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◆はじめに

MA2VERAをご利用するにあたって、
google Chromeブラウザの使用を推奨しております。
その他（Yahoo、InternetExplorerなど)のブラウザをご使用の場合は、
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～14
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15～18

◆各画面名称

ログインすると下記画面が表示されます。

赤枠内の名称をメインナビと言います。

メインナビのアイコンをクリックする事で、上記画面が表示されます。
緑枠内の名称をサブナビと言います。

※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にマウスカーソルを合わせると操作方法が確認できます。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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◆登録・設定に成功した場合

設定や登録に成功した場合は、画面の上部に下記画面が表示されます。

◆登録・設定に失敗した場合

設定や登録に失敗した場合は、画面の上部に下記画面が表示されます。

 
     ページ   ma2vera-pbx.comの記述： 

 

 

        成功しました。 

 

 □このページでこれ以上ダイアログボックスを生成しない 

 

                       

                      

× 

 
     ページ   .ma2vera-pbx.comの記述： 

 

 

        失敗しました。 

 

 □このページでこれ以上ダイアログボックスを生成しない 

 

                       

                      

× 

OK 

OK 
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①ログイン方法

弊社より案内させて頂きます開通通知書記載のURLにログインします。

・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～18

正常にログインすると下記のようなTOP画面になります。

おすすめの機能では、新しく追加された新機能等を掲載します。
※お客様側では、編集できない機能です。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―

※ID・パスワードは開通通知書に記載されています。
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②オペレータ（電話機）管理

オペレータ管理画面では、オペレータ（電話機）の管理ができます。
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
　（1）オペレータ一覧
　（2）オペレータ登録
　（3）オペレータ起動
　（4）停止オペレータ一覧
　（5）所属マスタ

＜（1）オペレータ一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　サブナビ　 　　　

「オペレータ一覧」画面では、
　・初期回線
　・オペレータ情報の確認
　・オペレータ情報の編集
　・ＰＷ変更
　・停止
　ができます。

＜オペレータ一覧画面＞

　「初期回線」「情報編集」「PW変更」「停止」をクリックするとそれぞれの編集画面に移動します。
　「初期回線」をクリックすると下記画面「初期回線設定画面」に移動します。
　※｢携帯電話番号｣はAPI連携で使用するものとなります。(通常利用の場合、設定する必要はありません。)

＜MA2VERAオペレータステータス詳細について＞
　着信待ち：オペレータ画面の着信開始状態かログアウト状 入力中：アフターコールワーク/後処理中
　待機中：オペレータ画面の着信停止状態 着信通話中：着信した電話で通話中
　着信中：着信している状態 発信通話中：発信した電話で通話中
　発信中：発信している状態 離席中：休憩中

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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＜初期回線設定画面＞

「初期回線設定画面」では、
　・オペレータ固有初期回線
　の設定ができます。
　「登録する」をクリックすると更新されます。

※優先順位は
　①OPの初期回線
　②所属の初期回線
　③共通初期回線
　上記順番に優先して初期回線を適用します。
※｢初期回線｣を共通初期回線に設定した際、｢回線管理」の共通初期回線が｢設定なし｣であれば
　　架電不可となります。

「情報編集」をクリックすると下記画面「オペレータ情報編集画面」に移動します。

＜オペレータ情報編集画面＞

　「オペレータ情報編集画面」では、「所属」、「オペレータ名」、「内線番号」、
　「ログインID」、「ピックアップ対象所属選択」を変更できます。
　入力後、「更新する」をクリックすると更新されます。
　※ピックアップ対象所属選択は、お申し込み時にご希望がない場合、設定は行えません。

　「PW変更」をクリックすると、下記画面「オペレータ・パスワード変更画面」に移動します。

＜オペレータ・パスワード変更画面＞

　「オペレータ・パスワード変更画面」では、パスワードの変更を行います。
　変更したい項目を入力後、「更新する」をクリックすると更新されます。
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＜停止画面＞
停止したいオペレータの「停止」ボタンをクリックすると、オペレータ名が表示された
下記画面が画面上部に表示されます。

「OK」をクリックすると、該当オペレータの機能が停止されます。
「キャンセル」をクリックすると、＜オペレータ一覧画面＞に戻ります。

停止を行った場合、オペレータ一覧から表示が消えます。
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＜（2）オペレータ登録＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　サブナビ　 　　　

「オペレータ登録画面」では、
　・所属
　・オペレータ名
　・内線番号
　・ログインＩＤ
　・ログインパスワード
　・ピックアップ対象所属選択
　を登録できます。

＜オペレータ登録画面＞

　　情報を入力の上、「登録する」ボタンをクリックするとオペレータ情報が登録されます。
　　※登録完了後、翌日AM5：00以降に使用可能状態となります。
　　※ピックアップ対象所属選択は、お申し込み時にご希望がない場合、設定は行えません。

　　ご契約オペレータ数が限度に達していると下記のような画面が表示されます。
　　オペレータ数の増加をご希望の場合は株式会社CSS担当営業までご連絡下さい。
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＜（3）オペレータ起動＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　サブナビ　 　　　

「オペレータ起動画面」では、
　・起動
　・スタンバイ
　と各オペレータ毎にステータスを変更ができます。

＜オペレータ起動画面＞

　　「起動」にチェックすると、そのオペレーターが内線外線共に着信可能になります。
　　「スタンバイ」にチェックすると、そのオペレーターが内線外線共に着信不可になります。
　　「この内容で登録する」をクリックすると登録が完了します。
　　「全て起動」「全てスタンバイ」を選択すると、全てのステータスが統一されます。
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＜（4）停止オペレータ一覧＞
　　　メインナビ 　　  　　　サブナビ　 　　　

「停止オペレータ一覧画面」では、
　・停止オペレータを再開する事
　ができます。

　　　
＜停止オペレータ一覧画面＞
　停止中のオペレータがある場合の表示

　再開させたいオペレータの「再開」をクリックすると停止オペレータを再開することができます。
　クリック後、図①が出力されますので、OKをクリックしてください。
　正常に完了した場合、図②が出力されますので、OKをクリックしてください。

　停止中のオペレータが無い場合の表示

図① 
 
acord-ma2vera-pbx.comの内容： 

 

「OP2」を本当にさいかいしますか？    

× 

図② 
 
acord-ma2vera-pbx.comの内容： 

 

オペレータの再開に成功しました。 

× 

OK キャンセル OK 
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＜（5）所属マスタ＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　サブナビ　 　　　

「所属マスタ画面」では、
　・所属名
　・所属共通内線番号
　の登録ができます。

＜所属マスタ画面＞

　オペレータをグループ分けする際の所属を管理するページです。
　所属全体で共通する内線番号も必ず設定してください。
　所属共通内線番号に着信があると所属する全オペレータが鳴動するようになります。
　項目入力後に登録を押すことで所属を追加できます。

　「編集」を押すと編集画面へ推移し、新規登録と同様の画面が出力されます。

　「削除」を押すと図①の確認画面が出力されますので、OKをクリックしてください。
　削除が完了すると図②の画面が出力されますので、OKをクリックしてください。
　※削除を行うと情報は全て末梢されます。復元は出来ませんのでご注意ください。

図① 
 
acord-ma2vera-pbx.comの内容： 

 

「test」を本当に削除しますか？ 

× 

図② 
 
acord-ma2vera-pbx.comの内容： 

 

所属の削除に成功しました。 

× 

OK キャンセル OK 
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③回線管理

回線管理では、電話番号（回線番号）の登録、共通初期回線の設定ができます。

・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
　（2）共通初期回線設定
　（3）着信拒否設定

＜（1）回線情報一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「回線情報一覧画面」では、
　・回線名
　・段階着信
　・DID設定(※オプション)・・・・・・・P20
　・発信ＯＰ設定
　・着信ＯＰ設定
　・稼働のＯＮ/ＯＦＦ
　を変更できます。

＜回線情報一覧画面＞

「回線名」「段階着信」「OP設定」「着信OP設定」「OFF/ON」をクリックすると各編集画面へ移動します。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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＜回線名の変更＞
「回線名」をクリックすると下記画面「回線名の変更」画面に移動します。

「回線名の変更」では、
　・回線名の変更
　ができます。

　　新しい名前を入力し、「変更する」をクリックすると名前の変更ができます。

「段階着信」をクリックすると、下記画面「段階着信設定画面」に移動します。

＜段階着信設定画面＞

「段階着信設定画面」では、
　・段階着信設定
　を3つまで設定することができます。
　段階着信とは着信後の鳴動時間によって、次の着信先に着信させる機能です。

　鳴動時間と段階着信設定に該当させたい着信OPの選択をし、「この内容で登録する」をクリックすると
　登録が反映されます。
　所属一括選択で、選択した場合、選択した所属に属している着信OPが一括でチェックされます。
　Ⅰ→Ⅱ→Ⅲの順に段階着信を行います。

　※「着信OP設定」にて着信許可がないOPは着信できません。
　※「着信OP」がいない場合、専用ガイダンスが流れ切電されます。
　※ACD設定を行っている場合は段階着信は機能しません。
　※鳴動時間が｢0秒｣かつOPにチェックが入っている場合、専用ガイダンスが流れ切電されます。
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＜発信オペレータ設定画面＞

