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RemoteCallが
選ばれる理由

• 金融機関

• インターネットサービス

• 公共機関

• 訪問教育/保険会社

• 移動通信社/スマホメーカー

• モバイルアプリ開発会社

• 自動車保険会社

• 家電メーカー

対応時間とコストの
削減（ROI上昇）
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リモートサポート導入

チェックリスト

RemoteCallは

リモートサポートの導入時の

要望にきちんと応えます。

RemoteCallを選択する理由

安定

簡単

性能

安全

信頼

サポート中も接続が途切れない。

専門的なIT知識がなくても使える。

サポートを受ける人の環境に左右されない。

リモートアクセスと制御速度が速い。

厳格なセキュリティと個人情報保護。

既にさまざまな企業で利用されている。

利用時のノウハウが確立されている。
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導入効果

その場で直接
目で見るように

確認

より正確に
問題を把握

時間とコスト削減
（ROI上昇）

生産性の向上

より早く
問題を解決

業務の選択と集中

直接訪問せずに
リモートで解決 顧客サポートを

もっと効率的に
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企業のシステムに最適化して構築する

オンプレミス方式
手軽に導入し必要な分だけ使用する

ASP（クラウド）方式

企業の環境に合わせて導入方式を選択

導入方式

早急に導入して使い始めたい

現在あるシステムを最大限活用し
導入時のコストをできるだけ抑えたい

社内で使用可能なスペースが限られており
追加の機器が設置できない

ハードウェアやソフトウェアの
複雑な内容についてよくわからない

オペレータ数やサポート環境を
状況に合わせて弾力的に運営したい

社内のセキュリティポリシーとシステムは
そのまま維持状態で導入したい

機器を社内に設置し
直接、管理やモニタリングを行いたい

レガシーシステムの使用やライセンス制限など
一般的なシステムと異なっている

業務ネットワークとリモートサポート用の
ネットワークを分離して使用したい

一度に多数の人がリモートサポートを行う
大型のコールセンターにぴったり
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サーバ設置など別途システム構築が必要ないクラウド型は
購入後すぐにご利用いただける比較的手軽に導入いただける製品です。

区分 RemoteCall（ASPクラウド）

導入方式 必要な期間だけ年単位で契約（初期費用がリーズナブル）

ライセンス 希望するID数を契約

ハードウェア 不要

カスタマイズ 不可（管理者のオプションを使用した、業務環境のカスタマイズは可能）

システムインストール 不要

メンテナンスとアップグレード 契約期間中は無料

ネットワーク RSUPPORT中継サーバのネットワークを利用

導入方式

ASP（クラウド）方式の概要
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短時間でサービスの導入が可能
契約後はログインするだけでRemoteCallの
リモートサポートサービスをご利用いただけます。

導入時の初期費用を抑え、追加の設備投資も不要
これまで使っていたPCでリモートサポートの準備完了！
利用期間に応じて1年単位で契約が可能です。

アップデートも迅速
世界中にあるCDN（Contents Delivery Network）でアップデートを行い
常に最新のサービスを提供しています。

必要に合わせてライセンスの追加可能
サポート規模の拡大や、オペレータ増員時も、用途や数量に合わせて
ライセンスを追加するなど柔軟に対応することができます。

さまざまなシステムや環境で使えます
企業内のシステムやデバイスが変わっても
RemoteCallASPなら、顧客サポートを行っていただけますす。

便利な管理者ページ
あなたの会社にぴったりの、顧客サポート環境を設定することができます。

導入方式

ASP（クラウド）のメリット
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ASP（クラウド）のシステム

