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01 RECEPTIONISTの機能

• Outlookカレンダーを活用したい
• 受付コードを活用したい

こんなお悩みを解決できます

アドイン機能を登録することでOutlookカレ
ンダー側の登録からでも受付コードを発行で

きます。※「通常アポ」のみ対応。

お客様に紙の来客票を記入して頂く必要はあ

りません。RECEPTIONISTなら、自動的に
クラウド上に記録が残るため、紙も手書きの

手間もいりません。

来訪者記録機能

• 来客用紙の管理ができていない

• 来訪者記録をExcelに転記をしている

• Pマーク対策で来訪者の記録を残したい

こんなお悩みを解決できます

Googleカレンダーから
受付コードを発行

拡張機能を登録することでGoogleカレンダ
ー側の登録からでも受付コードを発行できま

す。※「通常アポ」のみ対応。

• Googleカレンダーを活用したい
• 受付コードを活用したい

こんなお悩みを解決できます

Outlookカレンダーから
受付コードを発行



RECEPTIONISTの機能

「社員ごとにアシスタントや秘書等のサブの

通知先を指定」することができます。

アシスタント通知 来客通知先の指定

社員ごとに来客を通知するグループを指定す

ることも可能です。

自社の来客状況に応じて、通知先を分ける運

用をご検討ください。

• 役員の来客対応を秘書がしている

• 同じ部署のアシスタントにも通知したい

• 総務担当者も来客を把握したい

こんなお悩みを解決できます

• 来客通知が多い

• 部署ごとでグループを作りたい

• 拠点ごとで通知を受け取りたい

こんなお悩みを解決できます

例：ウサミさんがアシスタントの場合

（ENTERPRISEプラン以上）（ENTERPRISEプラン以上）

好評
機能

好評
機能
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RECEPTIONISTの機能

1つのカスタムボタンに対して、最大12個の
サブカスタムボタンを表示できます。

（カスタムボタン4個×サブ12個）

カスタムボタンの階層化 ホールディングス機能

複数社のアカウントを１台のiPadに まとめ

ることで、グループ会社の受付として利用す

ることができる機能です。

管理は各社に任せることができます。

• 面接→新卒・中途・インターン・バイト
と階層に分けたい

• 配送→ヤマト・佐川などに階層を分けた

い

こんなお悩みを解決できます

• 1つの事業所に関連会社が入居している
• 子会社の受付を集約したい

• シェアオフィスで利用したい

こんなお悩みを解決できます

（PREMIUMプラン以上）

好評
機能

好評
機能

（ENTERPRISEプラン以上）

A社 B社A社グループ
総合受付 C社 D社

A

C D

B
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RECEPTIONISTの機能

毎週定例で訪れるお客様や、配達以外の定期

的に来る業者様に対して有効期間内に何度で

も利用できる受付コードを発行します。

期間アポイントメントの登録

• 定期的に来社される金融機関の方

• 業務委託先と定期的な打ち合わせをする

方

• コンサルティング会社との定例会議

こんなお悩みを解決できます

対応シールプリンターと接続することで、受

付時に入館証としてのシールを印刷すること

ができます。

入館証シール印刷

• 社員とお客様の区別をつけたい

• 侵入者対策をしたい

• セミナーの来客者をチェックしたい

こんなお悩みを解決できます

（ENTERPRISEプラン以上）
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カスタム受付設定

入力タイプ③：はい or いいえ

お客様に「はい」・「いいえ」の2択でどちらかで
回答いただきます。「いいえ」を選択した場合には

それ以上受付が行えなくなります。

PDFをアップロードして表示することもできます。

お客様に文字列を入力していただきます。

iPad画面には名前・社名入力と同じキーボードが表
示されます。

入力タイプ①：文字

「複数名で来訪の場合、お連れ様のお名前を

ご入力ください。1名の場合は「1」とご入力

ください。」

表示例

入力タイプ②：数値

お客様に数値を入力していただきます。

iPad画面には数値を入力するキーボードが表示され
ます。

「測定した体温を入力してください」

表示例

新型コロナウイルス感染拡大
防止対策として活用されています

「2週間以内の海外渡航歴はありませんか？」

表示例

新型コロナウイルス感染拡大
防止対策として活用されています

お客様の入力項目を追加で設定することで、自社の来客対応方針に対応した運用が可能です。
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機能一覧（STANDARDプラン以上）

