
すぐできるテレワークソリューション

株式会社リンク

クラウド時代の最適ツールをご紹介



事業継続に不可欠なテレワークツール
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在宅勤務の導入が企業のスタンダードになりつつある昨今、

どこからテレワークに手を付けるべきか戸惑う企業も多いはずです。

テレワークを「すぐに」始めるためにはどうすれば良いのか、

導入する意義をあらためて確認するとともに、必要なツールを整理してみましょう。



テレワークは企業価値を向上する
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テレワークの導入は、非常時の事業継続に役立つだけでなく、

企業の社会的信頼を得る一助となり、ひいては企業価値の向上につながります。

事業継続
（BCP対策） 働き方改革

生産性の
向上

人材の
確保・育成

テレワークによる企業価値の向上

※参考：総務省「情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書」

通勤時間や

オフィスス
ペースの
削減



企業側と従業員側のメリット
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テレワークの導入によって、企業・従業者双方がメリットを享受できます。

企業のメリット 従業者のメリット

非常時の事業継続（BCP対策）

優秀な人材の確保

IT化等による業務効率化の促進

離職率の低下

ブランドイメージの向上

非常時の仕事環境確保

自律的なビジネススキルの強化

作業時間の確保による業務効率化の促進

仕事の満足度の向上

ワークライフバランスの実現

※参考：総務省「情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書」

オフィススペースの削減 通勤時間セーブ



非対面だから重要な“コミュニケーションツール”
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テレワークの導入にあたり、パソコンや労務管理ツールに加えて必要になるのが「コミュニケーションツール」です。
とくに見落とされがちなのが「電話（ビジネスフォン）環境」。クラウドサービスを使えば、保留転送などの機能がテレワーク中でも利用でき、ロケーションに
制限なく効率的な電話環境が実現できます（社内通話はすべて内線化）。
また、お客さまとオンラインで商談を行うための「会議システム」を用意することで、テレワークをしながら活発に営業活動をすることも可能になります。

パソコン・
モニター等

基本機器・環境

インターネット
環境

勤怠管理ツール

労務管理ツール

業務管理ツール

電話
システム

コミュニケーション
ツール

会議
システム

チャット・
メール

在席管理ツール
セキュリティシステム
（VPN・暗号化通信等）

テレワークに必要なツールの例

※参考：総務省「情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書」



リンクが提供する２つのクラウドソリューション
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■ No.1クラウド型テレフォーニーシステム
● インターネットとパソコンさえあれば、最短5営業日で導入できる電話システム。
● 保留転送などのビジネスフォンの基本機能から、サービスレベルを落とさずにコ
ールセンター運営を続けるのための機能まで、テレワークに必要なすべてのサー

ビスをクラウドで提供します。

電話システムビズテル

■ 非対面の営業活動を支援するするオンライン商談システム
● Webから番号を打ち込むだけで、「いつでも」「どこでも」簡単に商談を開始す
ることができます。

● 非対面でもコミュニケーションの質を落とさずに営業活動が行えます。

商談システムリモミー



電話システム「BIZTEL（ビズテル）」
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テレワーク中でも
ストレスのない電話環境を。

■ インターネットとパソコンさえあれば、テレワーク中でも、
オフィスと変わらない快適な電話環境が利用できます。

■ テレワークに特化したビジネスフォンサービス「BIZTELテ
レワーク」と、コールセンターの在宅化を実現する
「BIZTELコールセンター」の２つを紹介します。

■ スタッフの在席状況やコールセンターの稼働状況などもす
べてブラウザで確認できるため、テレワーク中でも普段と
変わらないスムーズな業務遂行が可能です。
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ビズテル

No.1クラウド型テレフォニーシステム



在宅ビジネスフォンとしての活用
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■ 代表電話宛の着信をBIZTELに転送することで、面倒な手続きなくすぐに在宅勤務が始めら
れます。

■ スタッフの勤務状況がひと目でわかるシステムをクラウド型で提供。各スタッフの状況がブ
ラウザ上で確認できるため、オフィスと変わらないチーム管理体制が実現します。

サービス①
BIZTELテレワーク

すぐに

開始できる

業務状況が

ひと目でわかる

ソフトフォン・

携帯が利用できる

代表電話を転送するだけ 管理しやすい設備投資不要

※携帯電話の利用には機能制限があります。詳しくは担当者までお尋
ねください。



在宅ビジネスフォンの課題はBIZTELで解決
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代表電話宛の着信を転送するだけで、
すぐにテレワークが開始できます。

