ソリューションレビュー

アイティフォー

コンタクトセンターCXソリューション

音声データの派生的活用でセンター変革を実現！！
確立された技術と先端技術の両輪で運営を支援
生産性向上、品質向上、コスト削減、コンプライアンス管理─ コンタクトセンターにおける難題解決は、AI（人工知能）
や
RPA（Robotic Process Automation）などの第四次産業革命技術の登場により光明が差しつつある。しかし、これらの
ソリューションは、ノウハウなしには使いこなせない。アイティフォーは、業界 20 年間の SI実績に基づいて、課題に応じたソ
リューションの提案から導入設計・運用支援まで、コンタクトセンターの IT 活用を支援する。
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お問い合わせ先

株式会社アイティフォー

CTI・基盤システム事業部営業部
TEL：03-5275-7919
E-mail：info@itfor.co.jp
URL：http://www.itfor.co.jp
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