「発信OP設定」では、
　・オペレータが有効か無効か
　の設定ができます。

　発信有効チェックの選択でそのオペレーターが発信有効か無効の設定が可能です。

「着信OP設定」をクリックすると下記画面「着信オペレータ設定画面」に移動します。

＜着信オペレータ設定画面＞

「着信OP設定」では、
　・オペレータが有効か無効か
　の設定ができます。

　着信有効チェックの選択でそのオペレーターが着信有効か無効の設定が可能です。

　「回線情報PDF」をクリックすると、下記画面が表示されます。

　回線情報のID、回線名、番号の一覧が表示されます。
　必要な場合は、印刷をしてご使用ください。
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＜ON/OFF＞

　現在稼働している回線はＯＮ/ＯＦＦの部分の、「ＯＦＦにする」をクリックすると回線を停止できます。
　現在停止している回線はＯＮ/ＯＦＦの部分の、「ＯＮにする」をクリックすると回線を起動できます。
　※停止している回線は発着信ができなくなりますのでご注意ください。
　※停止している回線に着信があった場合、専用アナウンスが流れ切電されます。

＜（2）共通初期回線設定＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「初期回線設定画面」では、
　・共通初期回線
　の設定ができます。

　　回線を指定せずに発信した際に適応される初期回線を設定します。 

＜初期回線設定画面＞

　　共通初期回線に設定したい回線を選択し、「登録する」をクリックすると反映されます。
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＜（3）着信拒否設定＞
　　　「着信拒否設定」画面では、回線ごとに着信拒否の設定ができます。

　　　　※登録された番号は対象の回線では着信できなくなります。

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

　　　①回線選択
　

　　　　　着信拒否を行う回線を設定します。

　　　②着信時動作選択

　　　　　非通知着信時の着信可否を選択します。

　　　　　着信拒否に登録した番号から受電した際に音声を流す事が可能です。

　　 ③拒否番号登録

　　　　　対象の回線にて着信拒否したい番号を入力します。
　　　　　｢削除｣をクリックすると登録済の番号を解除できます。
　　　　　　※拒否番号の一括削除は出来ません。1番号ずつの削除になります。

　　　　　入力欄追加を押すと｢拒否番号2｣が表示され、拒否番号の追加登録が行えます。

　　 ④拒否番号入力後、｢登録｣をクリックして設定完了となります。
　　　　尚、登録可能な着信拒否番号の数は100件です。
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＜着信拒否設定コピー＞
　　　着信拒否設定コピーでは既に登録済の拒否番号を別の回線でも適用することができます。

　　　　　「拒否設定コピー」をクリックすると下記画面が表示されます。

　　　　①設定コピー元回線

　　　　既に拒否番号を登録されている回線を選択します。

　 　　②設定コピー先回線

　　　　登録されている拒否番号のコピーを適用させたい回線にチェックを入れます。
　　　　　※コピーを行なった場合、コピー先に登録されている拒否番号は全て削除されます。
　　　　　※コピー先にある拒否番号はエクスポート等で一括退避は出来ません。

　　　　③コピー先回線を選択後、登録をクリックして設定完了となります。
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〈DID(ダイレクトインダイヤル)設定〉
　｢DID設定｣は外線着信において発信側が通話をしたい相手に直接呼び出すことが可能な機能です。
　※DID設定はオプション機能となります。

　　【設定方法】
　　　設定を行いたい回線の｢DID設定｣をクリックします。

      ｢DIDを使用する｣を選択し、登録すると設定完了となります。

　　【DID使用方法】
　　　例.　外出中、内線番号｢1001｣のオペレーターに直接架電したい場合

　　　　　　①DID設定を行った回線に発信。
　　　　　　｢内線番号をプッシュして下さい。｣のアナウンスが流れます。

　　　　　　②アナウンス後、内線番号｢1001｣をプッシュ。
　　　　　　　※内線番号のプッシュが早すぎるとつながらない場合があります。

　　　　　　④内線番号｢1001｣のオペレーターが使用している端末が鳴動し、直接つながります。
　　　　　　　
　　　　　　

　　　　上記の通り、直接対象オペレーターを呼び出す事が可能となりますので外線であっても
　　　　内線の様に利用する事ができます。

内線番号を 
プッシュして下さい。 

1001 

1001です。 
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④リスト管理

リスト管理では、電話番号（電話帳）のリスト管理が行えます。
また、各お客様の情報を登録できます。エクセルからのインポートも可能です。
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
　（1）リスト検索
　（2）リスト登録
　（3）Excelインポート

＜（1）リスト検索＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「リスト検索画面」では、
　・属性情報項目
　・作成日、更新日
　で検索が実施できます。

＜リスト検索画面＞

　　　

　「属性情報項目で検索」、「作成日・更新日で検索」の部分をクリックすると表示を畳む事が可能です。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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＜各種検索項目＞

　「属性情報項目で検索」
　　①電話番号　②名前　③フリガナ　④郵便番号　⑤都道府県　⑥市区町村　⑦番地以下　⑧E-Mail

　「作成日・更新日で検索」
　　①作成日（開始範囲）　②作成日（終了範囲）　③更新日（開始範囲）　④更新日（終了範囲）

　各項目に検索した情報を入力することで、検索が可能です。
　複数同時に検索項目を指定することで、絞り込み検索も可能です。
　※検索項目を一切未指定の場合、全リストが検索結果として出力されます。
　※検索文字のスペースは全て除外されます。Ex.（やまだ　たろう　→　やまだたろう）

＜検索結果画面＞

　「EXCELエクスポート」をクリックすると、検索結果に表示されているデータをダウンロードできます。
　※ダウンロード形式はCSV形式のため、先頭の“0”が開く際に、消滅します。

　　検索条件としたい項目に条件を入力して「検索する」ボタンをクリックするとリストが検索されます。
　　リストの「編集」ボタンをクリックすると情報を編集できます。
　　リストの「削除」ボタンをクリックするとリスト情報が削除されます。
　　一度削除したデータは元に戻せませんのでご注意ください。

＜（2）リスト登録＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「リスト登録画面」では
　・電話番号の登録を基にした、基本情報の登録
　ができます。



22

＜リスト登録画面＞

　　「電話番号欄を追加する」ボタンをクリックすると追加番号欄が一行追加されます。
　　「削除」ボタンをクリックすると押された対象の電話番号欄が一行削除されます。
　　※削除された追加番号情報は復元できませんので、ご注意ください。

＜（3）Excelインポート＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「Excelインポート画面」では、 　　　
　・インポート用Excelテンプレートのダウンロード
　・Excel形式のリストデータインポート
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　ができます。

＜Excelインポート画面＞ 　　　

　　「Excelテンプレートをダウンロードする」ボタンをクリックして
　　テンプレートをダウンロードしてからインポートができます。
　　テンプレートを使用しないとインポートを行えません。

　　ダウンロードしたテンプレートに情報を入力しExcelファイルを作成してください。
　　Excelに都道府県を入力する際は正確に入力してください。(正：東京都　誤：東京)
　　電話番号を入力する際はセルの書式設定の表示形式を文字列にして入力してください。

　　緑の枠のエリアに作成したExcelファイルをドロップ（マウスボタンを離す）すると
　　自動的にインポートが開始されます。
　　緑の枠のエリアをクリックすることでもファイルを選択できます。
　　※インポート可能最大件数は10000件です。

　「Excelインポート」が成功した場合の画面表示
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　　ファイルの選択が完了すると自動的にインポートが開始されます。
　　緑の枠のエリアに「Excelインポートによるリスト登録に成功しました。」と表示されれば成功です。

　「Excelインポート」が失敗した場合の画面表示

　「●●行目に入力ミスがあります。」とデータのエラー行数が出力されます。
　また、※の後に続く内容で、エラー箇所が特定できます。
　※インポートによるリスト登録が失敗した場合、リストは1件も登録されず中止されます。
　エラー文言サンプル
　　携帯番号の入力内容が不正です・・・070、080、090以外の番号が先頭になっている。
　　この●●は既に登録されています・・・出力された●●が既にリストとして存在している状況です。

＜（4）CSVインポート＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「CSVインポート画面」では、 　　　
　・CSVファイルの生成補助
　・CSVl形式のリストデータインポート
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　ができます。

　お手元にあるCSV形式のファイルをインポート出来ます。
　回線選択からリストをインポートする回線名を選び、選択するをクリック。
　以下の画面が回線選択の下に出力されます。

　インポートする流れは（3）Excelインポートと同様です。そちらを参照ください。
　データを0から作成する場合、「Excelテンプレートをダウンロードする」をクリックし、
　ひな形を使用してください。

「CSVファイル生成ページ」
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　CSV形式のファイルでデータをインポートしたい場合に、
　CSV形式が無かった際に活用頂けます。

　上の赤枠内にはインポートするタイトル行のデータ、1行目をコピーし、貼り付けてください。
　※「Excelテンプレートをダウンロードする」からデータのひな形を作って頂くとスムーズです。

　下の赤枠内にはインポートする取り込みデータを全てコピーし、貼り付けてください。
　※改行が含まれていると、正しいデータとして生成が出来なくなります。

　最後に「CSV生成開始」をクリックすることで、CSVファイルが作成できます。

　「CSVインポートの結果」は、Excelインポートと同様の画面で出力されます。

＜（5）リスト詳細検索＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「リスト詳細検索画面」では、 　　　
　・固定情報による絞り込み検索
　・レポート情報による絞り込み検索
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　ができます。

　回線選択にて絞り込む回線を選択し、選択するをクリック。
　詳細検索フォーム画面が回線選択の下に表示されます。

　固定情報（左側赤枠）で検索したい情報を入力頂くか、
　レポート情報（右側赤枠）で検索したい情報を入力頂くかでリスト検索が可能になります。
　※検索には最低3項目の設定が必要です。