ビジネスチャット連
携

内線電話を一切使わ
ず

ビジネスチャットで
担当者に連絡します

専用スマホアプリ

来客受付の
通知が可能

来訪者記録管理

来客履歴の管理・検
索や

来客動向の分析が可
能

受付コード発行

受付コードで呼び出
し

来訪者記録が完了

担当者名検索

部署情報を更新する
必要がありません

カスタムボタン呼び
出し

来客状況に合わせて
ボタンをカスタマイ

ズ

Googleカレンダー連
携

アポイントメントを
カレンダーに登録

Outlookカレンダー
連携

アポイントメントを
カレンダーに登録

複数エントランス対
応

複数フロア・ビルの
オフィスに対応可能

待受カスタマイズ

待受画面を自由に
カスタマイズ可能

Alive Monitoring機
能

iPadのWi-Fi接続状況
の

変化をお知らせしま
す

日程調整

アポイントメントの
日程調整が可能
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機能一覧（ENTERPRISEプラン以上）

アシスタント通知機
能

来客をアシスタント
に

同時に通知できます

来客通知先を指定

来客通知先を分散
させることができま

す

SMS通知*1

SMSで来客を
通知します

カスタムボタンの階
層化

最大４✕12＝48個の
ボタンが用意できま

す

入館規約の同意

入館規約への同意画
面を

受付の流れに追加

退館機能

受付コードで退館の
手続きが可能に

受付時間設定

営業時間外の受付停
止・

バックライトのOFF

待受動画再生

待受画面で動画を再
生

完全タッチレス受付

iPadに触れずにも
受付可能

複数管理者設定

管理者を複数名指定

IPアドレス制限

接続できる

IPアドレスを制限

ウェルカムテキスト

受付完了のメッセー
ジを

カスタマイズ

▶ IP
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機能一覧（PREMIUM）

ホールディングス機
能

複数企業が入居する
オフィスでも

１台のiPadで受付可

AD連携

AzureADと同期し
社員の一括登録・
更新・削除ができま

す

SAML認証

SAML認証による
ログインが行えます
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社員情報はAzure Active Directory（以下、AzureAD）と同期することで、
新規社員の一括登録、既存社員の一括更新・削除をすることが可能です。

好評機能：AD連携01

①RECEPTIONISTへ同期できるAzureAD上の社員情報を、オンプレAD・Office365側で確認・整備します。

②RECEPTIONISTで認証して、AzureADから社員情報を同期します。

③同期された各社員に対して、来客通知を受け取るため、各社員が情報を追記して利用登録します。



複数のグループ会社が１つの事務所に同居の場合、複数社のアカウントを１台のiPadでまとめることで、
グループ会社の受付として利用することができます。（シェアオフィスでもご利用いただけます。）

好評機能：ホールディングス機能01

A社グループ
総合受付

A社 B社

C社 D社

A

C D

B

ホールディングス機能
1代で複数社の受付が可能通常

A社受付



料金プラン
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初期費用は0円。月額利用料のみでご利用いただけます。

