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展示会招待券

5年後のto be―成長をもたらす「顧客ファースト」の真髄

株式会社

SNSで最新情報を配信しております。

株式会社アイティフォー 2F - 09

株式会社アイティフォー
CTI・基盤システム事業部 営業推進部　榎本　佐知雄
TEL：03-5275-7919    FAX：03-5275-7921    Mail：seminar@itfor.co.jp

以下の通り、ワークショップを開催いたします。

◆ 5年後のコンタクトセンター研究会メンバーが提言！！　～令和時代のコンタクトセンター課題と解決～

【日時】11月14日（木）14：30～15：00
【場所】会場2階ワークショップ　D会場（D13）

いま、コンタクトセンターで展開されているオムニチャネル戦略の中で､音声チャネルが「ＣＸ」の最前線である
とあらためて認識されています。また、人的リソース不足はさらに深刻化し､「生産性向上｣｢高品質維持」の対策
が業績アップに直結しています。当ブースでは､それら課題に対応する、音声認識技術を活用した｢高度な会話分
析｣ / セルフサービスを実現する｢ロボティックコール｣ / オペレーター業務をサポートする｢コンタクトセンター特
化型ＲＰＡ｣など先進ソリューションを展示して､具体的な課題解決策をご提案します。

アイティフォーが提供する5つのコールセンターソリューションをご紹介します。
・NICE Cognitive Automation（コグニティブ・オートメーション）
・NICE Advanced Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）
・NICE Engage Platform（録音・録画・ QM・コーチング）
・Nexidia Analytics（音声認識・分析ソリューション）
・Aspect Unified IP（マルチチャネル対応統合コンタクトセンター基盤 ／ ロボティックコール）



概  要
日本のコールセンター市場に「カスタマーエクスペリエンス」というコンセプトが出現して約10年。顧客ファーストを体現する言葉として定着、浸透しましたが、深刻化する
採用難・人手不足によって、その実践が困難を極めているのも事実です。消費者（顧客）の発言力が強まる一方の社会において、主要な顧客接点であるコールセンターが
目指すべき方向性、「あるべきカスタマーエクスペリエンス」の姿とは――。最新ITと識者・経験者の知見を集約して現場マネジメントの方向性を示唆します。

基調講演
コンタクトセンター・アワード 2019AI（人工知能）セミナー

ワークショップ プライベートセミナー
実践研修講座

事例＆ソリューションセミナー展示会 特別企画： AI（人工知能）ゾーン ES向上 / 働き方改革ゾーン

ネクスト・コンタクトセンター・サミット《20周年特別企画》
イベント
プログラム

K-1 　11月13日（水）  9:00▶10:00

「CSトップクラス企業」に聞く 戦略的カスタマーサービス
新規顧客の獲得、既存顧客の維持とロイヤルティ向上。両方を実現するためには、顧客接点における「カスタマーエクスペリエンス」の向上は絶対に
欠かせない要素となってきました。カード業界、コールセンター業界で CSトップクラスと評価されているアメリカン・エキスプレスのサービス事
業を率いる水村氏と、日本最大の顧客満足度調査「JCSI」の設計、分析に携わる青山学院大学の小野教授がポイントを議論します。
アメリカン・エキスプレス・ジャパン　代表取締役社長　水村 直美 氏
青山学院大学　経営学部 マーケティング学科 教授　小野 譲司 氏
※本講演はサテライト講演を実施いたします。メイン会場（F会場）が定員に達した場合、サテライト会場へご案内させていただきますので予めご了承いただき、
　当日はお早めに会場にお越しください。

K-2 　11月14日（木） 9:00▶10:00
「労働力」の未来を知るキーワード キャリアから「エンプロイー・エクスペリエンス」への変化
慢性的かつ深刻な労働力不足と採用難に苦しむコールセンター業界。人事マーケットでは「代替的労働力」と呼ばれる契約社員、フリーランス、派
遣社員を主力とする職場なだけに、離職予防は困難を極めますが、従来の報酬（インセンティブ）やキャリアといった視点に加え、「従業員体験（エ
ンプロイー・エクスペリエンス）の向上が重要視されつつあります。「グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド 2019」をまとめているデロイ
トトーマツコンサルティングの小野氏が、「企業が捉えるべき組織運営のトレンド」を解説します。
デロイト トーマツ コンサルティング　執行役員 パートナー　小野 隆 氏
※本講演はサテライト講演を実施いたします。メイン会場（F会場）が定員に達した場合、サテライト会場へご案内させていただきますので予めご了承いただき、
　当日はお早めに会場にお越しください。

G-9 　11月14日（水）  10:45▶12:30
【第一部（10:45-11:30）：パネルディスカッション】
【第二部（11:45-12:30）：講演】

第一部： センターマネジメント経験者によるパネルディスカッション
AI活用/人手不足時代の「SV/マネージャー育成」 ～マネジメント高度化を推進する『教育プログラム』～
AI活用や採用難など外部環境は大きく変化していますが、コールセンターが品質を保ち、お客様満足を実現するためには、人によるマネジメントが欠かせ
ないということに変わりません。センターへの期待が高まり、要求される高度なマネジメントが高度化するなか、優秀な人材を確保するためにも、教育の
必要性がますます増しています。人材育成に関する現状と課題、今の時代に必要とされる管理者教育のあり方などを議論します。
パネリスト