オペレータPC

JAPAN

Data Base

Web
Server

Storage

Master DB

Slave DB

Gateway Server
（TCP 443 Port）

Session Server
（TCP 443 Port）

SIP Gateway Server
（TCP 3478 / UDP 3478 Port/10000〜200000）

Update Server
（TCP 80、443 Port）

Data Base

Web
Server

Storage

Master DB

Slave DB

Gateway Server
（TCP 443 Port）

Session Server
（TCP 443 Port）

SIP Gateway Server
（TCP 3478 / UDP 3478 Port/10000〜200000）

Update Server
（TCP 80、443 Port）

MOUS Web Server
MOUS DB

KOREA

内部顧客デバイス

Outbound TCP80、443 Open
UDP 3478、10000〜20000 Open

Firewall

INTERNET

お客様PC

オペレータPC 顧客デバイス

GDNS

Gateway Server

Session Server

Update Server

Outbound TCP80、443 Open
UDP 3478、10000〜20000 Open

Firewall

Outbound TCP80、443 Open
UDP 3478、10000〜20000 Open

Firewall

Fail
over
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ASP （ クラウド ）方式の動作環境

サポートする側（オペレータPC） サポートを受ける側（顧客PC）

PC OS

・Windows 7、8、8.1、10 / 64bit、32bit対応
・Mac OS X 10.8（Mountain Lion）〜10.12（Sierra）/

64bit対応（※Javaインストール必須）
・Linux：N / A

・Windows 7、8、8.1、10 / 64bit、32bit対応
・Mac OS X 10.8（Mountain Lion）〜10.12（Sierra）/

64bit対応（※Javaインストール必須）
・Linux Ubuntu 12.04、14.04（LTSのみ）/ Mint 13、17/

Red hat 6.2〜6.5 / CentOS 5.7〜6.5

Mobile OS （オペレータは、PCビューアのみ使用）
・Android 4.0〜7.0.x
・iOS 8.1〜11

CPU
・Win：Pentium 4 2.0 GHz
・Mac：Intel基盤のMacintosh

・Win：Pentium 4 2.0 GHz
・Mac：Intel基盤のMacintosh
・Linux：1GHz or Faster

RAM 1GB以上 1GB以上

HDD 500MB以上 500MB以上

Display 1280 x 720以上 -

Web Browser （Agentプログラムにより接続）

・OS共通対応（Windows / Mac OS / Linux）
- Google Chrome 40〜59.0.3071.115
- Mozilla Firefox 35〜54.0.1
- Opera 9.0〜46.0.2597.57

・Windows OS対応
- Microsoft Edge〜40.15063.0.0
- Internet Explorer 10〜11

・Mac OS対応
- Apple Safari 7.0以降

Network
Modem、ADSL、LAN、
パブリックIPまたはプライベートIP対応（ワイヤレス対応）

Modem、ADSL、LAN、
パブリックIPまたはプライベートIP対応（ワイヤレス対応）

Firewall / 
Proxy

・Firewall：Out Bound 80（http）/
443（https）Port Open

・IPおよびドメイン情報ホワイトリスト登録（別途提供）

・Firewall：Out Bound 80（http）/
443（https）Port Open

・IPおよびドメイン情報ホワイトリスト登録（別途提供）
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- 696万円

RemoteCall

クラウドサービスは

初期投資が不要

毎日の予想サポート件数
- インバウンド
問い合わせ件数350件

- 最大サポート可能件数
最大70件/人

ROI換算基準
セキュリティ企業H社のRemoteCall

顧客サポート導入効果

人件費は
どのくらい？

RemoteCallを
導入すれば？

対費用効果
抜群！

オペレータは
5人必要と予想

AHT -71％
サポート件数3.4倍

- 最大サポート可能件数
238件/人に増加 RemoteCall導入コスト

+ 54万円

年間利用料金21,800円/ID
初期費用30,000円

コストを抑えて
スタート！

運用コスト削減額

導入方式

ASP（クラウド）方式の導入

ROIを高める（ASPクラウド）リモートサポートシステムの導入例

ステップ1
必要な人数を計算

ステップ2
導入方式を選択する

ステップ3
RemoteCall ROI換算

ステップ4
RemoteCallの導入

+ 1,250万円

（人件費1年間 250万円/人）

初期投資 = 0

オペレータ2人
でOK！

- 750万円

人件費削減

（初期費用別途）
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RemoteCall Server RemoteCall Appliance

