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ACALL株式会社



ACALL RECEPTIONのインストール
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ACALL RECEPTIONのインストール
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iPadのApp Storeの検索窓に「ACALL」と入力し、ACALL RECEPTIONを検索しま
す。 ACALL RECEPTIONの「インストール」をタップし、アプリが起動できたら
インストール完了です。

※以降「ACALL RECEPTION」を「デバイス」と表記します。

デバイス初期画面



グループ・ホスト・会議室登録
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管理画面にログインする
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管理画面にログインします。

※ログイン用のメールアドレス・パスワードは、ご契約申込完了メールに記載しております。

https://admin.acall.jp/#/login
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グループの追加
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CSVシートによるインポートはこちらをご覧ください
「グループ」＞「グループ」から「グループの追加」をします。
情報を入力し（初回のみ担当者と親グループは除く）、保存をクリックして完了です。

※担当者はホスト追加後に設定することができます。
※グループ階層化はスタンダードプラン以上でご利用可能な機能です。
※親グループはグループが複数登録されている場合に設定ができます。
※グループ階層は「グループ編集画面」「③グループの移動・並び替え」から設定ができます。

担当者 「グループ選択」アクション時に通知が届く担当者です。
親グループ 「営業部」＞「一課」などグループを階層化できます。
デバイス表示 デバイス表示のON・OFFを設定できます。OFFのグループに所属する

ホストもデバイス上で非表示になります。
呼び出し 「グループ選択」での呼び出しを制御することができます。

https://www.acall.jp/help/importing-and-exporting-csv-of-group
https://www.acall.jp/help/adding-a-group
http://www.acall.jp/help/creating-a-group-tree
http://www.acall.jp/help/adding-a-group
http://www.acall.jp/help/setting-the-group-notification
http://www.acall.jp/help/setting-the-displaying-group
http://www.acall.jp/help/setting-the-group-calling
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ホストの追加
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CSVシートによる一括・差分インポートはこちらをご覧ください
「ホスト」＞「ホスト」から「ホストの追加」をします。
情報を入力し、保存をクリックして完了です。

メールアドレスを重複しての登録はできません。
名前ではなく表示名がデバイス上に表示されるようになります。
「担当者検索」「担当者選択（クローズ型）」アクション時の検索キー
ワードになります。
管理者：全ての操作
一般：アポイント・社内会議の作成・履歴確認、

メールテンプレート確認、ゲストの追加・確認

メールアドレス
表示名
検索キー

権限

グループ 通知方法により「グループ選択」呼び出し時に所属するグループの通知
が受信されます。
デバイス非表示グループに所属するホストは「担当者選択」呼び出し時
に非表示になります。

来訪者通知CC ホストに通知があったと同時に通知を受信する相手を設定できます。

http://www.acall.jp/help/importing-and-exporting-csv-of-host
http://www.acall.jp/help/adding-a-host
http://www.acall.jp/help/setting-the-staff-search
http://www.acall.jp/help/setting-the-close-staff-selection
http://www.acall.jp/help/role
http://www.acall.jp/help/setting-cc-notification
http://www.acall.jp/help/creating-a-searching-key
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会議室と備品の追加
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「設定」＞「会議室と備品」を選択し「会議室と備品の追加」をクリックしま
す。情報を入力し、保存をクリックして会議室と備品追加完了です。

利用可能 アポイント・社内会議作成時の利用（予約）可否を選択できます。
同時利用可能 ONにすると、アポイント作成時に会議室管理（定員管理や同時利用防

止）の制限がなくなります。
「応接・会議室状況」からの予約や表示がされなくなります。
複数のアポイントが同時に行えるフリースペースなどに設定ください。

http://www.acall.jp/help/adding-a-facility


デバイスのセットアップ
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デバイスのセットアップ
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「設定」＞「デバイス」を選択します。
デバイス設定画面に表示されているPINコードをデバイスに入力します。
「OK」をクリックしてセットアップ完了です。
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デバイスの追加・編集
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PINコードを入力したデバイスの「編集」をクリックすると、デバイスのメニュー
設定が変更できます。
「デバイスの追加」をクリックすると、デバイスが追加できます。
各項目の詳細については、ヘルプページをご覧下さい。
「メニュー構成」「メッセージ表示」「ロゴ画像/スクリーンセーバー/カラー」
「総合受付」

http://www.acall.jp/help/setting-the-menus
http://www.acall.jp/help/setting-the-reception-message
http://www.acall.jp/help/setting-the-device-design
http://www.acall.jp/help/notifying-the-front-desk