カルディアクロス　和泉 祐子 氏
つくる考房　井口 大輔 氏
ICMI認定講師　近藤 由紀子 氏
モデレータ

リックテレコム　石川ふみ

第二部： コンタクトセンター運営のプロフェッショナルを目指すために ～人材育成に適した研修プログラムのご案内～
第二部：本イベント主催社のUBMジャパンとリックテレコムが提供するコールセンター業界に向けた研修プログラムを紹介いたします。
・世界で 10万人以上のマネジメントが受講した研修講座「ICMI」
・国内センター運営経験を知見を集結した「実践研修講座」
ICMI認定講師　近藤 由紀子 氏
リックテレコム　石川 ふみ

　「コールセンターの運営に必要なスキルと知識」などすべてのレベルのマネジメントに向けた ESK。SVからセンター長まであらゆる職位を対象としてい
ますが、特段センター長のようなクラスの方に受講していただきたい研修講座です。ICMI認定講師が ESKの講座概要と受講メリットを解説します。
　RICコールセンターキャンパス実践研修講座では、20人以上のプロフェッショナル講師を揃え、SVからセンター長までコールセンターのマネジメント向
けに、品質管理や KPIマネジメント、AI活用などさまざまなテーマで公開研修を展開しています。各講座の特徴を伝えるとともに、受講生の声から見えるコー
ルセンター業界の課題を検証します。

水村 直美 氏

小野 譲司 氏

B-6 　11月13日（水）  16:00▶16:45
「オフィス環境賞2019」発表！ ̶ 「̶働きやすい職場」だから実践できる“カスタマーエクスペリエンス”
「オフィス環境賞」は、コンタクトセンターの働きやすい設備、優れた制度など“器”を評価・表彰する賞で、3年に1度、開催しております。2019年度もさまざまなセンターの皆様に自
慢の設備を応募いただきました。深刻化する採用難、人手不足対策としても機能している受賞企業9社の発表と表彰式を行います。
プレゼンター： イー・パートナーズ代表／コンタクトセンター・アワード事務局　谷口 修 氏



H-1  10:30▶11:30 5年後のコンタクトセンター研究会：マネジメント分科会

KPI／モニタリング／人材育成
―― CXを高めるチャットセンターのマネジメント
パネリスト
ビッグローブ　コンシューマ事業本部CS推進部オムニチャネルG　土生 香奈子 氏
富士通コミュニケーションサービス　チャットコンサルタント　岸 ひなた 氏
アルファコム　執行役員　垣内 隆志 氏
モデレータ
富士ゼロックス　EDS事業本部 ソリューションサービス推進部　ネットワーク・セキュリティグループ マネージャー　加賀 宝 氏

H-2  11:50▶12:30 講演：エフォートレス

「日本流おもてなし」ではロイヤルティは上がらない
エフォートレス体験のススメ
リブ・コンサルティング　常務取締役 兼 CHRO　権田 和士 氏

H-3  13:00▶14:00 5年後のコンタクトセンター研究会：ストラテジー分科会

「カスタマーエクスペリエンス」と「カスタマーサクセス」
～新しいコンタクトセンターの"設計書"を考える～
パネリスト
メルカリ　CS Director　山田 和弘 氏
Veeva Japan　Product Marketing Manager　大貫 竜平 氏
ロイヤルカナン ジャポン　コーポレートアフェアーズ カスタマーケア　マネージャー　武者 昌彦 氏
モデレータ

ISラボ　代表　渡部 弘毅 氏

H-4  14:30▶15:30 パネルディスカッション：VOC活動

コンタクトセンターの真の役割「VOC活用の洗練度」
パネリスト
ジェーシービー　コミュニケーション本部　コミュニケーション企画部長　岩崎 也寸志 氏
NTTマーケティングアクト　北陸VOCサポートセンタ　担当課長　岩下 裕之 氏
ディー・エヌ・エー　システム本部 品質統括部　カスタマーサービス部 CSセンター長　西 雅彦 氏
モデレータ
リックテレコム　コールセンタージャパン編集部　矢島 竜児

H-9  10:30▶11:30 5年後のコンタクトセンター研究会：ソリューション／サービス分科会

チャット、ボット、音声認識
――「期待」と「現実」のギャップを埋める
パネリスト
伊藤忠テクノソリューションズ　エンタープライズ第1本部　サービスビジネス技術第2部　部長代行　須藤 大輔 氏
モビルス　代表取締役社長　石井 智宏 氏
アドバンスト・メディア　CTI事業部　部長　今宮 元輝 氏
モデレータ

