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IP Phone

IP Phone以外の内線

一般家庭の電話

携帯電話

〒104-0033　東京都中央区新川一丁目28番23号
TEL : 03-5566-6161　FAX : 03-3297-8775
URL http://www.nstec.jp/　E-mail nstechno@nstec.jp

● お問い合わせ・ご用命は

0120-600975

お問い合わせ先

広域LAN

公衆電話網

基本仕様

サーバーS/W構成 クライアントS/W構成
 OS

 Webアプリケーション
 API

 データベース

WindowsServer2008（32bit版、または64bit版）

Apache・Tomcat

OAIライブラリ

SQLServer2008

Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7

Internet Explorer6 SP3/Internet Explorer7/Internet 
Explorer8
Microsoft Java VMまたはSun Java VM(v1.5.0_11)必須。
(IE8はSun Java VM(v1.6.0_14)が必須)

OS
 

ブラウザ

機能一覧

電話帳検索・発信機能

在席管理・話中確認機能
(プレゼンス機能)

電話帳
メンテナンス機能

着信監視・表示機能

伝言メモ機能

リダイアル機能

コピー発信機能

在席自動監視機能
(プレゼンス機能)

定時発信機能

自動ログイン機能

タッチパネル型IP電話機による
盤面操作機能

パソコンから名前や部署名で発信先を検索し、検索
結果の電話番号をクリックすると、自動的に電話の
発信を行います。

在席／離席ボタンの操作と電話機の状態を監視す
る事により、在席状態や話中状況を電話帳検索結果
に表示します。

電話着信時に、発信者情報（氏名・電話番号等）を
ポップアップ表示します。（発信者情報は、内線電話
帳・個人電話帳より検索します。）

電話代理応答時に、発信者の用件などを伝言メモと
して登録できます。着信者本人は、伝言メモをイント
ラネット内のどのパソコンからでも参照可能です。伝
言メモの内容をメールで着信者本人に通知すること
も可能です。

携帯電話と同様に、発信履歴・着信履歴からリダイア
ルが可能です。

基本電話帳として内線電話帳と個人電話帳があり、
メンテナンス機能により登録・変更・削除を可能にし
ています。また、一括登録に便利なインポート／エク
スポート機能を装備。カスタマイズにより他の人事
データ等との連携も可能です。

クライアントのメーラー、文書編集ツール、ブラウザ
のテキストの電話番号をコピーし、タスクトレイのア
イコンより、自動発信します。

キーボードロック状態、またはスクリーンセーバー起
動時に、在席状態を自動的に離席状態とし、それ以
外の状態は在席状態にします。

予め、発信する日時と相手先を指定し、指定時刻に
相手先へ電話を自動発信します。また、当機能は、電
話会議の開催の連絡にも利用できます。

IP電話機の盤面操作によりプレゼンス変更、伝言メ
モの参照が可能です。

シングルサインオン対応として、他アプリケーション
からNSTechno-phone Navi を起動する場合の、
自動ログイン機能（http インターフェイス） を提供し
ます。http インターフェイスに、社員ID ・パスワード
を指定してご利用いただきます。

ログイン時のパスワード管理支援対応として、他ア
プリケーションからNSTechno-phone Navi上の
パスワードを変更する場合の、自動パスワード変更
機能（http インターフェイス） を提供します。http イ
ンターフェイスに、社員ID ・旧パスワード・新パスワー
ドを指定してご利用いただきます。

システム構成図

自動パスワード変更機能

NSTechno-phone Navi機能紹介

●NSTechno-phone Naviは日本証券テクノロジー株式会社の登録商標です。 ●「UNIVERGE」、「ユニファイド・コミュニケーション」はNECの登録商標です。
●Windowsは,米国およびその他の国における米国MicrosoftCorpの登録商標または商標です。 ●その他、記載の会社名,製品名は,それぞれ各社の商標または登録商標です。

オフィスの事務効率化や
電話操作の利便性向上を強力にサポート

クリック発信で、
ダイヤルの手間や押し間違えをカット

着信監視で電話応対の負荷を削減
次の行動をサポート

在席管理・話中確認機能により
ムダな電話を削減

タッチパネル型IP Phoneによる
盤面操作機能で利便性向上

導入コストの負担が少なく、
経費削減にも役立ちます

WEB
電話帳システム

NEC UNIVERGE SV8500 連携電話帳ソフト



コピー発信機能IP Phoneの操作

着信監視機能

電話帳検索・発信機能

ユニファイドコミュニケーションの活用により、
オフィスの事務効率化や
電話操作の利便性向上を大きく推進！
NSTechno-phone Naviは、NECのUNIVERGE SV8500と連携して機能するWeb電話帳ソフトです。

会社全体で共有の内線電話帳、お取引先や顧客などを登録する個人電話帳を装備し、

部署名や社員名での電話帳検索、ワンクリックによる電話発信が可能です。

その他、電話帳への在席情報や話中情報等の表示、

着信時の発信者情報ポップアップ表示、伝言メモ送信／参照、IP Phoneディスプレイとの連携などが実現できます。

● 在席自動監視機能

● 定時発信機能

● タッチパネル型IP Phoneによる盤面操作機能
   （プレゼンス変更／伝言メモ参照） 

● 自動ログイン機能

● 自動パスワード変更機能

クリック発信/メール/伝言メモ

発信者情報表示

PC画面からIP Phoneの基本的な操作を行えます。

●監視モニター

電話応対の負荷を減らし、次の行動がスピーディーに！

監視中の電話機の着信履歴をリアルタイムに表示します。

●着信情報画面

監視中の電話機に電話着信したタイミングにて、
発信者の情報をPC画面にポップアップ表示します。

● 上図のボタンは、それぞれ以下の操作に対応！

保留 復帰 会議 切断 転送 転送中止

メールやWebページ、文書ファイルの電話番号をコピーし、
タスクトレイのアイコンをクリックすると、電話発信します。

コピー

クリック

発 信

その他にも以下機能を装備

IP Phone／外線電話／携帯電話

伝言メモメール

ダイアルする手間を省け、押し間違えが無くなります！

部署名・社員名での検索ができます。
階層表示した部署をダブルクリックして検索することもできます。

検索結果一覧には、
役職・社員名・電話番号、メール、コメント欄を表示。
電話番号をクリックすると、電話発信します。

クリック発信

社員名をクリックすると、詳細情報を表示します。

●内線電話帳

グループ名・会社名・氏名での検索ができます。

●個人電話帳

在席管理・話中確認機能

在席情報 PCの状態 在席情報

離席 在席

OFFON

スクリーン
セーバー

キーボード
ロック

在席情報は
手動で切替え可能

● 基本7種類の在席情報と１種類の電話状態を表示！
● アイコンにカーソルを合わせると、
在席情報の文言と不在コメントを表示!

基本

在席 離席 外出 会議 食事 帰宅 休み 話中

PCの状態がスクリーンセーバーまたは、キーボードロック状態
になった場合、自動的に在席情報を在席から離席に切替！
上述の状態が解除されると、離席から在席に切替！

●

●

無駄な電話を削減！
在席情報や話中情報を検索結果一覧に表示します。
在席情報の切替は、手動切替と自動切替とを併用することができます。

●手動切替 ●自動切替

NSTechno-phone Navi
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