初期費用料金

標準仕様 内線数：40 / 同時通話数：3（最大10）/ 電話番号数：1

契約は1ヶ月単位です。
その他さまざまなオプションが利用できます。
詳しくは担当者へお尋ねください。

150,000円 月間利用料 60,000円

代表電話転送ですぐ開始 勤務状況が確認できる

ブラウザ上で利用可能な「シート
ビュー」や「エージェントコント
ロール」を使えば、スタッフの勤
務状況をリアルタイムに確認でき
ます。ステータスは自由に追加で

きます（例：休憩中・メール対応中・チャ
ット対応中・外出中）。

チャット機能も備わっているため
スタッフ同士のコミュニケーショ
ンツールとしても利用できます。

管理画面から設定変更できる

内線番号の管理や転送先の指定な
ど、すべての設定はブラウザに表
示される管理画面からいつでも確
認・変更することができます。

営業時間外設定・休日設定などは、
視覚的にわかりやすい「カレンダ
ー」形式で簡単に設定できます。

ソフトフォン・携帯が使える

ソフトフォン（パソコンで利用でき
る電話機）を使えば追加の設備投資
が不要です。機能制限がありますが、
お手持ちの携帯電話も利用できます。

業務状況を見える化

業務状況のレポートが自動で作成で
きるため、休憩時間や対応時間など
の見える化が実現。各スタッフの状
況が統計的に把握できます

FAX送受信も可能

オプション利用でFAXの送受信も可
能です（複数拠点での受信が可能）。

※別途インターネットFAXオプション申込が必要です。
料金 ：初期費用10,000円、月間利用料3,000円
通信量：受信1,000枚まで0円・1,001枚〜14円/枚

送信20円/枚

（すべて税抜）



在宅コールセンターとしての活用
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■ 最短5営業日で運用開始。すぐにでもテレワークを始めたい方はぜひご相談ください。

■ 必要な機能はすべてクラウドで提供されるため、特別な機材は必要なく、いつでも
どこでも在宅センターが立ち上げられます。

サービス②
BIZTELコールセンター

最短

5営業日
ネット&PC
のみでOK

1席
15,000円〜ご用意

すぐに立ち上げられる 特別な機材不要 小規模から開始できる

※くわしい料金は担当者にご確認ください



在宅コールセンターの「困った」をBIZTELで解決
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「電話機」の手配はどうす

れば良いのだろう…？

「ソフトフォン」を使えば

固定電話機は不要です

電話機がなくてもソフトフォンをパソコンにインストー
ルするだけですぐに電話機能が使えます。発着信はもち

ろん、保留転送・ブラインド転送・パーク保留・電話
帳・三者通話など必要な機能はすべて揃っています。
機能に制限がありますが携帯電話での運用も可能です。

全通話録音/ACD/IVR/コールキューイング/モニタリング・アドバイス/ウィスパリング/各種レポートなど
その他コールセンター運営に必要な機能は
すべてブラウザ経由で利用できます

設定変更は会社に行かない

とできないのかな…？

ブラウザ表示の管理画面で

どこからでも変更できます

コールセンターの機能は場所・時間に関係なく、いつで
もどこでもブラウザから管理できます。ACD設定・ガイ
ダンス設定・エージェント管理・カレンダー設定・着信
設定など運営に必要な機能をすべて設定・変更できます。

稼働状況確認やスタッフの

管理はどうすれば…？

「稼働状況モニタリンング」で

簡単に状況確認ができます

コールセンターの状況をリアルタイムに表示します。通

話数・待ち呼数・着信数・応答数などが表示できるため、
センターの状況がひと目でわかり、応答率の維持に役立
ちます。また、オペレーターのステータスが確認できる

ため、テレワーク時の在席管理にも活用できます。



活用事例
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テレワークと災害時の
BCP対策を実現。

沢井製薬株式会社さま

一昨年、強い台風が関西を直撃した際に、BCP対策として東京拠点にあらかじめ
移動し電話応対を行いました。また、同じ台風の際に、テストを兼ねてテレワー
クも実施しており、自宅でも同様の応対品質が実現できることを確認しました。

東京拠点では、通常問い合わせ対応のほかに予備PCを3台用意しており、何か発生
した場合でも迅速に対応できる「BCP対策センター」としても準備しています。



料金（BIZTELコールセンター）
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料金

※すべて税抜

プラン 初期費用 月間利用料 内線番号数 同時通話数 コールセンター数

座席課金 50,000円/席 15,000円/席 1/席
（上限10番号） １（最大10） 5

ライト 200,000円 81,000円 40 3（最大10） 10

スタンダード30 450,000円 140,000円 80 10（最大30） 20

スタンダード50 850,000円 350,000円 100 30（最大50） 30

※外線番号の標準提供数はすべて1番号となりますが、追加可能です（別途拡張料金が必要です）。
※より席数の多いプラン（スタンダード70〜150）もございます。
※契約は1ヶ月単位です。
※その他さまざまなオプションが利用できます。詳しくは担当者へお尋ねください。