　検索するをクリックすると、フォームが畳まれその下に以下の画面が出力されます。

　検索結果の「履歴表示」をクリックする事で、「履歴一覧」が表示されます。
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　履歴一覧は、更新日時で昇順で並び、出力されています。
　対応履歴が複数（履歴入力が複数回に渡って行ったもの）ある場合、
　見たい日時の履歴確認をクリックすると、その時点の履歴情報が確認出来ます。

　例：登録日時　2016年03月08日 15時12分、更新日時　2016年03月08日 16時06分の画面サンプル

　例：登録日時　2016年03月08日 16時08分、更新日時　2016年03月08日 16時08分の画面サンプル
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　履歴確認画面から直接必要情報を編集出来ます。
　編集が完了しましたら、「更新する」をクリックすると登録が反映されます。
　例：登録日時　2016年03月08日 15時12分、更新日時　2016年03月08日 16時06分を編集

　例：登録日時　2016年03月08日 15時12分、更新日時　2016年03月08日 19時36分

　※データの直接編集、更新になる為、履歴情報は複製されず上書きされます。
　※オペレータ画面に出力される内容は、更新日時が最新のものになります。

＜（6）履歴詳細検索＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　

「履歴詳細検索画面」では、
　・履歴情報から絞り込み検索
　ができます。
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　回線選択にて絞り込む回線を選択し、選択するをクリック。
　詳細検索フォーム画面が回線選択の下に表示されます。

　固定情報（左側赤枠）で検索したい情報を入力頂くか、
　レポート情報（右側赤枠）で検索したい情報を入力頂くかでリスト検索が可能になります。
　※検索には最低3項目の設定が必要です。

　検索結果は、「リスト詳細検索」の「履歴一覧」と同様の画面です。
　操作はそちらを参照してください。

オプション機能
　・架電禁止機能

【架電禁止機能】

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　
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　架電禁止設定から架電を許可または禁止の設定ができます。
　架電禁止にチェックをすると、チェックしたリストの番号に発信できなくなります。

　またリスト検索の一覧項目にも架電禁止の項目が追加されています。

　EXCELインポートとCSVインポートにも以下の項目が追加されています。

　０を入力すると架電許可に、1を入力すると架電禁止になります。
　架電禁止設定がされている番号に電話すると
　「この電話番号には発信できません。発信許可の設定後おかけ直しください。」
　と音声が流れたあとに動作が終了するようになっております。
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⑤電話履歴管理

電話履歴管理では、電話の発着履歴を管理することができます。
通話状況、鳴動時間、通話時間等の確認ができます。
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
設定できる項目は、下記1項目です。
　（1）受発信履歴検索

＜（1）受発信履歴検索＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「受発信履歴画面」では、
　・使用回線
　・着信・発信
　・通話状況
　・発信元名
　・着信先名
　・通話日付
　以上の項目で検索ができます。

＜受発信履歴検索画面＞

　　電話履歴管理のサブナビ「受発信履歴検索」では、
　　検索条件としたい項目に条件を入力して「検索する」ボタンをクリックすると履歴が検索されます。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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＜検索結果＞

　　履歴の「録音」ボタンをクリックすると通話の録音データ再生とダウンロードができます。

◆通話状況項目の説明
　（通話成功）・・・通話に成功
　（切断〈不在〉）・・・通話中以外で電話が切れた
　（切断〈通話中〉)・・・相手が通話中
　（自動留守録）・・・自動留守録設定時
　（自動応答）・・・自動応答設定時
　（自動転送）・・・自動転送設定時

　　「録音」をクリックすると、下記画面「関連音声ファイル一覧」画面に移動します。

　　「ＤＬ」をクリックするとダウンロードができます。
　　ダウンロードフォルダにダウンロードした音声ファイルが保存されています。
　　InternetExplorerでは録音データの再生ができない可能性がございますので予めご了承ください。
　　　　※一括ダウンロードは出来ません。

　　一度削除したデータは元には戻せませんのでご注意ください。
　　EXCELエクスポートでは1,000件迄の履歴をダウンロードでき、一覧で確認できます。
　　(「EXCELエクスポート」ボタンは検索件数が1,000件以下の時のみ表示されます。)
　　CSVエクスポートでは30,000件迄の履歴をダウンロードでき、一覧で確認できます。
　　(「CSVエクスポート」ボタンは検索件数が30,000件以下の時のみ表示されます。)
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⑥通話分析管理　※ご利用には別途お申込が必要です。

メインナビ「通話分析管理」では、メインナビの「電話履歴管理」の情報を基に、
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
分析できる項目は、下記4項目です。
　（1）時間別分析
　（2）日別分析
　（3）月別分析
　（4）年別分析

※「電話履歴管理」上で通話をしていない「切断」や「不在」などの履歴も集計データとして対象となります。
　　その際の通話時間は0秒として判断し、分析結果に以下のように反映されます。

※「電話履歴管理」上で履歴が存在しない日、月、年を集計した場合、分析結果は表示されません。
　　その際には以下の画面が出力されます。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
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＜（1）時間別分析＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「時間別通話分析」画面では、時間別の通話結果を表示します。

＜時間別通話分析＞

＜（2）日別分析＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「日別分析」画面では、日別の通話結果を表示します。

＜日別通話分析＞
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＜（3）月別分析＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「月別分析」画面では、月別の通話結果を表示します。

＜月別通話分析＞

＜（4）年別分析＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「年別分析」画面では、年別の通話結果を表示します。

＜年別通話分析＞
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　　検索条件としたい項目に条件を入力して「検索する」ボタンをクリックすると表とグラフが表示されます。

　　※回線と期間は必須項目となります。
　　（オペレーターが1500人以上の場合は所属も必須項目となります。）

　　※検索可能期間は以下のようになります。
　　時間別：3か月以内    日別：3か月以内    月別：12か月以内    年別：5年以内

　　検索した期間分の以下の分析内容が表示されます。

　　通話時間：指定した期間内の時間別通話時間を棒グラフで表示します。
　　着信数：指定した期間内の時間別着信数を棒グラフで表示します。※¹
　　発信数：指定した期間内の時間別発信数を棒グラフで表示します。※¹
　　内線数：指定した期間内の時間別内線数を棒グラフで表示します。※²
　　通話割合：指定した期間内の発着割合を円グラフで表示します。※³
　　通話結果：通話成功、切断(通話中)、切断(不在)、自動応答、自動転送、自動留守録の割合を
　　円グラフで表示します。
　　OP別分析：指定した期間内のオペレータ別の通話割合と結果を表と円グラフで表示します。

　　※¹外線で検索した場合のみ表示されます。
　　※²内線で検索した場合のみ表示されます。
　　※³内線で検索した場合は内線数が表示されます。
　　※「表示切替」ボタンをクリックすると件数表示と％表示が切り替わります

　

　　「グラフを画像としてダウンロードする」ボタンをクリックすると
　　現在表示されているグラフをPNG画像としてダウンロードできます。
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　「通話時間」　指定した期間内の時間別通話時間を棒グラフで表示します。

　　「テーブル表示切替」ボタンをクリックすると、表示されている時間が切り替わります。

　　○分△秒で表示されていた場合、「テーブル表示切替」ボタンを押すと□□秒に表示が変わります。

　　□□秒で表示されていた場合、「テーブル表示切替」ボタンを押すと○分△秒に表示が変わります。

　　「着信数」　指定した期間内の時間別着信数を棒グラフで表示します。

　　「発信数」　指定した期間内の時間別発信数を棒グラフで表示します。
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　　「通話割合」　指定した期間内の発着割合を円グラフで表示します。

　　「通話結果」　通話成功、切断(通話中)、切断(不在)、自動応答、自動転送、自動留守録の割合を
　　　　　　　　　　　円グラフで表示します。

　　「OP別分析」　指定した期間内のオペレータ別の通話割合と結果を表と円グラフで表示します。
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＜（5）IVR分析＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

＜IVR分析＞

   検索画面が出てくるので、検索項目を入力してください。
  ※全て必須項目です。
　　検索したい条件を全て入力し、「検索する」ボタンをクリックすると、
　　時間別の通話結果を表とグラフで表示します。
　　また、検索内容は折れ線グラフとテーブルの形式で表示されます。

　　検索タイプによって、時間別、日別、月別の集計を切り替えることができます。
　　検索後以下の内容を表示します
　　選択したIVR内のどの階層で終話したかを集計した、表と折れ線グラフが表示されます。
　　「階層別集計表」をクリックすると表が表示されます。
　　「グラフを画像としてダウンロードする」ボタンをクリックすると
　　現在表示されているグラフをPNG画像としてダウンロードできます。 
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　　上記の折れ線グラフを例にすると１０時の着信で、開始点で終了した通話が６件
　　１−３で終了した通話が１件、１−１−１−で終了した通話が２４件となります。
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⑦自動応答管理

自動応答管理では、応答音声と自動応答の設定と管理を行うことができ、
自動応答設定・応答音声登録・例外設定・停止等の登録ができます。
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
設定できる項目は、下記7項目です。
　（1）自動応答一覧
　（2）自動応答順位
　（3）自動応答追加
　（4）応答音声一覧
　（5）応答音声登録
　（6）応答例外設定
　（7）自動応答停止一覧

＜（1）自動応答一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「自動応答設定一覧画面」には現在設定されている自動応答設定の一覧が表示されています。
「自動応答設定一覧画面」では、
　・自動応答の編集
　・自動応答の停止
　ができます。

＜自動応答設定一覧画面＞

　　「編集」をクリックすると自動応答設定編集画面に移動します。
　　「停止」をクリックすると自動応答設定を停止状態にすることができます。
　　停止状態とは設定した日付、時間になっても自動応答しない状態にすることを指します。