CXMコンサルティング　代表取締役社長　秋山 紀郎 氏

H-10  11:50▶12:30 講演：チャットボット

米国最新事情と国内運営企業の品質比較で読みとく
これからのチャットボット
CXMコンサルティング　代表取締役社長　秋山 紀郎 氏

H-11  13:00▶14:00 パネルディスカッション：音声認識

モニタリングからVOC活動、
IVRまで音声認識が拓く顧客接点の近未来
パネリスト

SBI証券　カスタマーサービス　部長　河田 裕司 氏　
横浜銀行　営業戦略部ダイレクトチャネル企画グループ　グループ長　五十嵐 俊行 氏
NTTドコモ　サービスイノベーション部　担当部長　吉村 健 氏
モデレータ
プライムフォース　取締役ファウンダー　澤田 哲理 氏

H-12  14:30▶15:30 パネルディスカッション：HRテック

HRテック最前線 ITがもたらす“人財”革新
パネリスト
ベルシステム24　執行役員　HR本部副本部長　太刀掛 直紀 氏
TMJ　人材本部　本部長　木下 哲 氏
プラスアルファ・コンサルティング　取締役副社長　鈴村 賢治 氏
モデレータ
ツナググループ・ホールディングス　ツナグ働き方研究所　平賀 充記 氏

RSUPPORT
アイティフォー
アイ・ピー・エス
アイブリット
アクセラテクノロジ
アグレックス
アクロスウェイ
アステア インターナショナル ジャパン
アドバンスト・メディア
アトラス情報サービス
アニモ
アマゾン ウェブ サービス ジャパン
アルファコム
伊藤忠テクノソリューションズ
岩崎通信機
Insight Tech
AI Shift
エーアイスクエア
Hmcomm
HDI-Japan
エイ・ピーコムネット
エクレクト
エス・アンド・アイ
SCSK
SCSKサービスウェア
SBクリエイティブ
NEC
NECネッツエスアイ
NECプラットフォームズ
NTTアドバンステクノロジ
NTTコミュニケーションズ
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション
NTTテクノクロス
NTTネオメイト
NTT東日本
NTTビズリンク

NTTフィールドテクノ
NTTマーケティングアクト
MITシステム研究所
Empath
エンピレックス
オー・エイ・エス
オーシャン
オウケイウェイヴ
OKI
OKIソフトウェア
オデッセイ コミュニケーションズ
兼松コミュニケーションズ
ギグワークス
協栄産業
久留米市
クロノス
高知県
コミュニケーションビジネスアヴェニュー
コムデザイン
コラボス
Coltテクノロジーサービス
サーバーワークス
サイシード
再春館システム
サイバーエージェント
サイバーコム
サクシード
三協エアテック
GNオーディオジャパン
ジーネクスト
JRシステム
JIEC
ジェネシス・ジャパン
システムリサーチ
Syno Japan
下関市

シャープ
ThinkOwl日本法人
ジンテック
ズィーバーコミュニケーションズ
スカパー・カスタマーリレーションズ
Studio Ousia
ゼータ
セールスフォース・ドットコム
Zendesk
CENTRIC
ゼンハイザージャパン
ソウル情報システム
ソフツー
タカコム
タグジャパン
TeamViewer ジャパン
テクマトリックス
テックタッチ
テラスカイ
Twilio Japan
東京エレクトロン デバイス長崎
東芝デジタルソリューションズ
ナイスジャパン
長塚電話工業所
日本アスペクト・ソフトウェア
日本アバイア
日本オラクル
日本コンタクトセンター教育検定協会
日本証券テクノロジー
日本ブレケケ
Nuance Japan
ネクストジェン
NextGenビジネスソリューションズ
Nota
野村総合研究所
バーチャレクス・コンサルティング

P&Wソリューションズ
ビーウィズ
BeeX
BCC
日立産業制御ソリューションズ
日立システムズ
日立情報通信エンジニアリング
ヒュレンス
福岡市
富士通
富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
富士電機ITソリューション
不二家システムセンター
ブライシス
プラスアルファ・コンサルティング
プラスヴォイス
ブルーポート
ベリントシステムズジャパン
ポリコムジャパン
マーケティングアソシエーション
丸紅情報システムズ
三井情報
宮崎県
ミライト
メディアリンク
モビルス
ユーザーローカル
LignApps
ラクス
楽天コミュニケーションズ
りらいあデジタル
リンク
ルーシッド
レトリバ
ログイット

国内におけるコールセンターの歴史は、1990年代後半からスタートしました。
2000年に産声をあげた本イベントは、まさにその歴史とともに発展してきたといえます。20回目を迎えた今回、「これからのコールセンター」を左右する要素を検証すべく、「Next 
Contactcenter Summit」を開催します。ここ数年、成果発表を繰り返していた「5年後のコンタクトセンター研究会」をはじめ、VOC、HR、チャットボット、音声認識といっ
た技術要素と、カスタマーエクスペリエンス向上に欠かせない「エフォートレス」の視点について、識者や導入企業、ITベンダーなど、さまざまな立場から解説・議論します。

