。
飲食店向け発信写録の設定にて、ひかり電話対応機器のIP
アドレスの入力が必要となります。あらかじめご確認ください。詳
しくは弊社ホームページをご覧ください。

●次の環境における飲食店向け発信写録の使用は動作保障
外となります。 
１．対応機器が動作保障していない回線を使用する場合
２．対応機器一覧表に含まれていないビジネスフォン、PBXにて
使用する場合

※対応機器やケーブルのOS対応状況やドライバーなどの設定
につきましては各社サポートセンターにお問い合わせください。

※1 NTTひかり電話対応機器以外は2015年11月現在、販
売中の機器のみ掲載しています。

※2 アナログ回線対応機器は、ナンバーディスプレイ対応の
アナログポート出力がある機器に接続してご利用できる
場合があります。

※3 飲食店向け発信写録の着信照会画面または登録名簿
照会画面から電話をかける機能が利用できます。

※4 飲食店向け発信写録が起動していない間の着信履歴を
対応機器から取り込む機能（30件）が利用できます。 

NTT
PR-500KI / PR-500MI
RT-500KI / RT-500MI
RV-440NE / RV-440KI / RV-440MI
RT-400NE / RT-400KI / RT-400MI
PR-400NE / PR-400KI / PR-400MI
RT-S300NE / RT-S300SE / RT-S300HI
RV-S340NE / RV-S340SE / RV-S340HI
PR-S300NE / PR-S300SE / PR-S300HI

アイコム
SR-60V / SR-60VN
VR-7000

ひかり電話 （フレッツ 光ネクスト） INS64回線

Aterm（R）IT31L
Aterm（R）IT21L

INSメイトV30Slim

VE-IG1

ALEX-TDC200 / ALEX-TD680
ALEX-TD580 / ALEX-TD480

アイコム

NEC
※3
※3

NTT
※3

※4

ALEXON
※3
※3

IT住宅研究所

アイコム

USBCID3-JP

VE-AG1

アロハND5

アナログ回線 ※2

日興電機製作所

Windows 10 / 8 / 7 / Vista が快適に動作するパソコンをご
用意ください。対応機器に応じて、ケーブル接続用のポート
（COMポート、USBポート、LANポート）が必要です。RS-232C
ケーブルによる接続で、パソコンにCOMポートがない場合は、
USB-シリアル変換ケーブルを別途ご用意ください。

※電話回線に合った対応機器が必要です。
※パソコンと対応機器を接続するために、対応機器に応じたケーブル（RS-232Cケーブル、USBケーブル、
LANケーブル）が必要です。対応機器に付属のケーブルをご使用ください。
※各対応機器が動作する電話回線と、ナンバーディスプレイ契約（有料）が必要です。