「編集」をクリックすると下記画面「自動応答設定編集画面」に移動します。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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＜自動応答設定編集画面＞
　例：土日祝定休設定

　　*は必須項目です。
　　自動応答設定編集画面では、設定名・回線選択・応答音声を入力し、
　　指定したい月や曜日や時間に合わせて右の「有効化」をクリック後、編集が可能になります。
　　「無効化」をクリックするとその指定条件は無効化されますのでご注意ください。　　
　　「更新する」をクリックすると更新されます。　
　　※無効化を行い、更新するをクリックした場合、☑等の情報は全て削除されます。
　　※設定を行なった回線の｢着信OP設定｣にいずれのOPにもチェックが入っていない場合、
　　　自動応答が適用されません。

＜（2）自動応答順位＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　
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「自動応答優先順位」では、
　・優先順位の編集
　・優先順位の設定
　ができます。

＜自動応答優先順位＞

　　自動応答設定した一覧が表示されるので、
　　優先順位を変更したい設定をドラッグし（マウスボタンを押したままの状態でマウスを移動させ）、
　　変更したい順位へドロップ（マウスボタンを離す）してください。
　　「優先順位を更新する」をクリックすると優先順位が変更されます。
　　優先順位は上にあるものから優先して適応されます。
　　※設定を行なった回線の｢着信OP設定｣にいずれのOPにもチェックが入っていない場合、
　　　自動応答が適用されません。

＜（3）自動応答追加＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　
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「自動応答設定追加画面」では、
　・自動応答の追加
　の登録ができます。

＜自動応答設定追加画面＞

　　*は必須項目です。
　　自動応答設定追加画面では、設定名・回線選択・応答音声を入力し、
　　指定したい月や曜日や時間に合わせて右の「有効化」 をクリック後、編集が可能になります。
　　「登録する」をクリックすると登録が完了します。　

＜（4）応答音声一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「応答音声一覧画面」には現在登録されている応答音声の一覧が表示されています。
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「応答音声一覧画面」では、
　・応答音声の再生
　・名前の編集
　・応答音声の削除
　ができます。

＜応答音声一覧画面＞

　　「再生」をクリックすると新しいウィンドウが立ち上がり、音声が再生されます。
　　※「再生」はInternetExplorer上で再生は出来ません。

　　「編集」をクリックすると応答音声名編集画面に移動します。

　　新しい名前を入力後、「変更する」をクリックすると、名前が変更されます。

　　「削除」をクリックすると、図①の画面が出力され、OKをクリックすると図②か図③が出力されます。
　　図②は削除が正常終了した場合に出力され、図③は削除が失敗した時に出力されます。

acord-ma2vera-pbx.com：の内容： 
 
削除した応答音声は元に戻すことができません。 

本当に削除しても宜しいですか？ 

OK キャンセ

図① 

acord-ma2vera-pbx.com：の内容： 
 

図② 

× 

× acord-ma2vera-pbx.com：の内容： 
 

図③ 

× 
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　　削除に失敗する主な原因は、「自動応答」に使用されている為に発生します。
　　現在使用中の「自動応答」から応答音声を変更頂くか、「自動応答」を停止し、設定を削除することで、
　　正常に削除が完了します。

＜（5）音声応答登録＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「応答音声登録画面」では、
　・応答音声の登録
　ができます。

＜応答音声登録画面＞

 
 
応答音声の情報とファイルの削除に成功しました。 

 

OK 

  
 
この応答音声は現在使用されております。 

応答設定との紐付けを解除してから再度お試しください。 

 

OK 
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　　応答音声名を入力し、音声ファイルを登録後、「登録する」をクリックすると登録ができます。
　　アップロード可能な音声ファイルの拡張子は「.ｗａｖ」のみですのでご注意ください。
　　アップロード可能なファイルサイズは「8MB」までとなります。
　　「音声ファイルのアップロードに成功しました。」と表示後、アップロード成功です。
　　※アップロードが成功しても応答音声の登録は完了していませんのでご注意ください。

　アップロード成功時の画面
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　アップロードが終了せずに「登録する」をクリックした場合のエラー画面

　アップロードが完了し、「登録する」をクリックした場合、以下の画面が出力されます。
　OKをクリックすることで、応答データを登録する事ができます。

＜（6）応答例外設定＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「例外設定画面」では、
　・例外の設定
　ができます。

＜例外設定画面＞

acord-ma2vera-pbx.com：の内容： 
 
応答音声の登録に成功しました。 

 OK 

× 
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　　例外を設定したい回線を選択し、「表示」をクリックすると、以下の画面が出力されます。

　　追加日付選択の白い部分をクリックすることで、カレンダーが出力されます。
　　追加したい日付をクリックし、「追加」をクリックすると、「例外日付」に日付が表示されます。

　　「更新する」をクリックすることで、自動応答設定が無効になる日付が登録できます。

　　例外日付を消す場合、「リセット」をクリックすることで、例外日付を全て消去します。
　　※1日付毎に消去は出来ません。

＜（7）自動応答停止一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「停止中自動応答設定一覧画面」では、
　・停止中応答音声の再開
　ができます。

＜停止中自動応答設定一覧画面＞
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　　「停止中自動応答設定一覧画面」には現在停止中の自動応答音声の一覧が表示されます。
　　「再開」をクリックすると図①の画面が出力され、OKをクリックすると図②の画面が出力され、
　　「自動応答一覧」へ表示をさせ再開させる事ができます。

　　「削除」をクリックすると図③の画面が出力され、OKをクリックすると図④の画面が出力され、
　　設定された情報が消去されます。
　　※消去された設定は復元できません。

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：             × 
 
自動対応設定を再開いたします。 
再開しても宜しいですか？ 

OK キャンセ

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：            × 
 
自動対応設定の再開に成功しました。 

OK 

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：                × 
 
削除した設定は復帰できません。 
「営業時間外」を本当に削除しても宜しいですか？ 

OK キャンセ

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：          × 
 
自動対応設定の削除に成功しました。 

OK 
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⑧自動転送管理

自動転送管理では、転送の設定や管理ができ、
自動転送設定・優先順位・転送例外・停止等の登録ができます。
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
　（1）自動転送一覧
　（2）自動転送順位
　（3）自動転送追加
　（4）転送例外設定
　（5）停止転送一覧

＜（1）自動転送一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「自動転送設定一覧画面」では、
　・自動転送の追加、編集、停止
　・自動転送の順位設定
　・自動転送の例外設定
　ができます。

＜自動転送設定一覧画面＞

　　「自動転送設定一覧画面」には現在設定されている自動転送設定の一覧が表示されています。

　　「編集」をクリックすると自動転送設定編集画面に移動します。
　　「停止」をクリックすると自動転送設定を停止状態にすることができます。
　　停止状態とは設定した日付、時間になっても自動転送しない状態にすることを指します。

　  「編集」をクリックすると自動転送設定編集画面に移動します。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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＜自動転送設定編集画面＞

　　*は必須項目です。
　　自動転送設定追加画面では、設定名・回線選択・転送先番号を入力してください。
　　日付等の詳細設定は右の「有効化」 をクリック後、編集が可能になります。
　　「更新する」をクリックすると更新が完了します。　
　　※更新を行った場合、前回の設定に戻すことは出来ません。
　　※無効化を押された状態で、更新するをクリックした場合、☑等の情報は全て削除されます。
　　※設定を行なった回線の｢着信OP設定｣にいずれのOPにもチェックが入っていない場合、
　　　自動転送が適用されません。
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＜（2）自動転送順位＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「自動転送設定優先順位」では、
　・優先順位の編集
　・優先順位の設定
　ができます。

＜自動転送設定一覧画面＞

　　自動転送設定した一覧が表示されるので、
　　優先順位を変更したい設定をドラッグし（マウスボタンを押したままの状態でマウスを移動させ）、
　　変更したい順位へドロップ（マウスボタンを離す）してください。
　　「優先順位を更新する」をクリックすると優先順位が変更されます。
　　優先順位は上にあるものから優先して適応されます。
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＜（3）自動転送追加＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「自動転送設定追加画面」では、
　・自動応答の追加
　ができます。

＜自動転送設定追加画面＞

　　*は必須項目です。
　　「設定名」はわかりやすい名前を自由に入力してください
　　「回線選択」の選択ボックスから設定を追加する回線を選択してください。
　　「ダイヤルタイムアウト」には何秒後に転送をさせるかの設定を行います。最少は1秒です。
　　「転送先番号」には一番目から順に転送先番号を入力してください。最大3番号までです。
　　「有効化」ボタンがついている項目は、ボタンをクリックすると設定ができるようになります。
　　「無効化」ボタンをクリックすると再び設定が無効になります。
　　「登録する」ボタンをクリックすると自動転送設定情報が登録されます。 
　　※設定を行なった回線の｢着信OP設定｣にいずれのOPにもチェックが入っていない場合、
　　　自動転送が適用されません。

　　「ダイヤルタイムアウトについて」
　　第1段階から第2段階へ、第2段階から第3段階へ、転送をするまでの時間を指定します。
　　例：「ダイヤルタイムアウト」を5秒で設定した場合

　　※ダイヤルタイムアウトの時間を0秒に設定した場合、30秒の設定と同じ動作を行います。

第1段階 
（5秒鳴動） 

第2段階 
（5秒鳴動） 

第3段階 
（最大鳴動時間まで鳴動） 

転送 転送 
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＜（4）転送例外設定＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　