2019年10月18日現在



セミナー会場B （3F）

B-1  10:30▶11:15 事例 &ソリューションセミナー

Amazon Connect をはじめるべき3つの理由

サーバーワークス　代表取締役社長　大石 良 氏

B-2  11:30▶12:15 事例 &ソリューションセミナー

評価基準に縛られ見失いかけていた「お客様の気持ち」
～顧客視点のモニタリングへ、NPS活用への進化～

スカパー・カスタマーリレーションズ　品質保証統括部　CXコンダクター　丹羽 敦士 氏

B-3  13:00▶13:45 事例 &ソリューションセミナー

難渋顧客をデータベース化することで見えてきたこと、
これから進むべき方向性
日本菓子BB協会　常務理事　天野 泰守 氏
ジーネクスト　代表取締役　横治 祐介 氏
 CS推進室長　酒井 由香 氏
 執行役員　村田 実 氏

B-4  14:00▶14:45 事例 &ソリューションセミナー

圧倒的な生産性向上を実現する超FAQ!
コンタクトセンターの「ナレッジ活用」最新動向・最新事例大公開

アクセラテクノロジ　営業部　部長　松田 潤 氏

B-5  15:00▶15:45 事例 &ソリューションセミナー

AIコンタクトセンターにおけるFAQの進化と設計
～センタ―ごとのFAQのあるべき姿～

アイブリット　代表取締役社長　鈴木 道一 氏
ビーウィズ　品質マネジメント部　副部長　村木 友子 氏

B-6  16:00▶16:45 コンタクトセンター・アワード 2019

「オフィス環境賞2019」発表!
̶ 「̶働きやすい職場」だから実践できる
“カスタマーエクスペリエンス”

イー・パートナーズ代表／コンタクトセンター・アワード事務局　谷口 修 氏

セミナー会場E （2F）

E-1  10:30▶11:15

※詳細はオフィシャルWEBサイトよりご確認ください。

E-2  11:30▶12:15 事例 &ソリューションセミナー

キャッシュレス時代のセキュリティ対策はこう実現 
-カード情報を取り扱うコールセンターの最新事例をご紹介-

リンク　セキュリティプラットフォーム事業部　事業部長　滝村 享嗣 氏

E-3  13:00▶13:45 事例 &ソリューションセミナー

オーダーメイドな組み合わせを実現! 最新テクノロジーから
必要な機能を選択できるサブスク型コールセンタークラウドサービス
バーチャレクス・コンサルティング　
クライアントパートナリング部　執行役員　江本 研 氏

E-4  14:00▶14:45 事例 &ソリューションセミナー

コールセンターが元気になる、採用難時代のセンター運営のツボ!
エージェンシー歴20年、高田秀行氏が語る 業務運用改善のポイント!
JBMクリエイト　代表取締役社長　高田 秀行 氏
スリープロ　ソリューション推進部　新規事業推進グループ　グループマネージャー　布施 安詞 氏
オー・エイ・エス　ソリューション本部 アドバイザー／
日本コールセンター協会　人材育成委員・情報調査委員　佐藤 光章 氏

E-5  15:00▶15:45  
チャット/LINE活用に最適なシステム導入のポイントと、
Botと有人チャット応対の設計のポイント。 
～M-Talk導入/活用事例のご紹介～

アルファコム　執行役員　垣内 隆志 氏

E-6  16:00▶16:45 事例 &ソリューションセミナー   
問い合わせの可視化&FAQ最適化から始めませんか? 
～AIを賢くする近道とは?!～

Zendesk　Strategic Account Executive　吉田 千達 氏

事例 &ソリューションセミナー

セミナー会場G （5F）

G-1  10:45▶11:30 AI（人工知能）セミナー

繰り返されるAIブーム 
- 人とAIがコラボレーションするうまい付き合い方とは
ThinkOwl日本法人　代表取締役社長　Dominique Jaritz 氏
コミュニケーションビジネスアヴェニュー　最高マーケティング責任者　谷 和彦 氏

G-2  11:45▶12:30 AI（人工知能）セミナー

対話エンジンのNEXT STEP
～最新事例からみる対話エンジンの新しい使い方～
BEDORE　代表取締役　下村 勇介 氏

G-3  13:15▶14:00 AI（人工知能）セミナー

実践! AIによる顧客サポートROIの最大化とは 
～AI適用業務分析・KPI設定から、ビジュアルIVR・チャットボット導入まで～
モビルス　代表取締役社長　石井 智宏 氏

