
～ お客様を温かくお迎えする 受付電話ロボットのご紹介 ～

株式会社ウェルボ

受付電話ロボット



受付ロボット 特徴

顔認証
目、鼻、口などの顔パーツの座標位置を検出。
登録された顔を照合して２回目以降の来訪者様を
顔パスでお迎えします。

音声認識 音声でのコマンド操作や文字入力が可能です。

人感センサー 約２メートル先から来訪者様を検知し、お声がけします。

音声合成 人間らしく自然な音声でお声がけます。

こんにちは
おはよう
ございます
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受付の流れ

受付から通話まで がシステムでお客様をサポート

受付対応

取次ぎ先決定

内線電話でご連絡 来訪者様との通話

来訪者様の登録

来訪者様のお顔を記憶
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「来訪予定」画面イメージ

運用者様は来訪者様のアポイント情
報を来訪予定として追加が可能です。 4



「来訪履歴」画面イメージ
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来訪履歴の閲覧・CSV
ファイルへのエクス
ポートが可能です。

来訪者様の前回訪問
日時などの情報の閲覧
や来訪者様情報の編

集が可能です。

「来訪者リスト」画面イメージ
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社内の内線番号の情報追加と編集、
リストのインポートやエクスポートを
CSVファイルにて簡単に行えます。

「内線番号リスト」画面イメージ



abitel cloud 内線番号表
テンプレートバージョン 3.0

インポートURL:

電話帳コード  ‣ A15001-01 会社代表受付

使用開始日  ‣ 2017年3月31日 必須 連絡番号 ‣ 〈内線番号〉 1001 必須

最終更新日   ‣ 2017年3月7日 代替番号 ‣ 〈abitelフォン〉 1002 必須

※ 部署名を入力したあと、一段下の行から社員情報を入力してください。
部署 部署（かな） 社員番号 姓 姓（かな） 名 名（かな）〈連絡番号種別〉連絡番号〈代替番号種別〉代替番号 役職等
取締役 とりしまりやく 〈内線番号〉 2000 〈abitelフォン〉 1001

0000001 山田 やまだ 太郎 たろう 2001 社長
0000002 田中 たなか 健二 けんじ 2002 1111 専務
0000003 島本 しまもと 高貴 こうき 2003 1112 専務
0000004 槇 まき 正春 まさはる 2004 取締役
0000005 大田原 おおたわら 源一郎 げんいちろう 2004 取締役

経営管理企画 けいえいかんりきかく 2010
0000010 髙橋 たかはし 肇 はじめ 2011 部長
0000011 長島 ながしま 茂雄 しげお 2012 課長
0000012 吉川 よしかわ 慶子 けいこ 2013
0000013 近藤 こんどう 佳子 よしこ 2010

経理部 けいりぶ 2020
0000020 東川 ひがしかわ 真弓 まゆみ 2021 部長代行
0000021 佐藤 さとう 慶子 けいこ 2020
0000022 中島 まかじま 卓哉 たくや 2022

総務部 そうむぶ 2030
0000030 丸山 まるやま 茂樹 しげき 2031 部長
0000031 山中 やまなか 彰男 あきお 2032 課長
0000032 林 はやし 直也 なおや 2033
0000033 鈴木 すずき 和幸 かずゆき 2034 課長
0000034 菊川 きくかわ 花江 はなえ 2035

システム管理課 しすてむかんりか 2040
0000040 新庄 しんじょう 誉 ほまれ 2041 課長代行
0000041 星野 ほしの 真一 しんいち 2042 係長
0000042 渡邊 わたなべ 健 けん 2043
0000043 高山 たかやま 美里 みさと 2040

https://www.abistrobo.jp/abitel/cloud/loginTo?ref=%2Fabitel%2Fcloud%2FextensionList%2FfileImport&telBookCode=A15001-01
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「内線番号表テンプレート」イメージ

内線番号リストのメニューよりＣＳＶファイル
で内線表のテンプレートをダウンロードでき
ます。エクセルでまとめて内線表を記入し、ク
ラウドへ一括で情報を投入できます。
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各社員のクラウドでの権限付けやク
ラウドのログインパスワードの変更等
が行えます（管理者モードのみ）。