「自動転送例外設定画面」では、
　・例外の設定
　ができます。

＜転送例外設定＞

　　例外を設定したい回線を選択し、「表示」をクリックします。
　　「表示」をクリックすると、以下の画面が出力されます。

　　追加日付選択の白い部分をクリックすることで、カレンダーが出力されます。
　　追加したい日付をクリックし、「追加」をクリックすると、「例外日付」に日付が表示されます。

　　「更新する」をクリックすることで、自動応答設定が無効になる日付が登録できます。

　　例外日付を消す場合、「リセット」をクリックすることで、例外日付を全て消去します。
　　※1日付毎に消去は出来ません。



57

＜（5）停止転送一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　

　　　

「停止中自動転送設定一覧画面」では、
　・停止中の自動転送設定の再開
　ができます。

＜停止中自動転送設定一覧画面＞

　　「停止中自動転送設定一覧画面」には現在停止中の自動転送設定の一覧が表示されます。
　　「再開」をクリックすると図①の画面が出力され、OKをクリックすると図②の画面が出力され、
　　「自動転送一覧」へ表示をさせ再開させる事ができます。

　　「削除」をクリックすると図③の画面が出力され、OKをクリックすると図④の画面が出力され、
　　設定された情報が消去されます。
　　※消去された設定は復元できません。

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：             
× 
 
自動転送定を再開いたします。 
再開しても宜しいですか？ 

OK キャンセ

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：            × 
 
自動転送設定の再開に成功しました。 

OK 

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：                × 
 
削除した設定は復帰できません。 
「土日祝転送」を本当に削除しても宜しいです

か？ 

OK キャンセ

図④ 

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：          × 
 
自動転送設定の削除に成功しました。 

OK 
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⑨留守電設定管理

留守電設定管理では、
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
設定できる項目は、下記7項目です。
　（1）留守電一覧
　（2）留守電順位
　（3）留守電追加
　（4）留守電音声一覧
　（5）留守電音声登録
　（6）留守電例外設定
　（7）停止留守電一覧

＜（1）留守電一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「留守電設定一覧画面」では、
　・留守電設定の編集
　・留守電設定の停止
　ができます。

＜留守電設定一覧画面＞

　　「留守電設定一覧画面」には現在設定されている留守電設定の一覧が表示されています。
　　「編集」をクリックすると留守電設定編集画面に移動します。
　　「停止」をクリックすると留守電設定を停止状態にすることができます。
　　停止状態とは設定した日付、時間になっても留守電をしない状態にすることを指します。 

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
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＜留守電設定編集画面＞

　　*は必須項目です。
　　留守電設定編集画面では、設定名等、詳細を入力してください。
　　日付等の詳細設定は右の「有効化」 をクリック後、編集が可能になります。
　　「更新する」をクリックすると更新が完了します。　
　　※更新を行った場合、前回の設定に戻すことは出来ません。
　　※無効化を押された状態で、更新するをクリックした場合、☑等の情報は全て削除されます。
　　※設定を行なった回線の｢着信OP設定｣にいずれのOPにもチェックが入っていない場合、
　　　留守電が適用されません。
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＜（2）留守電順位＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「留守電設定優先順位」では、
　・優先順位の編集
　・優先順位の設定
　ができます。

＜留守電設定優先順位＞

　　回線種別を選択し、「留守電設定検索」をクリックすると、以下の画面が出力されます。

　　優先順位を変更したい設定をドラッグし（マウスボタンを押したままの状態でマウスを移動させ）
　　変更したい順位へドロップ（マウスボタンを離す）してください。
　　「優先順位を更新する」をクリックすると優先順位が変更されます。
　　優先順位は上にあるものから優先して適応されます。
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＜（3）留守電追加＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「留守電設定追加画面」では、
　・留守電設定の追加
　ができます。

＜留守電設定追加画面＞

　　*は必須項目です。
　　「設定名」はわかりやすい名前を自由に入力してください
　　「回線選択」の選択ボックスから設定を追加する回線を選択してください。
　　「留守電音声」の選択ボックスから留守電に使用する音声を選択してください。
　　「有効化」ボタンがついている項目は、ボタンをクリックすると設定ができるようになります。
　  「無効化」ボタンをクリックすると再び設定が無効になります。
　　「登録する」ボタンをクリックすると留守電設定情報が登録されます。
　　※セキュリティソフトやメール設定などが原因によりメールが届かない場合があります。

　　　　メールが届かない場合は履歴管理より検索して下さい。
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　　※設定を行なった回線の｢着信OP設定｣にいずれのOPにもチェックが入っていない場合、
　　　留守電が適用されません。

＜（4）留守電音声一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「留守電応答音声一覧画面」では、
　・留守電応答音声の再生
　・留守電応答音声の名前編集
　ができます。

＜留守電応答音声一覧画面＞

　　「留守電応答音声一覧画面」には現在設定されている留守電音声の一覧が表示されています。
　　「再生」をクリックすると新しいウィンドウが立ち上がり、音声が再生されています。

　　※｢再生」はInternet Explorerでは出来ません。

　　「編集」をクリックすると、留守電応答音声一覧画面になり、名前の変更ができます。

＜留守電対応音声一覧画面＞

　　「新しい名前」を入力し、「変更する」をクリックすると留守電音声の名前が変更されます。
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＜（5）留守電音声登録＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「留守電応答音声登録画面」では、
　・留守電応答音声の登録
　ができます。

＜留守電応答音声登録画面＞

　　留守電音声名を入力してください。
　　アップロード可能な音声ファイルの拡張子は「.wav」のみですのでご注意ください。
　　緑の枠のエリアに作成した音声ファイルをドロップ（マウスの左側のボタンを押したまま
　　マウスを移動させつかんでいたファイルをを移動させたい場所でマウスの左側のボタンを離す）
　　すると自動的にアップロードが開始されます。
　　緑の枠のエリアをクリックすることでもファイルを選択できます。

　　ファイルの選択が完了すると自動的にアップロードが開始されます。
　　「音声ファイルのアップロードに成功しました。」と表示されればアップロード成功です。
　　アップロードが成功しても留守電音声の登録は完了していませんのでご注意ください。
　　「登録する」ボタンをクリックして留守電音声の登録は完了です。 

　アップロード成功時の画面
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　アップロードが終了せずに「登録する」をクリックした場合のエラー画面

　アップロードが完了し、「登録する」をクリックした場合、以下の画面が出力されます。
　OKをクリックすることで、応答データを登録する事ができます。

＜（6）留守電例外設定＞

acord-ma2vera-pbx.com：の内容： 
 
留守電音声の登録に成功しました。 

OK 
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【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「例外設定画面」では、
　・例外の設定
　ができます。

＜例外設定画面＞

　　例外を設定したい回線を選択し、「表示」をクリックします。
　　クリックすると、下記のような画面が表示されます。

　　追加日付選択の白い部分をクリックすることで、カレンダーが出力されます。
　　追加したい日付をクリックし、「追加」をクリックすると、「例外日付」に日付が表示されます。

　　「更新する」をクリックすることで、自動応答設定が無効になる日付が登録できます。

　　例外日付を消す場合、「リセット」をクリックすることで、例外日付を全て消去します。
　　※1日付毎に消去は出来ません。

＜（7）停止留守電一覧＞
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【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「停止中設定一覧画面」では、
　・停止中留守電設定を再開させる事
　ができます。

＜停止中設定一覧画面＞

　　「停止中設定一覧画面」には現在停止中の留守電設定の一覧が表示されます。
　　「再開」をクリックすると図①の画面が出力され、OKをクリックすると図②の画面が出力され、
　　「留守電一覧」へ表示をさせ再開させる事ができます。

　　「削除」をクリックすると図③の画面が出力され、OKをクリックすると図④の画面が出力され、
　　設定された情報が消去されます。
　　※消去された設定は復元できません。

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：             
× 
 
留守電設定を再開いたします。 
再開しても宜しいですか？ 

OK キャンセ

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：            × 
 
留守電設定の再開に成功しました。 

OK 

図

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：                × 
 
削除した設定は復帰できません。 
「年始用」を本当に削除しても宜しいですか？ 

OK キャンセ

図④ 

acord-ma2vera-pbx.com：の内容：          × 
 
留守電設定の削除に成功しました。 

OK 
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⑩キューイング管理　※ご利用には別途お申込が必要です。

※1契約は5待機となり、チャネルアップが別途必要になります。
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
OPが全て埋まっている際の、回線着信待機に関する設定が行えます。

キューイングとは・・・受信できるオペレータがいない場合、
　　　　 　　　　　　　　　音声ガイダンスを流すことにより、お電話頂いたお客様にお待ち頂く機能です。
　　　　　　　　　　　　　 切電の制御につながります。
　　　　　　　　　　　　　　　（受信できるオペレータがいない場合、通常ビジーになり切れてしまいます。）
　例えば、「ただいま電話が大変込み合っております。大変恐れ入りますが、少々お待ちください。」
　というガイダンスを流すとします。この状態はまだ、オペレータには接続されていませんが、ガイダンスを流し
　電話をかけた側を待たせる事ができます。
　よって着信はしないが、音声を流しPBX上で待たせる状態に出来る機能の事です。

設定できる項目は、下記3項目です。
　（1）キュー設定
　（2）キュー音声一覧
　（3）キュー音声登録

キューイングの受け取り方は2パターンあり、申込時に選択ができます。

【1】1回線ずつ鳴動するパターン
【2】全ての回線が鳴動するパターン

図で説明すると・・・

        ①とオペレータが通話中で
        ②③④はキューイング中

①

　　　　② 　　　　③  　　　④

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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【1】1回線ずつ鳴動するパターン
　通話可能なオペレーターにキューイングで待っていた回線をひとつ鳴動させます。
　残りのキューイング中の回線はそのままキューイングに入っています。