G-4  14:15▶15:00 AI（人工知能）セミナー

最新のAI技術が実現する!
業務効率化と“顧客の声”活用
エーアイスクエア　営業部　部長　岩崎 圭介 氏

G-5  15:15▶16:00 AI（人工知能）セミナー

最先端のAI技術を、いち早くコールセンターの
現場で活用するために必要な3つのこと
レトリバ　代表取締役　河原 一哉 氏

G-6  16:15▶17:00 AI（人工知能）セミナー

AIチャットボットによる顧客サポート業務効率化の
成功事例を公開
ユーザーローカル　コーポレートセールス　林 敬之 氏

時 間 セミナー会場A（3F） セミナー会場C（2F） セミナー会場D（2F）

11:00▶
11:30 A-1

ストレスフリー! 低離職率『AIコールセンター』の創り方
～オペレーターに寄り添う対話型探索から、応対履歴の自動化まで～ C-1

IOTと予防保守に対応した受付RPA化の実現
～受付対応・エンジニア手配のRPA化～ D-1 音声入力RPA×CRMで省人化を実現

野村総合研究所 アステア インターナショナル ジャパン NTTテクノクロス

11:45▶

12:15 A-2
人材不足の時代だからこそFAXの受付に費やす時間を削減しま
せんか? 
～業務効率化のために他社が取り組んでいること～ C-2

東芝が考えるAIを利用した
コールセンターの働き方改革 D-2

“少子高齢化社会におけるCXソリューション“企業が
抱えるCXでの課題（人材不足、、プロセス最適化など）
を元に、最上級の顧客体験提供を実現するには

協栄産業 東芝デジタルソリューションズ ナイスジャパン

13:00▶

13:30 A-3
「暗黙知使えるソリューション」
～製造業における暗黙知・属人化の解消～ C-3

顧客体験（CX）向上につながるFAQの作り方
～VOC活用で解決！問い合わせ数削減事例～ D-3

ビジネス指標を予測し最適化する
AI-ACD ルーティング

SCSKサービスウェア プラスアルファ・コンサルティング NTTコミュニケーションズ

13:45▶

14:15 A-4
BPOサービス導入で生まれるメリットとは?
～課題解決のポイントと働き方改革～ C-4

米国でトップシェアを誇る!
最先端の顧客体験指標のコールセンターでの活用法 D-4

ユーザーの声から見えてきた
～安価で出来る音声認識の可能性～

不二家システムセンター ベリントシステムズジャパン タカコム

14:30▶

15:00 A-5
AI、チャット、音声認識、、
なにからはじめて、どこをめざすのか C-5

ナレッジマネジメントによるカスタマーサポート改革
～デジタルトークスクリプトとFAQを活用した生産性の向上～ D-5

コンタクトセンターを「どこでもドア」で働き方改革
～時間とお金の節約事例のご紹介～

OKI テクマトリックス NTTアドバンステクノロジ

15:15▶

15:45 A-6
AIとチャットで乗り越える!
ナレッジ活用を阻む3つの壁 C-6

顧客の期待を上回るサービスを提供するには? 
～すべてのカスタマーエクスペリエンスでロイヤリティと価値を高める～ D-6

アジャイル型サービスが実現する
理想のコールセンター

富士通 日本アバイア コムデザイン

16:00▶

16:30 A-7
受電業務をもっと簡単に!!「話していないこと」も汲み取ってFAQ自動リ
コメンド、更に、「必要なメモ」を自動で残します! C-7

楽天グループのコンタクトセンターを活用したCX実現とは
～AI・音声テキスト化・声紋認証の活用事例～ D-7

もう悩まない! 音声データの活用方法
　～アグレックスが提供する音声マイニングソリューション

SCSK 楽天コミュニケーションズ アグレックス

16:45▶

17:15 A-8
導入担当者が本音で語る
コールセンターAI導入のハードルと突破方法 C-8

コールセンターのBPRは“音声”の活用で実現する
～人手不足だからこそ必要な音声ソリューション～ D-8

お客様の声から喜怒哀楽だけでなく、思考までの感情も解析しません
か? ～APIを使えばシステムへの組み込みも可能～

富士通 ソフツー ログイット



セミナー会場B （3F）

B-9  10:30▶11:15 事例 &ソリューションセミナー

「感情の可視化で見えてきた新しいコンタクトセンター運営」
～現場活用事例に見る国内初導入の音声感情解析ソリューション～

CENTRIC　感情解析研究室　室長　高尾 嘉大 氏

B-10  11:30▶12:15 事例 &ソリューションセミナー

遠隔サポートの生産性を最大限に向上させる、
世界トップレベルのリモート接続ツール　事例講演：ニフティ株式会社

TeamViewer ジャパン　エンタープライズセールス本部　本部長　徳野 裕 氏
ニフティ　カスタマーサポートグループ　マネージャー　尾又 徹 氏

B-11  13:00▶13:45 事例 &ソリューションセミナー

LINEなどチャット、電話を統合するSaaS型次世代
コンタクトセンターの事例とビジネスメリット

Twilio Japan　代表執行役員 社長　今野 芳弘 氏

B-12  14:00▶14:45 事例 &ソリューションセミナー

5G時代に求められるこれからの
コンタクト・サービスとは

日本オラクル　クラウド・アプリケーション事業統括 事業開発本部
ビジネス企画・推進部　担当シニアマネジャー　横山 富 氏

B-13  15:00▶15:45 事例 &ソリューションセミナー

【特典あり】600社超の導入実績から学ぶFAQマネジメントのコツ
～導入企業様限定のトレーニング内容を大公開～

オウケイウェイヴ　ソリューション事業部 アカウントマネジメント部 
　　　　　　　　　  ナレッジマネジメントグループ　山野井 美夏 氏

B-14  16:00▶16:45 事例 &ソリューションセミナー

コンタクトセンターの全顧客接点を最適化!!
カスタマーサクセスが実現する「チャットボット、
電話、メール」の改善効果を最大化する運用手法とは
りらいあデジタル　
カスタマーサクセス部　カスタマーサクセスマネージャー　齋藤 有登 氏