受付の流れ
（アポイントコードありの場合）
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「アポイント」＞「アポイント」からアポイントを追加します。
アポイント一覧画面の「通知」をクリックし、ゲストに招待メールを送信しま
す。
※招待メールのリマインド機能もございます
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ゲストにアポイントコードを送信する
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招待メールイメージ招待メール送信後のアポイント一覧画面

http://www.acall.jp/help/creating-an-appointment
http://www.acall.jp/help/sending-an-invitaion-email
http://www.acall.jp/help/setting-the-reminder-email


デバイスの「アポイントありの方」をタップします。
※お客様のメニュー構成により表記は異なります。
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アポイントコード入力で呼び出す
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アポイント
コードあり

デバイス設定画面デバイスメニュー画面



デバイスの「アポイントありの方」をタップしバーコードをかざすと、アポイント
内容確認画面が表示されます。
OKを押すとアポイントの追加で設定した担当者に通知が届きます。
※「二次元バーコードをお持ちでない場合はこちら」をタップすると、設定した「アポイントコー
ドなし」アクションで通知します。
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アポイントコード入力で呼び出す(2)
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アポイント内容確認画面バーコード読取画面



受付の流れ
（アポイントコードなしの場合）
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デバイスの「アポイントありの方」以外のいずれかをタップします。

※誰にも通知しない「なし」アクションもございます。
メッセージに「アポイントを取得してお越し下さい」などと表示させることでアポなし訪問をブ
ロックすることができます。
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アポイントコードなしで呼び出す
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アポイント
コードなし

アポイントあり→アポイントコード無し
のアクションデバイスメニュー画面

http://www.acall.jp/help/setting-the-reception-message


「担当者選択（オープン型）」アクションのメニューをタップすると、担当者（ホ
スト）一覧が表示されます。
担当者をタップし、確認画面で「次へ」をタップすると担当者に通知が届きます。
※訪問者記入ONに設定している場合は「次へ」をタップすると訪問者記入画面が表示されます。
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担当者選択で呼び出す(1)
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グループと名前が表示されます 確認画面

http://www.acall.jp/help/setting-the-open-staff-selection
http://www.acall.jp/help/inputting-the-visitor-information


「担当者選択（クローズ型）」または「担当者検索」アクションのメニューをタッ
プすると、検索画面が表示されます。
「姓」「名」「検索キー」から担当者を絞り込みます。
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担当者選択で呼び出す(2)
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呼び出し可能な担当者の
キーワードのみ選択ができます

「姓」「名」「検索キー」の
いずれかが完全一致した場合のみ
検索結果に担当者が表示されます

担当者選択（クローズ型） 担当者検索

http://www.acall.jp/help/setting-the-close-staff-selection
http://www.acall.jp/help/setting-the-staff-search


「グループ選択」アクションのメニューをタップすると、グループ一覧が表示され
ます。
グループをタップし、確認画面で「次へ」をタップするとグループの担当者に通知
が届きます。
※グループの担当者を設定していない場合は「総合受付」に通知が届きます。
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グループ選択で呼び出す
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呼び出しOFF設定のグループは
タップできません

グループ担当者の名前は
デバイス上に表示されません

http://www.acall.jp/help/setting-the-group-notification
http://www.acall.jp/help/notifying-the-front-desk


「カスタム通知」アクションのメニューをタップすると、カスタム通知で定められ
たホストまたはグループ担当者に通知します。
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カスタム通知で呼び出す
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呼び出し画面
ホストとグループ担当者
両方への通知もできます



