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企業リリース

在宅での勤務状況を⼿軽に確認できる「在宅オ
ートコール」の提供を開始
@Press
2021.1.13 12:02

クラウドPBXを中⼼に、様々なテレコミュニケーションサービスを提供する株式会社テレワー
クス(本社︓東京都新宿区)において、コロナ禍における労働環境に最適なサービスを新たに開始
します。

Pick Up News
スポーツｉ．

コロナ禍でMLBのマネーゲームも⼀時
中断︖︕
⽶グーグルの⼈⼯知能、⽇本国内のコロ
ナ感染⼤幅増を予測 4週間で27万⼈超

特⻑

1

4

台北市⻑「コロナ対応はまず『⽌
⾎』」 コロナ対策、成功への助⾔

おうちの⾼速Wi-Fi
広告

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/242725/LL_img_242725_1.png

欧州企業が75.4兆円の資本不⾜に直
⾯ コロナ禍克服へ新たな調達策必須
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速報︕2021年度⼤学⼊学共通テスト⾃
Search
⼰採点集計結果

2

⽶グーグルの⼈⼯知能、⽇本国内のコロ
ナ感染⼤幅増を予測 4週…

3

⽇銀、ETF購⼊⾒直しか
据え⾦融政策点検

4

「東京五輪の中⽌計画はある」
年ロンドン⼤会の幹部が…

特⻑

5

「週休3⽇制」導⼊は拡⼤するのか︖
働き⽅が多様化する社会で…

■サービスについて

6

違和感を覚える養育費強制徴収の動き
結婚が破綻…そこに潜む法…

【名称】

7

宇宙望遠鏡の進化が⽌まらない
ル後継機は「最古の星」に…

8

2021年産の主⾷⽤⽶、38道府県で減産
も供給過剰 ⽬安を上…

9

ＪＡおおいた、コロナ禍の中でＷＥＢ物
産展が好調

10

東電設計、コンクリート道路橋の⽼朽化
診断サービスを開始

MENU

在宅オートコール
【概要】
・オートコールとは、⾃動的に架電して、⾳声ガイダンスの案内やプッシュ信号で回答が得ら
れる低コストで効率的なシステムであり、主にアンケート調査やテレマーケティングに活⽤され
ておりますが、今回はこの機能を在宅勤務者向けにカスタマイズしたサービスとなります。
・在宅オートコールにより、在宅勤務している従業員の出⽋や勤務状況が確認でき、緊急時の
安否確認も可能となります。
【特⻑】

緩和⻑期化⾒

2012

ハッブ

ランキング⼀覧

Biz Plus
sponsored

・在宅勤務している従業員の状況について、業務開始時や業務終了時に管理者のパソコンから
各従業員へ⾃動的に電話をかけ、開始や終了の確認が可能となります。
・在宅勤務者は、電話着信時の⾳声アナウンスに従い、番号を選択するだけで勤務時間等を報
告できます。

サンケイビル「ルフォ
ンシリーズ」今後の戦
略を聞く
sponsored

ニッポンの誇れる技術
が⼤集合！

・対応結果は、労務管理者などのパソコンで⼀括管理ができます。
sponsored

・パソコン1台とインターネット環境のみで、ご利⽤可能。

⽇本語がわかるネイテ
ィブ講師も！産経オン
ライン英会話
sponsored

「地域企業の挑戦」を
ご紹介

リコージャパ

ン
sponsored

「キリン⼀番搾り 糖質
ゼロ」が驚異の売り上
げ！

・新たな設備を⽤意することなく、簡単に導⼊いただけます。

【主な仕様】

MENU

⽇経平均 28494.44 -139.02

TOPIX 1845.81 -10.03

ドル円 103.74-103.76

マーケット情報⼀覧

Search

・同時通話数︓最⼤200通話
・登録可能電話番号数︓最⼤2,000,000番号
【レポート出⼒形式】
CSV／エクセル
【導⼊までの期間】
・1週間程度での導⼊が可能
【サービス開始⽇】
2021年1⽉13⽇
【提供料⾦】
・初期費⽤︓12,000円〜
・⽉額料⾦︓12,000円〜

Column
働き⽅ラボ

・通話料⾦(国内)︓固定電話向け 7.8円／3分、携帯電話向け 15.6円／1分
詳細は、コールセンターやチャットへお問い合わせください。
＊表⽰⾦額は、全て税抜きとなります。
【サービスURL】
https://teleworksinc.com/product_lst/enrollment_check
【本件に関するお問い合わせ窓⼝】
https://teleworksinc.com/contact/
■会社概要
商号 ︓ 株式会社テレワークス

あなたに強敵（とも）はい
るか︖ コロナ禍で…
常⾒陽平

お⾦で損する⼈・得する⼈

70歳定年制の始まりで
後資⾦づくりはど…

⽼

⾼橋成壽

ミラノの創作系男⼦たち

ファッション企業で知財ト
ラブルを解決 弁護…
安⻄洋之

ブランドウォッチング

世界のお茶専⾨店「ルピシ
ア」 在宅の⽣活者…
秋⽉涼佑

新時代のマネー戦略

お⾦は使うほうが貯ま
る︖ データで⾒る、貯…
カクワーズ

ローカリゼーションマップ

社会学的⾒地からラグジュ
アリー研究 正⽉早…
安⻄洋之

今⽇から使えるロジカルシンキ…

⾐料進出のニトリを「無
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苅野進
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ＣＡのここだけの話

なぜ︖ CAのプライベート
旅⾏はウキウキ感…
ラレモント・彩花

連載・コラムをもっと⾒る

所在地 ︓ 〒162-0806 東京都新宿区榎町33-1 ザ・スクエアー8F

Close Up

URL ︓ https://teleworksinc.com/

コロナ

本コーナーに掲載しているプレスリリースは、@Pressから提供を受けた企業等のプレスリリースを原⽂のまま掲

その時、

2020年に3度の波 新
型コロナウイルス、…

地域で光る・デジタルで…

（PR）リスクアセスメ
ントの作成を効率化…

載しています。弊社が、掲載している製品やサービスを推奨したり、プレスリリースの内容を保証したりするもの
ではございません。本コーナーに掲載しているプレスリリースに関するお問い合わせは、こちらまで直接ご連絡く
ださい。
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プレスリリース詳細へ

提供︓@Press
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Excel︖Power point︖マニュ
アル作成ツール徹底⽐較︕20…

薬剤師の給料が公開され、皆驚
いています

クラウド活⽤ならビズヒント

Teachme Biz

Red Gobo

【ＣＡのここだけの話】フライ
ト激減の裏で潤うCA⽣活 お…

｢次につぶれるのはウチだ｣ ト
ヨタ幹部が真顔でつぶやく⾃…

PR
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PRESIDENT Online

「商社3位が定着」伊
藤忠､三菱商事の後を…

もっと⾒る

再⽣請負⼈メガネスーパー社⻑
が語る負け癖がついている社…

新しい⽣活様式の中で⾶躍する
「ルフォンシリーズ」の今後…

中国の沿海地区で深刻
な電⼒不⾜、なぜ起…

PR

英語は「81⽂暗記」すれば話せ
る︖敏腕通訳者がやっていた…

「⼀度は飲みたい」まるで⽩
桃、幻の⾼級⽇本酒

γ-GTPやALTの数値が改善!?肝
臓の解毒⼒を助ける成分とは
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