セミナー会場G （5F）

G-9  10:45▶11:30　

※詳細はオフィシャルWEBサイトよりご確認ください。

G-10  11:45▶12:30

※詳細はオフィシャルWEBサイトよりご確認ください。

G-11  13:15▶14:00 AI（人工知能）セミナー

文章解析AIを活用したコールセンター業務革新と顧客インサイト理解
~事例に学ぶ経営革新に向けたポイント~

Insight Tech　CEO　伊藤 友博 氏

G-12  14:15▶15:00 AI（人工知能）セミナー

回答候補のサジェストと後処理効率化における
“実用的な”音声認識のデモンストレーション

サイシード　代表取締役　中村 陽二 氏

G-13  15:15▶16:00 事例 &ソリューションセミナー

データで見る、顧客サポートノンボイス化の成功事例 3選 
～メーカー・金融・ECなど、業種別トレンドとは～

モビルス　代表取締役社長　石井 智宏 氏

G-14  16:15▶17:00 事例 &ソリューションセミナー

これからはじめるLINEを活用した顧客サービス
～LINE公式アカウントとLINE BRAINで実現する顧客接点～

LINE　広告事業本部 ボイスイノベーション室　室長　飯塚 純也 氏

セミナー会場E （2F）

E-9  10:30▶11:15 事例 &ソリューションセミナー

最新技術を活用したコンタクトセンター再構築のためのフレームワーク
【AI・チャット・音声認識等による技術活用とCC運営最適化戦略】

バーチャレクス・コンサルティング　オペレーションコンサルティング&セールス部　マネジャー　大森 草平 氏

E-10  11:30▶12:15 事例 &ソリューションセミナー

「AI・CX・EX」先進事例3選! 
CX（顧客体験）向上の鍵はEX（従業員体験）とAI活用にあり。 
BIZTEL事例にみる次世代コンタクトセンターのあり方

リンク　BIZTEL事業部　取締役 BIZTEL事業部長　坂元 剛 氏

E-11  13:00▶13:45 事例 &ソリューションセミナー

コールセンターが元気になる、採用難時代のセンター運営のツボ!
エージェンシー歴20年、高田秀行氏が語る プロフィット化推進のポイント!
JBMクリエイト　代表取締役社長　高田 秀行 氏
 オンサイトサポートオフィス　サービスストラテジー部門　部門長　古山 一雄 氏
オー・エイ・エス　ソリューション本部 アドバイザー／
日本コールセンター協会　人材育成委員・情報調査委員　佐藤 光章 氏