「ユーザ管理」画面イメージ

画面名 管理者 一般ユーザ

来訪予定 ○ ○

来訪履歴 ○ △

来訪者リスト ○ ○

内線番号リスト ○ △

ユーザ管理 ○ ×

○：更新可 △：閲覧可 ×：閲覧不可
＊1：自身で登録または、取次先の来訪予定のみ閲覧・更新可。
＊2：自部署内のユーザの来訪履歴のみ閲覧可。
＊3：自部署内のユーザの来訪者リストのみ閲覧・更新可。

ユーザ権限
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ウェルボ導入事例
（株）ニチレイロジグループ 様

業種：食品物流

（株）オカムラ 様
業種：オフィス環境事業、商環境事業、物流機器事業

●内線番号表から取次先を探す必要がなくなり、お客様
の負担を低減できるようになりました。

●来訪者履歴等の情報はクラウド管理の為、万が一の故
障や盗難時も安心です。

●導入の際の初期費用が安いです。

●受付での注目度が高いです。

●機器のサイズがそれほど大きすぎずちょうどいいです。

●操作が簡単でした。

JFE商事エレクトロニクス（株） 様
業種：半導体・エレクトロニクス商社

●当社に対してもイノベーティブな企業であるとの印象を
お客様がお持ちになると考えられます。

●クラウドを利用した履歴管理、バックアップ、将来的な拡
張可能性に期待できます。

https://welbo.jp/casestudy/#pacific-systems


来訪者画像転送機能

・ ご契約期間の途中解約の場合の残クラウド料金は、返金いたしかねます。

・ クラウド契約終了月の2ヶ月前に延長のご案内を致します。

・ 設置工事に関しては、別途お見積させていただきます。

・ メーカー1年保証（1年以内の故障は機器・送料無償で交換，1年後はセンドバックの有償機器交換） 、耐用年数7年

価格表

【導入必要環境】
・本体の置台（推奨の高さ：90～100ｃｍ）
・アナログ電話線

（2芯単独電話線、トーン信号対応、応答信号あり（極性反転機能）、アナログ空ポートが必要）
・インターネットにつながるLANまたは、Wi-Fi
・AC100Vの電源

本体 ライセンス月額 期間 総額

 ＷＢ１０００Ａ

本体 + ライセンス1年
¥139,000 ¥3,500 12ヶ月 ¥42,000

 ＷＢ１０００Ｓ

本体 + ライセンス5年 ¥301,000 ¥3,400 60ヶ月 ¥204,000

 ＷＢ１０００Ｍ

本体 + ライセンス6年 ¥341,800 ¥3,400 72ヶ月 ¥244,800

 ＷＢ１０００Ｌ

本体 + ライセンス7年
¥382,600 ¥3,400 84ヶ月 ¥285,600

 ＷＢ-１２

ライセンス1年延長 ¥42,000

 ＷＢ-ＧＴ

来訪者画像転送機能 ¥25,000
【オプション】
初回費用のみでユーザー無制限で利用可能。

製品 定価（税別）
価格内訳

¥97,000

-

受付時にウェルボが来訪者の顔画像を瞬時に撮影

担当者パソコンのデスクトップ画面に
来訪者の静止画像をポップアップ通知します。

→ 飛び込み営業対策やセキュリティ対策としてご活用いただけます。

※アプリケーションの環境条件はウェルボが接続されている構内LANでの
運用になります。Windows専用アプリです（Windows７以降対応）。

※無許可で撮影した来訪者の顔画像は受付終了後に削除されます。
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受付電話ロボット お問合せ先

サポートセンター : ＴＥＬ ０５０－５５３１－９９１０
受付時間：月曜～金曜
9:20～12:00 13:00～17:00 ※祝祭日、年末年始、弊社休業日を除く

お問合せ先
株式会社ウェルボ 東京営業所

営業担当 ： 佐藤(サトウ) ０８０－８５１７－０５４７
営業担当 ：
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