■ダイヤラーアプリケーション機能詳細一覧
機能
FMC

転送

電話帳

2019 年 6 月版

説明
発信（外線 / 内線）

スマートフォンからも会社のダイヤルイン番号や部門代表番号で発信 / 着信

発信者番号表示

会社の電話番号への着信時、発信者の電話番号がスマートフォンに表示される（特許第 5486484 号、特許第 6397233 号）

グループ代表

部門代表番号で発信 / 応答

ピックアップ

部門代表宛ての着信にスマートフォンで応答

発信履歴 / 着信履歴

発信履歴 / 着信履歴からの発信が可能

保留 / 指定転送

通話中に保留、別の電話番号へ転送

転送設定

一定時間応答しない場合、通話中の着信に対して留守番電話 / 音声ガイダンス / 指定番号転送のいずれかに設定可能

無条件転送

着信があった際、呼び出し音を鳴らすことなく、無条件で留守番電話 / 音声ガイダンス / 指定番号転送のいずれかに設定可能

時間別条件転送

勤務時間外など、あらかじめ指定した時間帯の着信を、留守番電話 / 音声ガイダンス / 指定番号転送のいずれかに設定可能

共有電話帳

企業内 / グループで共有する電話帳。マスターの電話帳が更新後、手動更新で最新の状態に

お気に入り番号登録

電話帳に登録されているよくかける電話番号を「お気に入り」として登録可能

TOP10

発信 / 着信の頻度の多い電話番号を自動的に「TOP10」として表示

設定

設定インポート機能

利用者自身によるカンタン初期設定が可能

その他

留守番電話

不在着信時など電話に出られなかった際に伝言メッセージの録音が可能。伝言メッセージは、履歴からダイレクトに再生

電話会議

専用ダイヤルで音声ガイダンスに沿って会議室を予約。メール通知される予約番号を参加者に転送するだけ。
予約番号をガイダンスに沿って入力するだけで、外出先からでも簡単に参加可能

for iPhone & Android

- マルチキャリア対応 PBX システム

■固定電話機能
機能

説明

発着信

●内線番号発着信 / 外線番号発着信
●ダイヤルイン着信 / グループ着信（一斉着信）/ ピックアップ
●発着信履歴からの発信 / 電話機の連絡帳からの発信

保留・転送

●保留・転送 / 時間別条件転送（指定時間帯の着信を別の電話番号に転送）

その他

●電話会議

■管理者機能一覧

社員の増減やご契約ユーザー数に変更があった際に、アカウントの登録 / 変更 / 削除や、共有電話帳の更新作業を提供します。

機能

説明

アカウント登録・変更・削除（一括 / 個別）

初期導入時など、一度に大量のアカウントを登録したい場合に指定のフォーマットで作成した csv ファイルから一括登録可能。
変更 / 削除も随時対応（※csv ファイルはお客様にてご用意いただきます）
電話番号ごとに時間や日付で転送・音声アナウンスをスケジュール可能

転送・音声応答設定（一括 / 個別）

専用の Excel マクロツールを使用して作成したい vCard 形式ファイルを共有電話帳として一括登録可能。変更 / 削除随時対応
（※vCard 形式ファイルはお客様にてご用意いただきます）

共有電話帳の登録・変更・削除（一括 / 個別）

リモートワイプ / アプリケーションワイプ / アプリケーションロック / 位置情報取得が可能

セキュリティー

■利用可能な固定回線 / ボイスゲートウェイ
● おとくライン / Cisco ISR シリーズ

● ひかり電話オフィスタイプ /Cisco ISR シリーズ

● KDDI 光ダイレクト /NEXTGEN NX-B5000

● IP-One IP フォン /Brekeke ITSP Gateway

● Arcstar IP Voice/Brekeke ITSP Gateway

● 光電話ビジネス /vBox Ofﬁce

0円

2weeks

TRIAL

申し込む

フルクラウドパッケージ環境を、最大 5 台のスマートフォンで 2 週間ご利用
いただけます。オンプレミス / プライベートクラウドをご検討のお客様も、
uniConnect の操作感をご体験いただけます。
トライアルのお申し込みはこちらから

https://sandi.lmsg.jp/form/11518/tWi6Lgaj

●トライアル期間：2 週間
●利用可能なスマートフォン台数：5 台まで（トライアルはスマートフォンのみご利用可能です。固定電話でのご利用はできません。）
●代表番号用として 050 番号を 1 つ、トライアル用にご登録いただいた電話番号用にその台数分の内線番号をご提供します。
●トライアル期間中の通話時間はおよそ 5 時間以内を目安としております。著しく超過する場合は、通話料を請求させていただく場合がございます。

https://sandi.jp
東 京都中央 区日本 橋 箱 崎 町 30-1 タマビル日本橋箱崎 〒103-8507
Tel. 03-5623-7353 Fax. 03-5623-7887 info@sandi.co.jp
記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
記載された内容は 2019 年 6 月時点での情報に基づきます。内容は予告なく変更することがあります。

“会社の電話をスマートフォンで持ち歩く”