導入方式
• 自社サーバにRemoteCallをインストール
• 企業のシステム環境に最適化して導入可能

• RemoteCallを標準化されたHWに搭載した一体型ソリューション
• サーバよりも少ない費用で独自のシステムを構築可能

ライセンス ライセンス期間の制限無し ライセンス期間の制限無し

ハードウェア 別途契約
ソフトウェア / ハードウェアの一体型
（オペレーティングシステムとデータベース管理システム含む）

カスタマイズ 可能（オプション） 不可

システムインストール 個別訪問設置 個別訪問設置

メンテナンス 別途契約 別途契約

ネットワーク 社内ネットワークにインストール 社内ネットワークにインストール

導入方式

オンプレミス方式の概要と製品
企業のセキュリティポリシーとシステム環境に最適化して構築するため
既存のインフラと連動した設定を行い導入していただける製品です。

アプライアンス導入Tip

1. 一体型機器をサーバルームに接続
するだけで、設置完了

2. 簡単な設置で社内ネットワークの
利用が可能なソリューション
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オンプレミス方式のメリット

社内インフラの一貫した管理が可能
社内のセキュリティポリシーと環境はそのまま
RemoteCallを導入することができます。

ネットワーク分離設定環境でも使用可能
顧客とオペレータを接続する論理的ネットワーク分離
構成により、通常のネットワークとリモートサポート用
ネットワークを分離してご利用いただけます。

企業内に機器を設置するので安心
機器を社内に設置して運営するため
直接モニタリング・管理することができます。

特殊な環境に合わせたカスタマイズが可能
一部のレガシーソフトウェアやライセンス制限が
ある場合でもカスタマイズ構築による対応が可能です。

導入方式

外部ネットワーク

PC

リモート
モジュール

モバイル

Mobile APP

Mobile Web

DMZ

WEB Server

WEB Server
（Active）

NI Server

内部ネットワーク

WAS Server
（Active）

Gateway Server

WAS Server

Record Server
DB Server

オペレータ
お客様
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(環境によりサーバの構成が異なる場合があります)

企業内の構築のシステム（Server）

導入方式

オペレータPC

オペレータPC

お客様
デバイス

Outbound
80、443 Open

Firewall

INTERNET
0utbound
80、443 Open

Firewall

Inbound
80、443 Open

Firewall

内部Network

DMZ

RemoteCall Serve
r

WAS Server
（http 80,443）

Gateway Server
（TCP 443 Port）

Session Server
（TCP 443 Port）

Record Serve
r

Data Base

オペレータPC管理者PC

Outbound
80、443、8080

Open

Firewall

0utbound
80、443、8080
Open

Firewall
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リモート
サポート用PC

OS
・Windows 7、8、8.1、10 / 64bit、32bit対応
・Mac OS X 10.8（Mountain Lion）〜10.12（Sierra）/ 64bit対応（※Javaインストール必須）
・Linux Ubuntu 12.04、24.04 / Mint 13、17 / Redhat 6.2〜6.5 / CentOS 5.7〜6.5

CPU / RAM / 
HDD

Pentium 4 2.0 GHz / 1GB以上/ 500MB以上

Display 1280 x 720以上

サービス構築
サーバ

HW Spec

CPU 最小仕様：Intel Quad Core Xeon 2.4 推奨：Intel Quad Core Xeon 2.4以降

Memory 最小仕様：8GB 推奨：8GB

HDD

最小仕様：80GB以上（OSを除くソリューション分野） 推奨：300GB以上（OSを除くソリューション分野）

録画サーバ使用時のHDD容量算出 （録画サーバは信頼できるリモートサポートと顧客安全のために必須）
- 動画ファイルを除く一般的なリモートサポート時、約1MB/分増加
- 最低500GB以上の空き容量が必要
- 一般的な業務サポート時20Agentで約30GB/月増加（録画ファイル保存期間により異なる）