料金プラン

*全て税抜き *上記以外の各種機能は『機能一覧』もご参照ください。

ENTERPRISE

基本機能+便利な設定機能

PREMIUM

高度な管理機能

STANDARD

基本機能

¥ 5,000 /月 ¥ 10,000 /月 ¥ 15,000 /月

（登録する社員数50名毎） （登録する社員数50名毎） （登録する社員数50名毎）

チャットツール連携

受付コード発行

カレンダー連携

来訪者履歴管理

STANDARDの機能すべて

社員別通知先チャットルーム指定

アシスタント通知設定

オフィス機能

カスタムボタン階層化

Salesforce連携

カスタムフィールド

タッチレス受付

電話サポート

STANDARDの機能すべて

ENTERPRISEの機能すべて

ホールディングス機能

Azure Active Directory連携

SAML認証

・OneLogin

・Azure AD

・Google Workspace

・CloudGate

人
気



02 オプション

iPad追加ライセンス

調整アポ

会議室管理

iPad2台目以降の追加利用ライセンス

月額¥10,000-/台

最初の5室まで月額¥10,000-

6室目以降1室毎に月額¥2,000-

RECEPTIONISTアカウントをお持ち

の企業は基本機能を無料でご利用頂け

ます。

好
評

好
評 着信音通知

来客時に社員毎の電話番号へCall

月額¥3,000〜（登録人数で変動）

*全て税抜き *上記以外の各種機能は『機能一覧』もご参照ください。
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iPadとiPad設置台は、お客さまでご用意ください。

弊社にて代行手配も可能です。

iPadとiPad設置台の準備は？

iPad 推奨モデル

iPad iPad設置台

最新のiPad 32GB Wi-Fiモデル￥39,800

• 対応iOSであれば旧型のiPadでもご利用いただけますが、

処理能力によっては画面遷移が遅くなる場合がございます。

• また、iPad miniは画面表示が小さくなってしまうため、

推奨しておりません。

iPad設置台推奨メーカー・型番
WORKSTUDIO  「 T1 」￥40,000

• 盗難防止スタンドをご利用になることを推奨します。

• 上記以外にも盗難防止スタンドが流通しています。

• ご利用になるiPadのサイズに合わせてご用意ください。

*全て税抜き *最新の価格は各社公式WEBサイトでご確認ください。弊社では端末・機器の保守・メンテナンス・サポートは行なっていません。弊社が代行手配する場合、在庫状況によっては納期を要する場合があります。
複数台のiPadの手配をご依頼頂く際は、納期にゆとりをもってご依頼ください。
*RECEPTIONISTでは、最新iOSの2世代前以降をサポート対象といたします。 例）iOS15が最新の場合、iOS13以降がサポート対象となります。
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お支払い方法は、請求書払い・クレジットカードをお選びいただけます。

お申し込みとお支払いについて

1月 2月 3月 4月

日割り課金 月額課金 月額課金

月末まで分
日割り決済

月額決済 月額決済
追加分
日割り決済

• 初月は、月末までの残り日数分の利用料をWEBで登録いただいたクレジットカードに日割
り計算でご請求

• その翌月以降は、月初に当月分の利用料をご請求

• 社員追加/iPad追加で月中に料金プランが変更になる場合は、追加分を日割りでご請求

本利用開始 人数・iPad追加

クレジットカードでのお支払いの場合お申し込みについて

お支払い方法と契約期間

お申し込みについて

• ご請求書払い

• 契約期間は1年ごとの一括お支払い

• クレジットカード払い

• 右記のお支払い方法となります。

• ご利用プランをもとにお申込書をご用意します。

• ご契約は電子契約（クラウドサイン）にて行います。

ご留意事項

• 1年ごとの一括お支払いについて、登録社員数が増えた場合は、変
更があった月から契約終了月までの差額料金をご一括で請求させて

いただきます。契約期間中に登録社員数が減った場合は、差額分は

返金いたしかねますので予めご了承ください。

• 詳しくはアカウントプランナーにお問い合わせください。

*予約ルームズもお申し込みの際は、ご請求書支払いのみとなります。
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受付の内線電話をRECEPTIONISTに変えれば、1日の来客が10件でも大きなコスト削減に。

月々の費用対効果

（2,000円×時間）×20営業日

5分/件

10件/日

1日の来客数

1件あたりの来客対応時間

受付取次対応者の人件費/月

電話応対件数

10名/日

87.5%

削減効
果

*登録社員数50名以下、STANDARDプランの場合

内線電話（受付）

月々の費用は40,000円 月々の費用は5,000円*
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初期費用は必要ありません。オフィスへの新規設置・移転・レイアウト変更もカンタンに。

初期費用の比較

初期費用

社内の内線電話20台購入費

内線工事費

交換器(PBX)購入費

内線を使う受付システム

*受付に設置するiPad、インターネット環境をご準備ください。

サービス利用料

約80〜120万円 クラウドサービスだから0円
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RECEPTIONISTは、月額利用料をお支払いいただくサービスです。
プラン・（RECEPTIONISTへの）登録社員数・iPadの利用台数によって確定します。