②が鳴動し、③④はキューイング中

【2】全ての回線が鳴動するパターン
　通話可能なオペレータにキューイングで待っている回線全てが鳴動します。
　一気に鳴動するわけではなく、約3秒後に1回線ずつ鳴動させます。
　※この場合、キューイングの機能は終了します。鳴動している回線はコール音が鳴り続けます。

②③④が鳴動し、全ての回線がキューイングが終了
発信者側はコール音が鳴り続けます。

　どの回線と通話するか選び、左側のボタンを押す

　通話中も一回入ってきた回線は、コール音が鳴り続け上図のような表示になります。
　相手側が通話終了する（電話を切る）と表示がなくなります。

キューイング中回線 
 

③  ④ 

キューイング中回線 
 

なし 
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＜（1）キュー設定＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「キューイング設定」では、
　・キューイングの動作設定
　ができます。

＜キューイング設定画面＞

　　設定したい回線を「回線選択」から選択頂き、各項目を設定してください。
　　最後に「登録する」をクリックすることで、設定が登録（変更）されます。
　　「削除する」をクリックすることで、設定が削除されます。
　　※削除された設定の復元は出来ませんので、ご注意ください。
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＜キューイング設定画面（項目一覧）＞

　　①最大待機コール数…OPが埋まっていた場合に許容するコール数をリストから選択出来ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　選択出来る件数はお申込時にご申告頂いた件数になります。
　　②繰り返し回数…③～④の音声応答を何回繰り返し行うかを最大10回まで設定が可能です。
　　　　　　　　　　　　　　繰り返し回数を超えた場合、⑤が再生され切電されます。
　　③保留音…待機（キューイング）された際に流す保留音を設定出来ます。
　　④自動応答音声…待機（キューイング）された際に流す、音声ガイダンスを設定出来ます。
　　⑤キュー終了時音声…繰り返し待機（キューイング）回数が超えた場合に流す、
　　　　　　　　　　　　　　　　　音声ガイダンスを設定出来ます。ガイダンス後は、電話が切電されます。
　　※③～⑤は「キュー音声登録」にて登録と設定が必要です。

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



71

＜（2）キュー音声一覧＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

　　　
「キューイング音声一覧」では、
　・登録された音声ファイルの再生試聴、名前編集、削除
　ができます。

＜キューイング音声一覧画面＞

　　「再生」をクリックすることで、登録された音声ファイルの試聴が可能です。
　　「編集」をクリックすることで、登録された音声タイプ、名前の変更が可能です。（下部参照）
　　「削除」をクリックすることで、登録された音声ファイルの削除が可能です。
　　※削除された音声ファイルの復元は出来ませんので、ご注意ください。

＜キューイング音声編集画面＞

　　「音声タイプ」は、保留音、自動応答音声、キュー終了時音声から選択してください。
　　「音声名」は変更後の名前を入力してください。
　　「更新する」をクリックすることで、編集された情報に更新されます。
　　※編集対象の設定が行われている場合、編集は出来ません。設定から外して頂き、編集してください。
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＜（3）キュー音声登録＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「キュー音声登録」では、
　・音声タイプに合わせた、音声ファイルの登録
　ができます。

＜キューイング音声登録画面＞

　　「音声タイプ」から、保留音、自動応答音声、キュー終了時音声の使用先を選択してください。
　　「音声名」は登録する際に適用させる、名称を入力してください。

　　緑の枠のエリアに作成した音声ファイルをドロップすると自動でアップロードが開始されます。
　　緑の枠のエリアをクリックすることでファイルを選択し、アップロードも可能です。
　　「音声ファイルのアップロードに成功しました。」と表示されればアップロード成功です。
　　「登録する」ボタンをクリックしてキューイング音声の登録は完了です。 
　　※アップロード可能な音声ファイルの拡張子は「.wav」のみですのでご注意ください。
　　※アップロードが成功しても応答音声の登録は完了していませんのでご注意ください。



73

⑪IVR管理　※ご利用には別途お申込が必要です。

メインナビ「IVR管理」では、IVRの設定作成や、削除、回線毎の起動、停止が行えます。
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
※IVRの2種類をご契約可能ですが、重複利用は出来ません。

　電話が架かってきた際に音声ガイダンスを流し、電話機のボタンを押して頂く事で、
　指定着信先へ誘導したり、終話ガイダンスを流し切電する等の機能となります。
　例えば、「故障の方は1を、ご確認の方は2を押してください。」とガイダンス設定をすると
　お電話口の方が1を押した場合、「オペレーターへお繋ぎします。暫くお待ちください。」と流れ、
　オペレータへの通話に切り替える等、このような使い方が可能となります。

設定できる項目は、下記7項目です。
　（1）IVR設定一覧　　　（2）IVR設定追加　　　（3）IVR順位
　（4）IVR音声一覧　　　（5）IVR音声登録　　　（6）停止IVR一覧　　　（7）IVR起動

＜（1）IVR設定一覧＞

【操作方法】（V2.0）
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「IVR設定一覧画面」では、
　・作成済みのIVR設定の編集と停止
　ができます。

＜IVR設定一覧画面＞

　　「IVR設定一覧画面」には設定されたIVR機能の設定が一覧で表示されています。
　　「編集」をクリックすると、＜IVR設定編集画面＞に移ります。
　　「停止」をクリックすることで、設定毎に動作を止める事ができます。
　　※停止した設定は、「停止IVR一覧」にて再開、削除が可能です。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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＜IVR設定編集画面＞

　　*は必須項目です。
　　有効条件情報入力では、設定名～時間設定までを入力してください。
　　日付等の詳細設定は右の「有効化」をクリック後、編集が可能になります。

　　IVRルール作成では、電話を受けてからの流れていく設定を変更できます。
　　開始から枝分かれした選択肢の設定、追加、削除を行えます。

　　「変更する」をクリックすると変更内容が更新されます。　
　　※変更を行った場合、前回の設定に戻すことはできません。
　　※無効化を押された状態で、変更するをクリックした場合、☑等の情報は全て削除されます。
　　※IVRルール作成方法については、後述の「（2）IVR設定追加」をご参考ください。
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＜（2）IVR設定追加＞

【操作方法】（V2.0）
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

　　　
「IVR設定追加画面」では、
　・IVRの新規設定
　ができます。

＜IVR設定登録画面＞

　　*は必須項目です。
　　有効条件情報入力では、設定名～時間設定までを入力してください。
　　日付等の詳細設定は右の「有効化」をクリック後、編集が可能になります。
　　IVRルール作成では、電話を受けてからの流れていく設定を作成できます。
　　開始から枝分かれした選択肢の設定、追加、削除を行えます。
　　「登録する」をクリックすると新規でIVRルールが登録されます。　
　　※登録を行ったIVR設定の編集は、[IVR設定一覧」より変更が可能です。
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＜有効条件情報入力画面＞

　　「設定名」…設定を保存する際の名称を入力してください。分かり易い名前で構いません。

　　「回線選択」…IVR機能を動作させる電話番号を「回線名」をリストから選択してください。
　　　　　　　　　　　「回線名」に紐付く電話番号は、
　　　　　　　　　　　「③回線管理」→「回線情報」一覧画面より確認できます。

　　※「月設定」～「時間設定」は各欄右側の「有効化」ボタンをクリックして、有効にしてください。
　　「月設定」…設定を活用する「月」を指定してください。
　　　　　　　　　　「月」のみを指定した場合、月初～月末までで動きます。

　　「日設定」…設定を活用する「日」を指定してください。
　　　　　　　　　　「日」のみを指定した場合、毎月「指定日」のみ動きます。

　　「曜日設定」…設定を活用する「曜日」を指定してください。
　　　　　　　　　　　　「曜日」のみを指定した場合、毎週「指定曜日」のみ動きます。

　　「祝日」…「祝日」に設定を活用する際に、指定してください。
　　　　　　　　　「祝日」のみを指定した場合、毎月「祝日」のみ動きます。

　　「時間設定」…設定を活用する時間を「15分単位」で指定してください。
　　　　　　　　　　　　開始は左側、終了は右側となっており、●●時～▲▲時との指定になります。
　　　　　　　　　　　　「時間指定」のみを指定した場合、毎日「指定時間」のみ動きます。

　　※月設定～時間指定を組み合わせることで、設定を絞り込んでいく事が可能です。

　　例1：毎月の土曜日、日曜日、祝日に設定したIVRを動かす場合
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　　例2：月曜～金曜日の9時から17時までIVRを使いたい場合の設定画面

＜IVRルール作成画面（枝分かれ画面）＞

②曜日設定の「土」、「日」にチェックを 
入力してください。 

①曜日設定、祝日の「有効化」を 
クリックしてください。 

③祝日の「祝日」にチェックを 
入力してください。 

①曜日設定、時間設定の「有効化」を 
クリックしてください。 

②曜日設定の「月」～「金」にチェックを 
それぞれ入力してください。 

③時間設定の「開始時間」を 
リストから選択してください。 

④時間設定の「終了時間」を 
リストから選択してください。 
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　　各●に「開始」や「数字」が入っている部分が、ガイダンスが流れる場所になります。
　　それぞれ黄色枠で囲った部分が、一つの設定項目となっております。

　　「設定」…IVR機能の音声ガイダンスの設定や、オペレータへの通話へ移行するかの設定できます。
　　「追加」…黄色枠で囲った部分が、押した位置の下にぶら下がって追加されます。
　　「削除」…押された黄色枠の部分が、削除されます。