NIC

最小仕様：100Mb イーサネット 推奨：Gb イーサネット

帯域幅によるサービスセッション数：約300
高画質動画制御セッション数：約200〜250
（同時制御を除くセッション維持数：2000）

帯域幅によるサービスセッション数：約3000
高画質動画制御セッション数：約2000〜2500

SW仕様
（NT）

OS Windows 2008 x64以降

JAVA jdk-7u45

WAS Tomcat 7以降、JEUS、Weblogicから選択

DB MS-SQL 2008以降（ライセンス要）/ Mysql5以降（ライセンス要）/ Maria DB 5以降/ Oracle 10g以降

SW仕様
（Linux）

OS CentOS 6.4以降、Red hatから選択

JAVA
java_cup-0.10k-5.el6.x86_64 java-1.7.0-openjdk-1.7.0.9-2.3.4.1.el6_3.x86_64
java-1.5.0-gcj-1.5.0.0-29.1.el6.x86_64 tzdata-java-2012j-1.el6.noarch

WAS Tomcat 7以降、JEUS、Weblogicから選択

DB Mysql5以降（ライセンス要）/ Maria DB 5.xまたは10.x / DB二元化、MS-SQL、Oracle対応

Antivirus White List セキュリティプログラム例外処理、プロセスリスト情報ホワイトリスト登録（別途提供）

オンプレミス方式の動作環境
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導入背景

• セキュリティ厳しい金融機関でも安心して使用できる安全なリモートサポート。

• 言葉で説明するのが難しいセキュリティプログラムのインストールや、エラー発生時も

リモートで直接確認・解決方法を伝えることができる。対応時間が短縮され顧客満足度が上昇。

• 安定したインターネット金融サポートで取引量が増加、手数料などの売上が増加した。

金融機関 ネットバンキング利用客のリモートサポート

ネットバンキングの急速な拡大により顧客からの問合せが大幅に増加していた

韓国の5大都市銀行（KB国民銀行/新韓銀行/ウリィ銀行/ IBK企業銀行/ハナ銀行）

その他、金融監督院、金融決済院、農協、大手証券会社での導入実績あり

お客様

オペレータ＜セキュリティプログラムのインストール案内例＞
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導入背景

ネット販売関連サービス 利用顧客と出店者へのリモートサポート

収益に直結する各種お問い合わせ（購入決済、商品登録、ゲーム）への効率的な応対が必要

• ショッピングポータルサイトの場合、売り手と買い手、双方の問題をリモートサポートすることで
サイトの利用満足度が向上、商品数・購入数が増えサイトの活性化に繋がった。

• ゲームやeラーニングの場合、顧客のサービス利用中に追加売上が発生するため、円滑な決済サポートが
売上向上の必須要件。
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• インターネットに不慣れな中高年からのお問い合わせにも、リモートサポートはわかりやすいと好評。
福祉の拡大とイメージが向上した。

• 問合せ対応にかかる時間を大幅に削減し、各省庁職員の業務効率化を実現。

導入事例

導入背景

公共機関 オンラインサービス利用者のリモートサポート

オンライン政策の施行後、オンラインサービス関連の問い合わせが急増

ソウル市、仁川国際空港などでの導入実績有り

＜韓国 金融監督院のリモートサポートページ＞
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タブレットを利用した授業中
端末にエラーが発生

本社サポート部門に
RemoteCallモバイルサポート要請

タブレットの画面を共有して
エラーをすぐに解決

導入事例

導入背景

活用方法

教育・保険会社 ペーパーレス化の実現

ペーパーレス化のために使用しているタブレットにエラーが発生した場合、素早い解決が必要

リモートで画面共有し、問題解決をサポート

• リモートですぐにエラーが解決できるので、問題解決にかかる時間を短縮。
• 安心してタブレットを利用できるため、活用シーンが増えペーパーレス化と経費削減を実現。