E-12  14:00▶14:45 事例 &ソリューションセミナー

コンタクトセンターでの音声認識は当たり前の時代に? 
今だからこそお伝えしたいホントの話

アドバンスト・メディア　CTI事業部　部長　今宮 元輝 氏

E-13  15:00▶15:45 事例 &ソリューションセミナー

ナレッジ作成・整理と活用の成功ポイントを大解剖!
～事例とFAQツール活用を紹介～

テクマトリックス　CRMソリューション事業部　ナレッジソリューション推進室　
　　　　　　　　　　 アカウント・マネジャー　鵜澤 昭宏 氏

E-14  16:00▶16:45 事例 &ソリューションセミナー

テキストマイニングで実現するCS（顧客満足）最大化施策
～顧客接点情報によるFAQ分析から音声認識、全社活用まで～

プラスアルファ・コンサルティング　見える化エンジン事業部　執行役員　事業部長　松原 雅仁 氏

時 間 セミナー会場A（3F） セミナー会場C（2F） セミナー会場D（2F）

11:00▶
11:30 A-9

元オペレーターが語る!
コールセンターのためのマニュアル・動画・教材作成 C-9

顧客フロントのデジタル化を加速するAIチャットボット
～AIチャットボット最新活用事例を詳解～ D-9

クラウド型コンタクトセンターにおける
カスタマーサクセスの実現

ブルーポート 富士通 ズィーバーコミュニケーションズ

11:45▶

12:15 A-10
音声感情解析が変えるコールセンター業務
～感情労働の現場に光をあてるAI　その技術と実例～ C-10

膨大な応対履歴をAIがサポート
～現場でいきるFAQを簡単に作成～ D-10

不特定・不定期な顧客とアプリ不要でかんたんビデオ通話
～SMS×ビデオ通話で実現するCX向上と効率化～

Empath 東芝デジタルソリューションズ NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション

13:00▶

13:30 A-11
～キーワードはリアルタイム&インタラクティブ～
コンタクトセンターに求められるRPA像とは C-11

音声認識クラウドサービスで実現する
コールセンター運用の効率化 D-11

売上向上に貢献するForeSight Voice Mining活用事例
～ 応対の改善・定着化に向けた取り組みの現場経験を語ります ～

ログイット コラボス NTTテクノクロス

13:45▶

14:15 A-12
【DX事例】 AIをもっと身近に。 ヘルプデスク業務の付加
価値を創出する活用ノウハウ公開! C-12

“リアルタイム音声分析”で
業務効率の大幅UPも可能になる?! D-12

“少子高齢化社会におけるCXソリューション“企業が
抱えるCXでの課題（人材不足、、プロセス最適化など）
を元に、最上級の顧客体験提供を実現するには

JIEC エス・アンド・アイ ナイスジャパン

14:30▶

15:00 A-13
コールセンターの効率化とよりよい顧客体験の実現へ
～ enjoy.CRMⅢとDynamics 365、Azure、AI、RPAができること ～ C-13

エージェント育成の自動化
～SVの業務をサポート～ D-13

5年後のコンタクトセンター研究会メンバーが提言!!
～令和時代のコンタクトセンター課題と解決～

OKIソフトウェア アニモ アイティフォー

15:15▶

15:45 A-14
【導入事例公開】もう音声ガイダンス聞かなくていいの?
～2ヶ月で稼働！富士通独自技術「ビジュアルIVR」～ C-14 ※詳細はオフィシャルWEBサイトより

ご確認ください。 D-14
アジャイル型サービスが実現する
理想のコールセンター

富士通 コムデザイン

16:00▶

16:30 A-15
チャットボットによる顧客満足度の向上と業務効率化の実現
～自己解決率60％超!　導入事例に学ぶ成功セオリー～ C-15

高齢化社会におけるコンタクトセンターの問題を解決! 
長塚電話工業所の音声補正技術を活用した聴覚支援シ
ステムのご提案と事例のご紹介 D-15

はじめての音声認識!
押さえておきたい提供/処理別のメリット･デメリット

野村総合研究所 長塚電話工業所 岩崎通信機

16:45▶

17:15 A-16
テレビ電話機能（WebRTC）を利用したコールセンター
サポートの紹介～障害者差別解消法にともなう聴覚障害
のお客さま対応について～ C-16

次世代・修理受付対応効率化の実現 
～最適レコメンデーションとAIによる、受付対応から後続業務
まで～ D-16 ※詳細はオフィシャルWEBサイトより

ご確認ください。

プラスヴォイス アステア インターナショナル ジャパン



主催: オウケイウェイヴ

F1-1
11:30▶

12:15

グループ従業員数2,000名超のホテルを運営する
グリーンズの従業員満足と業績向上の実現に向けた施策とは
グリーンズ　人財戦略室　室長　石原 昌佳 氏

F1-2
12:50▶

13:35

みずほ銀行が取り組んだWebサポート改革!
FAQ/AIチャットボット/有人チャットの運用の実際
みずほ銀行　個人マーケティング推進部　コンタクトセンター業務チーム　調査役　北野 祐介 氏

F1-3
13:50▶

14:35

“音楽配信のUSEN”から“店舗総合支援サービスのUSEN”へ
多様なIoT・ICTソリューション提供を支えるBtoBサポートサイト改善の取り組み
USEN　事業開発統括部 企画制作部　浜野 浩子 氏

F1-4
14:50▶

15:35

AIがFAQ作成を支援し、CS向上と業務量削減を同時に実現
ふるさと納税お礼の品、自治体数No1「ふるさとチョイス」FAQ改善の取り組み
トラストバンク　カスタマーフロント部 部長　土家 俊彦 氏

F1-5
15:50▶

16:30

Customer Support to Customer Growth
～AI時代、ナレッジ管理手法に革命が起きる～
オウケイウェイヴ　取締役副社長　佐藤 哲也 氏

F11-1
13:00▶

13:20

第1部【ビジネス・セッション】
AWSのAIを活用した次世代カスタマーサービス
講演者調整中

F11-2
13:35▶

13:55

第1部【ビジネス・セッション】
Amazon Connect ビジネスアップデート
講演者調整中

F11-3
14:10▶

14:40

第2部【テクニカル・セッション】
30分で作る Amazon Connect のコンタクトセンター入門
講演者調整中

F11-4
14:55▶

15:25

第2部【テクニカル・セッション】
AWS 技術解説 コンタクトセンターにおける PCI-DSS / クラウドセキュリティ/ BCP対策
講演者調整中

F11-5
15:40▶

16:10

第3部【カスタマー・セッション】
次世代カスタマーサービスを考える～テクノロジーで実現する世界～
講演者調整中

F11-6
16:25▶

16:55

第3部【カスタマー・セッション】
次世代カスタマーサービスを考える～顧客視点から～
講演者調整中

主催: アマゾン ウェブ サービス ジャパンアマゾン ウェブ サービス（AWS） ソリューション Day 
– 2019.11～Amazon Connectが実現するカスタマーサービスの世界～
近年、私たちを取り巻く環境は大きく変わり始めています。デジタルシフト時代において顧客変化に対応するためには、システム・インフラ・機能などを固定しないクラ
ウドモデルによるサービス実装は必須となり、今まで以上に、より綿密なカスタマーサービス戦略に基づく運用が必要となってきます。また、人材不足が話題となる中、
AIによる無人応対はもとより、有人オペレータの対応は今まで以上にコミュニケーション力の向上が期待されています。本セッションでは、アマゾン自身が世界中で
実践するカスタマーサービスのトピックを交えながら、AWSのサービスだけでなく、パートナー様のソリューションなどを皆様にご紹介します。