＜枝番号、階層の追加・削除について＞
　　「追加」をクリックした場合の設定は以下のような形になります。

例：3階層2枝番号図 

ガイダンス：お電話ありがとうございます。 
●●の方は1を、▲▲の方は2を押してくださ

い。 
ガイダンス：■■の方は1を、 
◎◎の方は2を押してください。 
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　　①と同じ並びで②が追加されます。
　　再度同じように「追加」を押すと、③、④と追加されます。
　　これが「枝番号」と言います。
　　一度に入力できる番号を増やせます。
　　「削除」をクリックすると、黄色枠の
　　部分が削除されます。

　　　①の下にぶら下がるように、新たに①が追加されます。
　　　再度同じように押すと、更に下に新たな①が追加されます。
　　　これが「階層」と言います。
　　　「削除」をクリックすると、緑色枠の部分が削除されます。

　　※設定可能な枝番号、階層はお申込みいただいた数量までとなります。
　　※削除を行った設定は、復元できませんのでご注意ください。
　　※IVRのみ電話機の“0”ボタンについては、再度音声ガイダンスを流す専用ボタンになっております。

＜IVR設定画面＞

黄
色
枠
の
追
加
を
押
し
た
場
合 

緑
色
枠
の
追
加
を
押
し
た
場
合 
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　新IVR V2.0の場合

　　①「タイトル」…どの「設定」を押されたかを表示しております。
　　　　　　　　　　　サンプルでは、1（開始）→2→1の設定場所を表します。
　　②「終了判定」…分岐を終わらせたい場所で「終了させる」に☑を入力してください。
　　　　　　　　　　　　　入力すると、OP着信に関する画面が追加表示されます。

・自動系の設定方法
　旧型では自動系の設定はONかOFFでしか選べなかったのに対し、
　新型では設定する回線に紐付いている起動中の設定から選択が可能になりました。
　これにより階層ごとに自動系の設定を変更できるようになっております。

 ① 

④ 

⑤ 

② 

③ 

⑥ 

こちらの「設定」を押した場合に以下の画面

が表示されます。 

設
定
画
面 
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　　③「自動応答設定」…自動応答管理から起動中の設定を選び、☑を入力してください。
　　④「自動転送設定」…自動転送管理から起動中の設定を選び、☑を入力してください。
　　⑤「自動留守録設定」…留守電設定管理から起動中の設定を選び、☑を入力してください。
　　※③～⑤が重畳する場合、管理者画面の「自動優先順位」設定に準拠します。
　　⑥「再生音声」…各●の部分に来た時に流す音声ガイダンスを設定できます。
　　　　　　　　　　　　　最大同時に3つの音声ガイダンスを流す事ができ、1～3の順に流れていきます。

　　⑦「プッシュ時再生音声」…プッシュ番号の入力前に再生する音声を選択します。
　　※音声の途中でも入力は可能です。
　　※未選択の場合、プッシュ入力ができません。

　　⑧「プッシュ番号名」…電話履歴に表示する名前を入力します。
　　⑨「プッシュ可能最大数」…プッシュ可能な最大桁数を入力して下さい。最大20です。
　　⑩「プッシュ番号読み上げ」…プッシュ番号の読み上げのON/OFFを選択します。
　　　　プッシュした番号を読み上げる場合は「ON」、
　　　　プッシュ番号を読み上げない場合は「OFF」を選択して下さい。
　　⑪「番号読み上げ前音声」…プッシュした番号を読み上げの直前に再生する音声を選択します。
　　⑫「番号読み上げ後音声」…プッシュした番号を読み上げの直後に再生する音声を選択します。
　　⑬「入力可能音声」…電話機のボタンを押して頂く為の音声ガイダンスを設定できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　音声ガイダンスは1つのみの設定となります。
　　※音声の途中でも入力は可能です。

　動作としては
　[1]プッシュ再生音声
　[2]番号入力（プッシュ可能最大桁数分入力または、＃を押す）
　[3]番号読み上げ音声を再生
　[4]プッシュ番号読み上げがONなら[2]で入力した内容を読み上げ⇒番号読み上げ後音声再生と動きます。
　
　電話履歴には「プッシュ番号名」⇒「入力した番号」と記録されます。
　プッシュ番号名が未入力の場合は「階層番号」⇒「入力した番号」となります。

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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　　⑭「ジャンプ階層」…0以外の分岐先にない番号を押した際にジャンプ（移動）します。
　　　　　　　　　　　　　　　　移動先階層の最初から動作します。
　　⑮「0入力時ジャンプ階層」…0を押した際に移動します。　移動先階層の最初から動作します。
　　※「0入力時ジャンプ階層」を設定した場合、入力可能音声からの再生はできません。
　　⑯「端末表示文字」…端末に表示させる文字を入力すると端末に表示されます。

＜IVR設定画面（終了させるに☑を入力した際の、追加表示画面）＞

　　この画面で設定出来る⑰～⑲と同項目は最大3つの設定が可能です。
　　スクロールバーを下げて頂くことで、設定をご利用頂けます。
　　※設定は必ず1番上から行ってください。尚、設定は3つ分全てを行う必要はございません。

　　⑰「所属一括選択」…⑲「着信OP1」の☑を一括で行えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　行える範囲は各OP毎に割り当てられた「所属」事となっております。

　　⑱「鳴動時間」…⑲「着信OP1」の方の電話の鳴動時間を設定できます。
　　　　　　　　　　　　　鳴動時間は設定時間を超えた場合、次の着信設定に移行します。

　　⑲「着信OP」…OPへの着信まで来た場合、どのOPに着信をさせるか個別に☑が出来ます。
　　　　　　　　　　　　⑰「所属一括選択」で所属毎に一括で選択が可能です。
　　　　　　　　　　　　着信には③回線管理から設定出来る「着信OP設定」で許可が必要になります。

　　※⑱鳴動時間の設定が0秒の場合、標準180秒設定が適用されます。
　　※⑱「鳴動時間」が設定時間を超えた場合、次の⑰～⑲の設定へ移行します。
　　　　移行先の設定が無い場合、ガイダンス後に切電されます。詳しくは以下をご参照ください。

例：1番のボタンを押された後にOPへ繋がるも出られなかった場合
　　⑰～⑲までの設定を3つ作成し、各10秒間鳴動に設定した場合です。

⑰ 

⑱ 

⑲ 

 

⑭ 

⑮ 

⑯ 
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■電話履歴のIVR履歴
新IVR　V2.0の場合は電話履歴管理でIVR履歴が確認できます。

　IVRルートに以下のように表示されれば

　開始階層で3を押して1-3階層に移動したことを表します。
　IVRプッシュ値で以下のように表示されれば

　新型IVRの設定で、プッシュ番号名が会員番号の設定では525と押されたことを表します。

＜（3）IVR順位＞

【操作方法】（V2.0）
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「IVR順位」では、
　・IVRの処理優先順位の設定
　ができます。

＜IVR設定優先順位画面＞

着信OP1 
（10秒間鳴動） 

オペレーターへ 

着信OP2 
（10秒間鳴動） 

着信OP3 
（10秒間鳴動） 

音声が流れ 
電話が切電 
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　　優先順位設定を行う場合、「回線選択」のリストから回線名選択し、IVR設定検索をクリックしてください。

　　IVRの起動条件が複数重なった場合、優先順位の高い設定にて処理を行います。
　　回線に紐付く「IVR設定」が回線選択の下部に表示されます。
　　設定名の優先順位をドラッグ＆ドロップすることで、入れ替えるが可能です。
　　「優先順位を更新する」をクリックして頂くことで、更新が完了します。

＜（4）IVR音声一覧＞

【操作方法】（V2.0）
　　　メインナビ 　　　

「IVR音声一覧」では、
　・IVR起動時に再生する音声ファイルの再生試聴
　・IVR起動時に再生する音声ファイルの名前編集
　・IVR起動時に再生する音声ファイルの削除
　ができます。

＜IVR音声一覧画面＞
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　　「再生」をクリックすることで、IVR起動時に再生される音声ファイルの試聴が可能です。
　　※試聴にはスピーカー、イヤホンが必要です。SIP端末（電話機）での試聴はできません。

　　※再生はGooglechromeのみで可能です。

　　名前編集の「編集」をクリックすることで、以下の画面が出力されます。

　　変更後の名前を入力し、「変更する」をクリックすることで名前が変更されます。

　　音声ファイルが不要になった場合、「削除」をクリックすることで音声ファイルの削除が可能です。
　　※設定中の音声ファイルを削除した場合、設定がクリアされ音声が再生されません。
　　※削除された音声ファイルの復元は出来ませんので、ご注意ください。

＜（5）IVR音声登録＞

【操作方法】（V2.0）
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「IVR音声登録」では、
　・WAVE音声ボイスレコーダ
　・音声ファイル登録
　ができます。
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　　応答音声名を入力してください。
　　緑の枠のエリアに作成した音声ファイルをドロップすると自動でアップロードが開始されます。
　　緑の枠のエリアをクリックすることでファイルを選択し、アップロードも可能です。
　　「音声ファイルのアップロードに成功しました。」と表示されればアップロード成功です。
　　「登録する」ボタンをクリックして応答音声名の登録は完了です。 
　　※アップロード可能な音声ファイルの拡張子は「.wav」のみですのでご注意ください。
　　※アップロードが成功しても応答音声の登録は完了していませんのでご注意ください。