オペレータ
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• 顧客の問い合わせにスピーディーでわかりやすく対応し、顧客満足度がアップ。
• 特に、高齢者層のスマホユーザー獲得・引き留めに成功。

導入事例

導入背景

活用方法

移動通信会社・スマホメーカー ユーザーのリモートサポート

スマホの普及拡大に伴い急増した顧客のお問い合わせに、効率的に対応するための方法を模索

オペレータが顧客スマホの画面をリモートで共有し使用方法を説明したり、直接問題を解決
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モバイルサポートアプリで
アプリ開発会社のサポート部門へ
リモートサポートをリクエスト

スマホ画面を共有してエラーを解決モバイルアプリを使用中に
顧客サポートのリクエストがある場合

リモートサポートアプリを
自動でインストールして接続

• 数多くのアプリがあるなかで、充実した顧客サービスにより他社アプリとの差別化を行う

• ユーザーの信頼を得ることで、有料アップグレード版と関連アプリの連携売上がアップ。

導入事例

導入背景

活用方法

モバイルアプリ開発会社 モバイルアプリのリアルタイムサポート

ユーザーごとに異なる環境で発生する問題を迅速に対応する必要があった

オペレータはユーザーのスマホ画面だけでなく、デバイス情報も確認しながら問題を解決

顧客 オペレータ
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• 保険会社が自己の状況と修理内容を直接把握して修理内容をチェックし、損害額を抑えることができる。
• 自動車修理工場は保険会社の手続期間の短縮により、車両出庫が速くなり、より多くの車を修理することが
できるように。

整備士が事故現場を
RemoteCall現場サポートで共有

自動車保険会社では
リモートで事故現場資料を確保

修理工場での修理状況についても
RemoteCall現場サポートで共有し

損害額算定の根拠とする

導入事例

導入背景

活用方法

自動車保険 事故現場と修理状況をリモートで確認

自動車事故受付後、保険会社 - 自動車修理工場 - 部品供給先のプロセス改善が必要であった

事故状況から修理の見積もり、完了まで、映像をリモート共有し、根拠に基づいた事故処理を行う
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ディスプレイの無い家電製品A/S時の出張等にかかる時間と費用の削減方法を模索

問題の起こった家電製品をスマホのカメラで撮影、リモート共有して応急処置を指示

修理部品の手配を行ってから現場に向かう

• 小型家電の場合は顧客によるサービスセンター訪問無しで、解決方法をご案内できるため顧客から好評。

• 大型家電の場合は事前に故障の症状を確認することにより、1度の訪問でA/Sを完了することができるように。

導入事例

導入背景

活用方法

家電メーカー 製品故障時の状況把握とサポート対応

洗濯機の故障で
A/Sセンターに連絡

RemoteCall現場サポートで
故障した製品と状況を確認

応急処置の方法と
A/Sの見積もりを事前に案内
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05544 서울시송파구위례성대로 10

(방이동, S타워 10~15층)

전화 +82-70-7011-3900

팩스 +82-2-479-4429

기술문의 : support.kr@rsupport.com

구매문의 : sales.kr@rsupport.com

기타문의 : info.kr@rsupport.com

Korea

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20

第3虎の門電気ビル7階

購入前のご相談：03-6273-3871

テクニカルサポート：03-6273-3872

お問い合わせ : https://help.remotecall.com

560 Sylvan Ave.Suite 1000、

Englewood Cliffs, NJ 07632, Phone : 

+1 (888) 348-6330

Fax : +1 (888) 348-6340

Tech：support.us@rsupport.com

Sales：sales.us@rsupport.com

Info：info.us@rsupport.com

北京市朝阳区阜通东大街6号方恒国际A座2708

咨询电话：+ 86-10-8256-1810

联系邮箱：co-china@rsupport.com

Japan USA China

Thank you

https://help.remotecall.com/