担当者に通知が届いたら、メールに記載されているURLをクリックして応答完了
です。
※アポイントコードありの場合も同様です。
※訪問者記入OFFの場合は訪問者記入画面がスキップされます。
※担当者の応答が無い場合、総合受付に通知を再送することができます。
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通知に応答する
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URL（応答後）来訪受付メール URL（応答時）

http://www.acall.jp/help/notification-settings


企業設定について
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「設定」＞「企業設定」の応答機能をONにすると、全ての通知に対する３パター
ンの応答状況を来訪者にお知らせすることができます。
※応答が無い場合は「再呼出」をすることができます。
※応答メッセージはデバイス画面から編集ができます。
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応答機能
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応答が無い場合応答ボタン 「すぐ行きます」
応答時のメッセージ

http://www.acall.jp/help/response-function


その他の詳細については、ヘルプページをご覧下さい。

「入館証印刷」「入館証のカスタマイズ」
シールプリンターと連携することで無人でも入館証の発行ができます。
「FaceTime」
来訪通知をFaceTime通話で受信し、電話での応答ができます。
「SMS通知」
来訪通知をSMSで受信することができます。
「音声通知」
来訪通知を着信で受信することができます。
「英語表示対応」
メニューや担当者名を英語で設定することができます。

※「外部カレンダーからアポイント作成」については次項で後述します。
※ マルチテナント機能をご利用の場合、設定方法が異なる場合があります。
※「会議室管理」についは別資料をご覧下さい。
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その他の追加機能
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http://www.acall.jp/help/printing-a-security-pass
http://www.acall.jp/help/customize-security-pass
http://www.acall.jp/help/facetime-calling
http://www.acall.jp/help/sms-notification
http://www.acall.jp/help/automatic-voice-notification
http://www.acall.jp/help/language-setting-of-reception


その他の詳細については、ヘルプページをご覧下さい。

「アポイントコード設定」
アポイントコードを「QRコード」「数字コード」またその両方から選択ができます。

「アポイント表示について」
アポイント一覧の表示範囲をグループや担当者毎に制限することができます。

「デバイスコンフィグキー設定」
デバイスコンフィグキーの変更ができます。

「デバイスの表示について」
「グループの表示名」
デフォルトで「部署」と表示される箇所の表記の変更ができます。
「入力情報同意書」
来訪者に個人情報の同意を得ることができます。

�26

その他の企業設定
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http://www.acall.jp/help/setting-an-appointment-code
http://www.acall.jp/help/setting-the-disclosure-range
http://www.acall.jp/help/setting-the-device-config-key
http://www.acall.jp/help/setting-the-consent-form


外部サービス連携
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「設定」＞「外部サービス連携」から、外部サービスとの連携ができます。
設定方法等の詳細については、ヘルプページをご覧下さい。

「Slack」

「Chatwork準備編」 　「Chatwork 設定編」

「Workplace by facebook」

「Google Hangouts Chat」

「LINE WORKS」
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外部サービス通知
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http://www.acall.jp/help/integrating-with-slack
http://www.acall.jp/help/integrating-with-chatwork-01
http://www.acall.jp/help/integrating-with-chatwork-02
http://www.acall.jp/help/integrating-with-workplace
http://www.acall.jp/help/integrating-with-hangouts
http://www.acall.jp/help/integrating-with-line_works


アポイントを外部カレンダーに表示させることができます。設定方
法等の詳細については、ヘルプページをご覧下さい。

「Google」「Outlook」

外部カレンダーからACALLへアポイントを作成することができま
す。設定方法等の詳細については、ヘルプページをご覧下さい。

「Google」「Outlook」
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外部カレンダー連携
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http://www.acall.jp/help/integrating-with-google-calender-01
http://www.acall.jp/help/integrating-with-outlook-calender-01
http://www.acall.jp/help/integrating-with-google-calender-02
http://www.acall.jp/help/integrating-with-outlook-calender-02