　　音声ファイルをお客様で準備する場合に、「WAVE音声ボイスレコーダ」をクリックすることで、
　　録音専用ウインドウが出力されます。

＜WAVE音声ボイスレコーダ画面（録音前の画面）＞

　　PCにマイクを取り付け、「録音開始」をクリックする事で録音が開始されます。

＜WAVE音声ボイスレコーダ画面（録音中の画面）＞
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　　必要な文言を録音しましたら、「録音停止」をクリックし、停止してください。

＜WAVE音声ボイスレコーダ画面（録音後の画面）＞

　　再生ボタンをクリックする事で、録音した音声の確認が実施できます。
　　「録音ファイルダウンロード」をクリックすることで、録音ファイルが取得できます。
　　※録音ファイルの保存先は、ブラウザにより異なります。
　　※録音を行う場合、SIP端末（電話機）から録音はできません。
　　※再生はGooglechromeのみで可能です。

＜（6）停止IVR一覧＞

【操作方法】（V2.0）
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「停止IVR一覧」では、
　・停止中のIVR設定再開
　・停止中のIVR設定削除
　ができます。

＜停止IVR一覧画面＞
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　　「IVR設定一覧」にて停止したIVR設定が表示されます。
　　「再開」をクリックすることで、IVR設定を再使用する事が可能です。
　　「削除」をクリックすることで、停止中のIVR設定を削除する事ができます。
　　※「削除」を行った設定は、復元できませんのでご注意ください。

＜（7）IVR起動＞

【操作方法】（V2.0）
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「IVR起動」では、
　・回線毎のIVR起動停止選択
　ができます。

＜IVR起動画面＞
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　　回線名、回線番号に紐付くIVR機能を起動するか、停止させるかを選択できます。

　　IVRステータスが「起動中」の場合、起動停止ボタンは「停止」となっております。
　　「停止」をクリックすることで、回線に対するIVR設定全てが動作停止となります。

　　IVRステータスが「停止中」の場合、起動停止ボタンは「起動」となっております。
　　「起動」をクリックすることで、回線に対するIVR設定全てが動作開始となります。
　　※こちらの停止は選択回線でIVR設定を使用するか、不使用かを選択します。
　　　　個別にIVR設定を停止するためには、「IVR設定一覧」より、停止を実施してください。

※同時契約した場合は、IVR、IVR（V2.0）どちらを使用するかIVR起動画面で設定できます。

　IVR管理では、基本的にステータスが「起動中」か「停止中」になっています。

　起動させたい場合は「起動」を、停止させたい場合は「停止」をクリックしてください。
　旧型IVRを起動中の場合にIVR（V2.0）は下記のようなステータスになっています。
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　新型IVR起動をクリックすると旧型IVRは停止になり、新型IVRの起動となります。
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⑫モニタリング管理　※ご利用には別途お申込が必要です。

モニタリング管理では、現時点での通話状況をで視覚的に把握し、その内容を聞くことができます。

・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
（２）モニタリング設定 
（３）モニタリング禁止設定

＜（1）モニタリング＞

【操作方法】

「モニタリング画面」では、
・モニタリングを行うオペレーターの検索
が出来ます

＜モニタリング画面＞

「オペレーター検索」
　①所属　②内線番号　③オペレーター名

モニタリング管理のサブナビ「モニタリング」では、
各項目に検索したいオペレーターの「所属」「内線番号」「オペレーター名」を入力する事で検索が可能です。

＜検索結果画面＞

通話中でモニタリングが可能なオペレーターは検索結果ではピンク色で表示されます。

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―

メインナビ サブナビ
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上記のモニタリング画面の中の「モニタリングNo」に架電をするとモニタリングが開始されます。
また、モニタリング対象の内線番号の前に「99」を付けて架電をしてもモニタリングが行えます。
※ＰＣが無くとも電話機のみで上記の操作にてモニタリングを行うことができます。

＜（２）モニタリング設定＞

【設定方法】

「モニタリング設定」では、
・囁きモード設定
・三者通話設定
を変更できます。

＜モニタリング設定画面＞

ご希望の設定のチェックボックスにチェックを入れ、「登録する」ボタンをクリックすると、
通常モードと以下の設定が有効化されます。
（１）通話モニタリング中に端末の「５」をプッシュすると囁きモードが有効となります。
     囁きモードは、オペレーターにのみ管理者の声を届ける事ができ、お客様には一切影響がございません。
（２）通話モニタリング中に電話機の「６」をプッシュすると三者通話が有効となります。
　　 ※チェックを全て外すと、通常モードのみが使用可能となります。
　　 ※全てにチェックを入れると、全てのモードが使用可能となります。
　　 ※通話モニタリング中に「４」をプッシュすると通常画面に戻ります。

サブナビメインナビ
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＜（3）モニタリング禁止設定＞

【操作方法】

「モニタリング禁止設定画面」では、
　・オペレータごとに特定オペレータのモニタリングを禁止する設定が出来ます。

　使用例：人事部担当者の通話を他部署担当者からモニタリングされないようにしたい場合

＜設定オペレータ選択画面＞

　　オペレータ選択で、禁止設定をさせたいオペレータ（モニタリング実施者）を選択してください。
　　オペレータを選択して「選択」をクリックすると、禁止オペレータ選択画面が表示されます。

＜禁止オペレータ選択＞

　　モニタリング禁止OP項目にオペレータの一覧が表示されますので、
　　禁止したいオペレータにチェックをいれて「登録する」を押してください。
　　
　　設定オペレータが禁止オペレータに対しモニタリングを行った場合、
　　「モニタリングは禁止されています」とガイダンスが流れます。

　　※上記の設定は、「OP1」というオペレータは
　　「OP2」というオペレータに対してのモニタリングができなくなります。

メインナビ サブナビ
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⑬管理者情報管理

メインナビ「管理者情報管理」では
・②オペレーター管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～13
・③回線管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～20
設定できる項目は、下記4項目です。
　（1）管理者基本情報詳細
　（2）管理者基本情報編集
　（3）ID/PASS変更
　（4）自動優先順位
　（5）サブ管理者

＜（1）管理者基本情報詳細＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「管理者基本情報詳細画面」では、
　・管理者情報の確認
　ができます。

＜管理者基本情報詳細画面＞

　　「管理者基本情報詳細画面」には管理者基本情報詳細が表示されています。
　　「管理者情報を編集する」をクリックすると、＜管理者基本情報編集画面＞に移ります。

＜（2）管理者基本情報編集＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

MA2VERA説明書　（機能説明 & 操作方法）
― Admin ―
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「管理者基本情報編集画面」では、
　・管理者基本情報の変更
　ができます。

＜管理者基本情報編集画面＞

　　情報を入力の上、「変更を反映する」ボタンをクリックすると事前情報項目が更新されます。

＜（3）ＩＤ/ＰＡＳＳ変更＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「ID/PASS変更画面」では、
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　・ログインIDの変更
　・パスワードの変更
　ができます。

＜ID/PASS変更画面＞

　　現在のログイン、現在のパスワードにご利用中の情報を入力してください。
　　ログインID、新パスワードに新しい情報を入力してください。
　　新パスワード（確認）は、新パスワードと同じものを入力してください。

　　情報を入力の上、「変更を反映する」ボタンをクリックすると事前情報項目が更新されます。
　　※ログインID、パスワードの変更を反映すると以前のログインID、パスワードはご利用できません。

＜（4）自動優先順位＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「自動優先順位」では、
　・優先順位の変更
　・優先順位の設定
　ができます。

＜自動優先順位＞
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　　自動応答管理、自動転送管理、留守電設定管理の設定の優先順位を決めることができます。
　　優先順位を変更したい設定をドラッグし（マウスボタンを押したままの状態でマウスを移動させ）、
　　変更したい順位へドロップ（マウスボタンを離す）してください。
　　「優先順位を更新する」をクリックすると優先順位が変更されます。
　　※優先順位は上にあるものから優先して処理を開始します。

＜（5）サブ管理者＞

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　 　　　

「サブ管理者」では、
　・サブ管理者の追加、編集、削除
　ができます。
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　　「サブ管理者追加」をクリックすると、以下の画面が出力されます。

　　「サブ管理者名」、「ログインID」、「ログインパスワード」、「使用許可モジュール」、
　　「サブ管理者作成権限」の設定を行えます。
　　「サブ管理者作成権限」を与えた場合、サブ管理者から更にサブ管理者を作成出来ます。
　　※使用許可モジュールはご契約時の内容に合わせて、選択項目が変化します。

＜（6）通録再生禁止設定＞

　　 ｢通録再生禁止設定｣ではサブ管理者に対して通話録音を再生できないオペレーターの設定を行なうこと
　　 再生権限に制限をかけることができます。

 　　 ※事前にサブ管理者を作成する必要があります。
　　　※登録後、対象のサブ管理者はチェックが入っているオペレーターの通録を再生できなくなります。

【操作方法】
　　　メインナビ 　　  　　サブナビ　
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　　①サブ管理者選択

　　規制をかけたいサブ管理者をプルダウンで選択します。

　　②禁止オペレーター選択　※サブ管理者選択後、表示されます。

　　　 ①で選択したサブ管理者に対し、再生できなくするオペレーターチェックを入れていきます。
　　　　

　　　　A所属一括選択　→　所属で選択したい場合

　　　　　所属を選択すると所属オペレーター全体にチェックが入ります。

　　　　B通録再生禁止オペレーター　→　オペレーター個人で選択したい場合

　　　　　再生できなくするオペレーターのチェックボックスにチェックを入れます。

　　③オペレーターのチェックを入力完了後、｢登録｣をクリックして設定完了となります。
　　※上図の場合は①のサブ管理者は設定したオペレーター「支社OP1・2」の通話録音が再生できないように設定されます。
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