そんなワークスタイルを想像してみましょう。

FUNCTION

会社の電話番号での発信 / 着信がスマホでも。
居場所にとらわれない働き方が実現できます。

携帯電話番号と会社の電話番号。
1 台のスマホで 2 つの電話番号が持てる。

@ HOME

@ CAFE

機能

TRAVEL

For BUSINESS call

SPORTS

Newsstand

iTunes Store

App Store

03-5623-7353

Passbook

uniConnectダイヤラー

uniConnect は、携帯電話番号（例えば、

@ OFFICE

090-xxxx-xxxx）に加え、会社の電話番号の 2 つ

発信 03-xxxx-1111

For PRIVATE call

の番号を持つことができます。標準ダイヤラーから
電話

メール

Safari

090-1234-5678

ミュージック

標準ダイヤラー

uniConnect ダイヤラーから発信する場合は会社
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発信する場合は契約キャリアの携帯電話番号で、

着信

uniConnect

の電話番号（例えば、03-xxxx-xxxx など）で発信

03xxxx1111

できます。

03-xxxx-1111

オフィスにいるときでも、外出先でも、スマートフォンで、会社の電話番号で発着信。
そして、固定電話機では当たり前の「保留・転送」や「代理応答」なども、スマートフォンで利用可能に。

会社の電話番号での着信

保留・転送機能

共有電話帳

通信キャリアの有償サービスを使わずに、
外出先でも会社の電話番号にかかってきた
電話にスマートフォンで応答

通信キャリアの有償サービスを使わずに、
通話を保留・転送

社内で共有するアドレス帳とスマート
フォンを自動で同期。常に最新のアド
レス帳を参照可能

会社の電話番号での発信

留守番電話機能

社内でも外出先でも、スマートフォンから
会社の電話番号で発信

不在着信時など電話に出られなかった際に
伝言メッセージの録音が可能。伝言メッセ
ージは、履歴からダイレクトに再生

電話会議

uniConnect なら、居場所にとらわれないコミュニケーションが可能に。企業の働き方改革を推進します。

安定した通話品質

▶ 機能一覧は裏面をご覧ください。

SYSTEM

マルチキャリア対応

簡単な操作でいつでも電話会議の
開催 / 参加が可能

・・・

オンプレ or クラウド？企業のワークスタイルに応じて選べる環境

オンプレミス

IP 通話回線ではなく、携帯通話回線による安定した音声品

主要 3 キャリアをはじめ、MVMO のスマートフォンもご利

既設の固定電話システムはそのままに、スマート

質でご利用いただけます。

用いただけます。複数キャリアが混在する環境下でもご利用

フォンの内線環境を追加できます。段階的な導入

いただけるため、BYOD にも最適です。

が可能です。

公衆電話網

インターネット

携帯電話網
IP 電話機

OK!

OK!

vs

IP 通話

通話品質：

MVMO

au
携帯通話

Yahoo! モバイル

docomo

楽天モバイル

SoftBank

通話品質：

ボイス
ゲートウェイ

etc...

プライベートクラウド
公衆電話網

Azure や AWS などのクラウド上に uniConnect

フリーアドレス

代表着信

セキュリティー

セルフリモートワイプ

企業ごとのカスタマイズも可能になります。

ワークライフバランス

専用ダイヤルにかけて、ID/ パスワード

不在時の転送や留守番電話設定など、さまざ

トフォンで受けられます。固定電話機

をプッシュするだけでユーザー自身でリ

まな設定をユーザー自身がスマートフォン上

をなくすこともできるので、フリーア

モートワイプを実行。履歴は関係者にメー

で簡単に変更できます。

ドレス制にも最適です。（iPhone 版のみ）

ル配信されるので管理面も安心です。
R
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ID/パスワード
をプッシュして
ください ...

部署 B の代表番号へ発信

初期化

指定時間外の
着信は留守電
設定に変更

休暇中なのに
仕事の電話が ...

ボイス
ゲートウェイ

IP 電話機

フルクラウドパッケージ
uniConnect Cloud なら、1 ユーザーあたり月額

全国主要都市の
市外局番に対応！
IP 電話サービス
公衆電話網

700 円〜、25 ユーザーから利用できます。回線

部署 A
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R
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の敷設不要で全国主要都市の市外局番が利用でき

部署 B

一斉鳴動 or ポップアップで通知

スマホをなくしたことに気づいた
らすぐに専用ダイヤルに発信！

リモートワイプ / アプリケーション
ワイプ / アプリケーションロック /
位置情報取得の 4 つの実行メニュー
から状況に応じて選べます。

携帯電話網

インターネット

転送設定

会社や部門代表番号への着信をスマー

お客様

プライベートクラウド

VPN

を構築できます。クラウドの柔軟性はそのままに、

働き方改革 に最適な機能が標準搭載！

休日や業務時間外など、
働き方に応じて管理者の
手を煩わせずに設定 !
本日はお休みをいただいております ...

ます。もちろん、固定電話もご利用いただけます。

25user〜

月額

¥700〜/user

携帯電話網
インターネット

固定電話機を LAN に挿すだけ
IP 電話機

でセキュアな通話が可能

