Highlight Features
ハイライト機能

Smart Algorithm

マルチタッチ・ポイント能力

スマートなアルゴリズム

Call Blending

Smart Script

コール混合

スマートなスクリプト

Dynamic Campaign Adjustments

PBX, IP-PBX Independence

動的なキャンペーン調整

要約コード

Dynamic Pacing

Open Architecture with SOA Philosophy

動的なペーシング

かけ直し予定

Campaign Alert

Wrapup Code

キャンペーン警報

リアルタイム・見込み客のリストの監視

Remote Campaign Management

Schedule Call Back

遠隔のキャンペーン管理

リアルタイム・エージェントの監視

Skills Based Routing

Real Time Prospect List Monitoring

技術に基づいてルーテイング

音声メール、着信音/音楽探知

Same-Agent Call Back

Real Time Agent Monitoring

同じエージェントにかけ直し

独立PBX,IP-PBX

Agent Assistance Tools

Voice Mail, Ring Tone/Music Detection

エージェントの補助道具

SOA Philosophyのオープン・アキテクチャー

Multi-Touchpoint Capability

Load Balance

Interaction Screen
相互作用画面
The key information of
customer/prospect can be set to
display on pop-up screen,
together with customizeable
Smart Script and required
webpage.
顧客/見込み客の重要な情報はカス
タマイズでスマートなスクリプト
及び要求ウェブ・ページとともに
ポップアップ画面を表示するよ
うにセットできる。

負荷平衡

Multi-Touchpoint Campaign
マルチタッチ・ポイント キャンペーン
The traditional approach using phone call with the choices of:

伝統的なアプローチの電話の使用の選択肢は：

Predictive Dialing

予測ダイヤル

Preview Dialing

プレビューダイヤル

Auto Dialing

自動ダイヤル

for your outbound strategy, seems to be not sufficient any more. With lifestyle of
customer nowadays, we can reach them effectively using combination of integrated multitouch points: SMS, Email, Instant Messaging, MMS, Web Chat or Skype together with phone
call. For one campaign you may need couple approaches on the series of interactions: SMS
first, then next day you call, and maybe ask permission to send Email for more information.

あなたの外部への使い方は、
もはや十分ではないと思われる。顧客の最近のライフスタイルで
、私たちはSMS、電子メール、瞬間メッセージ、MMS、
ウェブ・チャットあるいはスカイプ通話の結
合された統合マルチタッチ・ポイントで有効的に使い方に達させる。1つのキャンペーンについ
ては、相互作用の2〜3つのアプローチとなることもある。即ち、最初にSMSで、翌日に電話で、そ
の後詳しい情報のため電子メールで送信許可を願う。

In order to easily set the strategy like the above as well as ensure that your agent follow
the plan, InfoCentrix Multi-Touchpoint Campaign Management will be your solution for
today and years to come.

上記のような戦力を簡単に決定するために、及びあなたのエージェントが計画に従う実施する
ことを確保するために、InfoCentrix Multi-Touchpoint Campaign Management は現今も今
後もあなたの解答になる。

Campaign Monitoring
キャンペーン監視
Supervisors can monitor real-time status
across working teams whom may
work on different touchpoint campaign.
Campaigns can be started, stopped,
or fine-tuned at any time.
System also provides easy tool to
manager various list types: Call List,
Failure List, Re-schedule List,
Call Back List, Do-not-call List,
Bad List and Error List
ワーク・チームの誰が違うタッチポイント
・キャンペーンにて作業する場合、
スーパ
ーバイザーはリアルタイムで監査できる。
キャンペーンの始め・止め・微調整はい
つでも出来る。
システムは、
コールリス
ト、
フェイラリスト、再スケジュールリス
ト、かけ直しリスト、電話禁止名簿、バ
ッドリスト、およびエラーリストのさ
まざまなリストを管理するため容
易な道具も提供する。

InfoCentrix Suite 4.0 SOA Architecture

Tel : (662) 730-2888 Fax: (662) 730-2828
Email : contact@ctasia.com www.ctasia.com