FAQ、有人チャット/AIチャットボット、
ES向上施策の最新事例を大公開
本プライベートセミナーでは、OKWAVEのソリューションをご利用いただいている 4社様にご登壇いただきます。FAQやAIチャットボット /有人チャット、
AIを活用した FAQ作成支援、ES向上施策の取り組みをそれぞれ大公開 ! また最終セッションでは、AI時代を迎えるなか、ナレッジ管理手法に起きる「革命」
についてお伝えします。

第1部【ビジネス・セッション】
・「Amazon Connect 誕生の背景」、「AWSがもたらすクラウドのメリット」、「これからのカスタマーサービスのあり方」などをご紹介いたします。
第2部【テクニカル・セッション】
・「今すぐ始めるAmazon Connect コンタクトセンター」、「カスタマーサービスに有効なAWSサービス」、「パートナー様との連携ソリューション」などをご紹介いたします。
第3部【カスタマー・セッション】
・「Amazon Connect ユーザー様事例」をご紹介いたします。
  ※セッションの最新情報はオフィシャルWEBサイトよりご確認ください。



実践研修講座7F

ご来場方法

会場内マップ

当 日 登 録

展示会招待券あり
入場料3,000円が無料に!! 展示会招待券なし

会場に備え付けの来場登録用紙をご記入
の上、入場料3,000円を来場者受付にて
お支払いください。

事前来場登録

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2019 in 東京（第20回） 展示会へ入場

展 示 会 場

H会場

F会場 基調講演 / プライベートセミナー

G会場 事例&ソリューションセミナー / 
AI（人工知能）セミナー

6F

7F

C会場 ワークショップ

ワークショップD会場

E会場 事例&ソリューションセミナー

ネクスト・コンタクトセンター・
サミット

《20周年特別企画》

サンシャインシティへのアクセス

お車でお越しの場合バスでお越しの場合

電車でお越しの場合
東京メトロ有楽町線 東  池  袋  駅 6・7番出口より地下通路で徒歩 約3分

JR・東京メトロ・西武線・東武線 池　  袋　 駅 35番出口より徒歩 約8分

都 電 荒 川 線 東池袋四丁目（サンシャイン前）停留場 徒歩 約4分

サンシャイン
シティ

来場者マイページより入場証を印刷の上、
来場者受付までお持ちください。

会場に備え付けの来場登録用紙をご記入の上、
本招待券を来場者受付にてご提示ください。

インターネットでのご登録で入場料3,000円が無料に!!
https://www.callcenter-japan.com/tokyo/
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ワールドインポートマートビル 文化会館

4F 連 絡 通 路

※掲載情報は2019年10月18日現在の内容です。都合により予告なく内容等が変更になる場合がございます。最新情報はオフィシャルWEBサイトにてご確認ください。

※文化会館5F・7Fへは、エレベーターをご利用ください。※文化会館5F・7Fへは、エレベーターをご利用ください。

課題や探している製品や、サービスを主
催者が的確にアドバイスします。是非お
気軽にご利用下さい。サービスの詳細は
オフィシャルWEBサイトをご確認くだ
さい。

来場者アポイントメントシステム よくある質問・FAQ
会期中、効率的に商談を行って頂くため
のビジネスマッチングシステムです。
サービスのご利用はオフィシャルWEB
サイトから申請をいただけます。

各種登録にあたり、よくある質問・
FAQをまとめております。ご不明な点
がございましたら、右記QRコードよ
りご確認ください。

A会場 ワークショップ

B会場 コンタクトセンター・アワード 2019
事例&ソリューションセミナー/ 3F

コンシェルジュサービス

※所要時間は、サンシャインシティ入口までの目安となります。従いまして、各駅からの道路混雑状況等により、上記以上の時間を要する場合がございます。
　また、広いサンシャインシティ館内でも時間を要する場合がございますので、ご来館されるお客様は、お時間に充分余裕をもって、お越しいただきますよう
　お願いいたします。

サンシャインシティ周辺図
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池86系統バス停「池袋サンシャインシティ」下車
池86系統（池袋東口⇔渋谷）
※時刻表や運行経路など詳しくは東京都交通局ウェブサイトをご参照ください。

※サンシャインシティ周辺には、国際興業バスの停留所が2箇所ございます。
※時刻表や運行経路など詳しくは、国際興業バスウェブサイトをご参照ください。

サンシャインシティの駐
車場をご利用ください。
詳細は右記QRコード
よりご確認ください。
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