オンライン商談システム「RemoMee（リモミー）」
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テレワークでも生産性を
落とさず商談数・受注数UP
■ テレワークでは滞りがちな営業活動を維
持・促進

■ オフィスと変わらない快適な環境で営業活
動を実現

■ 生産性が向上し商談数・受注数がアップ
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リモミー

非対面の営業活動を支援するオンライン商談システム



特長
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電話と映像を分けることで

安定した接続を実現

通話は従来の電話を利用。

ビデオチャットで発生する「音切れ」

や「画面のフリーズ」といった問題を

解消し、音声品質の担保・不具合の発

生頻度を抑制し、円滑な打ち合わせを

実現します。

1to1の商談に特化した

オンライン商談システム

ソフトウェアのインストールやアカウ

ントの作成が不要。ブラウザベースの

ためインターネット環境に接続できれ

ば、簡単に「いつでも」「どこでも」

商談ができます。また、ブラウザベー

スの特長を活かして電話からオンライ

ン商談へ誘導することもできるため、

効率的かつ、質の高いコミュニケーシ

ョンが実現します。

「資料共有」や「画面共有」「トーク

スクリプトの埋め込み」など、商談を

円滑に進めるためのさまざまな機能が

実装されたシステムです。移動にかか

る時間・コストの削減だけでなく、

リードタイムを短縮し、商談化率・

受注率の向上を実現します。

商談開始まで

簡単３STEP



オンライン商談の活用シーン
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フィールドセールス01
遠方のエンドユーザを訪問する頻度は、コスト・時間の兼ね合

いもあり、どうしても少なくなりがちです。RemoMeeを利用

すれば、訪問時の移動にかかるコスト・時間を削減できます。

また、簡単な操作で気軽に利用することができるため、顧客と

のコミュニケーション頻度が増え、関係の強化につながります。

電話からオンライン商談へ誘導し、エンドユーザに画面を共有

しながらデモンストレーションなどを行うことができます。音

声だけでは伝わりにくい内容も、エンドユーザにわかりやすく

説明することが可能です。

インサイドセールス02

アフターフォローやオンボーディングは、エンドユーザとの関

係を強化する上で重要な接点です。RemoMeeでは、Webカメ

ラを使ったFace to Faceによる対話が可能。商談担当者の表情

や人柄を伝えることができるため、エンドユーザとの距離感を

縮めることができます。

カスタマーサクセス/サポート03
営業手法は属人化しやすいため、セールスチーム全体でスキ

ルのレベルアップや底上げをすることは、多くの企業にとっ

て難しい課題です。RemoMeeでは、録画機能やカンペ機能を

活用して効果的な商談方法を共有することができます。トッ

プセールスのノウハウをベースに効果的なトークスクリプト

を作成することで、ベテラン・新人を問わず、商談スキルの

向上・平準化が図れます。

セールストレーニング04

あらゆる「顧客コミュニケーション」の場で活用いただけます。



料金（RemoMee）
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スタンダード（同時接続数：３）

初期費用 100,000円

月間利用料 45,000円

プロフェッショナル（同時接続数：６）

初期費用 100,000円

月間利用料 72,000円

エンタープライズ（同時接続数：10）

初期費用 100,000円

月間利用料 100,000円

契約期間はサービスの利用開始月から6ヵ月間です。7ヵ月目以降は、1ヵ月単位で自動更新されます。

契約期間

※すべて税抜



RemoMee×BIZTEL連携も可能です

20

プラン名 月間利用料 初期費用

BIZTEL連携プラン 20,000円 100,000円

APIによる連携

RemoMeeとBIZTELをシステム連携して使用することで、商談中の通話内容を録音することが可能です。録音データは
商談履歴に保存され、音声による振り返りや商談内容の証跡など、さまざまな用途でお使いになれます。

料金

※すべて税抜

RemoMeeご契約のお客さまが利用いただけるプランです。BIZTELご契約のお客さまの利用については担当者にお問い合わせください。



お問い合わせ

BIZTELインフォメーションデスク

株式会社リンク 東京都港区北青山2丁目14番4号 アーガイル青山14階［青山ベルコモンズ跡］ 〒107-0061 https://www.link.co.jp/

TEL

URL

MAIL

0120-948-135

https://biztel.jp/

info@biztel.jp

TEL

URL

MAIL

03-4540-6500

https://remomee.jp/

remomee@link.co.jp

（平日9:30～18:30） （平日9:30～18:30）

https://www.link.co.jp/
https://biztel.jp/
https://remomee.jp/