月額利用料のイメージ

*全て税抜き *1iPad追加ライセンスは2台目以降に発生します。1台目のライセンスは基本料金に含みます。

プラン 登録社員数 iPad台数*1 月額料金

ENTERPRISE

STANDARD

STANDARD

ENTERPRISE

ENTERPRISE

70名

35名

70名

420名

360名

1台

1台

1台

2台

4台

20,000円

5,000円

10,000円

100,000円

110,000円

C

A

B

D

E

（例）



セキュリティとサポート
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99.99%を誇る安定稼働率の実現と、万が一に備えたセキュリティ体制を整えています。

セキュリティ体制

サーバに障害が発生しても別サーバで継続稼

働。もちろん２４時間の死活監視もしていま

す。

サーバ構成は冗長化
（AWSマルチAZに対応）

DBのデータはすべて暗号化
（AES-256）

通信もすべて暗号化
（SSL/TLS1.2対応）

データを盗み見ようとしても解読不可。デー

タは毎日バックアップを実施し、安全に管理

しています。

最新のセキュリティで通信を保護。

IPアドレス制限や操作ログなど、必要なセキ
ュリティに対応しています。

サーバ障害に強い 厳格なデータ管理 通信はすべて暗号化



03

安心のサポート体制。

導入前から導入後までしっかりサポートいたします。

サポート体制

導入や設定に関するお問い合わせは、弊社カ

スタマーサポート担当がメール・電話*にて
手厚くご支援します。

有料で初期設定や運用構築も承っております。

安心の導入サポート 充実したヘルプセンター メルマガ、セミナーなど

お役立ち情報の配信

初期設定マニュアルや、お困りの際のヘルプ

ページをWEB上で公開しております。
24時間365日いつでも解決方法を見つけるこ
とが可能です。

機能のアップデート情報や活用方法のほか、

働き方改革に関するセミナー情報もお届けい

たします。ご導入企業様の働き方改革をさま

ざまな面からサポートさせていただきます。

手厚い人的サポート オンラインでもご支援 お役立ち情報の発信

*電話によるサポートは、エンタープライズプラン以上のご契約でご利用可能です。



もっと詳しく知るには？

資 料 ダ ウ ン ロ ー ド は こ ち ら

RECEPTIONIST
サービス説明資料

オンライン相談の予約はこちら

RECEPTIONIST
オンライン相談

電 話 相 談 の 予 約 は こ ち ら

RECEPTIONIST
お問い合わせ

来客業務はRECEPTIONISTで自動化へ。

多くの企業に選ばれる理由を「資料」にしま

した。

アカウントプランナーが詳しく機能について

ご説明いたします。ご都合のよいお日にち

をご予約ください。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださ

い。

まずはお気軽にお問い合わせください。

資料ダウンロードはこちら オンライン相談の予約はこちら お問い合わせはこちら

https://receptionist.jp/document/
https://t.receptionist.jp/smb/
https://receptionist.jp/contact/
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会社紹介

会社名

株式会社RECEPTIONIST
設立

2016年1月
所在地

東京都渋谷区桜丘町20-1渋谷インフォスタワー 20階
代表取締役

橋本真里子

従業員

26名
事業内容

クラウドサービスの開発・提供

株主

Salesforce Ventures
グローバル・ブレイン

Bonds Investment Group
大和企業投資 等

資本金

1億円
決算期

10月



会社紹介

代表取締役 CEO

橋本真里子

受付嬢を11年経験。上場企業5社以上で受付を経験した
後、起業。

そのキャリアが注目され、

SankeiBizとmemocoにて連載を持つ。

真弓貴博

北海道大学卒業。システムエンジニアを経験した後、株式

会社ミクシィにてプロダクトマネージャーとして７年勤務。

使いやすいサービス作りに拘る。

取締役 COO プロダクトマネージャー
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はありません。本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。本資料はお客様限りで配布するものであり、RECEPTIONISTの許可なく、本資料をお客様以外の第三者に
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