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1 アロハ CTIエンジンⅡの起動

1.1 アロハ CTIエンジンⅡをインストール後、スタートメニューに、「アロハ CTIエンジンⅡ 起

動」が追加されるので、[アロハ CTIエンジンⅡ起動]をクリックします

1.2 タスクトレイにアロハ CTIエンジンⅡのアイコンが追加されます

1.3 アプリケーションの起動メッセージがバルーン/トーストで表示されます



2 アロハ CTIエンジンⅡの終了

2.1 スタートメニューから終了

2.1.1 スタートメニューに、「アロハ CTIエンジンⅡ 停止」をクリックします

2.1.2 アプリケーションの終了メッセージがバルーン/トーストで表示されます

2.2 タスクトレイのアイコンから終了

2.2.1 アイコンを右または左クリックするとショートカットメニューが表示され

ます

2.2.2 ショートカットメニューの[終了(x)]をクリックするとアプリケーションの

終了メッセージがバルーン/トーストで表示されます



3 プロダクトキーの登録

3.1 タスクトレイのアロハ CTIエンジンⅡのアイコンを右または左クリックすると

ショートカットメニューが表示されます

3.2 [プロダクトキーの入力(p)]をクリックする「アロハ CTIエンジンⅡ プロダクト

キー登録」画面が表示されます

3.3 プロダクトキーを入力して、【OK】ボタンを押下すると、プロダクトキーが登録

されて、アロハ CTIエンジンⅡが使用できるようになります。

※初めてプロダクトキーを登録した場合に限り、PC に接続中のアロハ ND6を

検索して自動で設定と接続を行います
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4 設定

タスクトレイのアロハ CTI エンジンⅡのアイコンの[設定]をクリックするとアロハ

CTIエンジンⅡの設定画面が表示されるので、設定画面にてアロハ CTIエンジンⅡの

設定を行います。

4.1 接続

【OK】ボタンを押下すると接続設定が保存され、保存された設定でアロハ ND6
と接続を試みます。

4.1.1 接続方法

ドロップダウンリストから接続を行いたいアロハ ND6 の COM 番号を選択し、

【OK】ボタンを押下します



設定保存メッセージが表示され、ポートの接続状態が更新と接続したアロハ ND6
の管理コード(アロハ ND6に設定済の場合)の表示が行われます

※アプリケーションの起動時に、接続設定を保存済みのアロハ ND6に対して接続

を試みますが、USBプラグが抜けていた場合など PCがアロハ ND６を認識でき

ない場合には、対象ポートの接続設定がリセットされます

※電話着信中(ベル鳴動)に、本ソフトを起動又は接続画面の OK ボタンを押下する

と、接続設定が未接続になることがあります。電話着信がないときに OK ボタン

にて接続設定を行ってください。

※PC環境により、接続設定完了まで時間がかかる場合があります。



電話番号発信シミュレータと接続する場合は、COM番号で[TEST]を選択します

※電話番号発信シミュレータとの接続はポート 0のみ可能です

4.1.2 管理コード設定対象ポート選択

管理コードを設定するポート番号を 0～3から選択します



4.1.3 管理コード設定の実行

ポート設定で管理コードを設定するポート番号を選択し、[番号]のテキストボック

スに設定したい管理コードを入力した状態で、【実行】ボタンを押下します

選択したポートに接続中のアロハ ND6に管理コードが設定され、接続設定の[管
理コード]に設定された管理コードが表示されます

管理コードの設定は、アロハ ND6と接続中の場合のみ行えます



4.2 連動

4.2.1 ブラウザ／コマンド

電話着信時に、指定の URLや指定のコマンドを実行したいときは、[連動]タブの

「ブラウザ／コマンド」画面にて設定を行います

【OK】ボタンを押下するとブラウザ／コマンド連動設定が保存されます

4.2.1.1 ブラウザ連動

電話着信時に指定の URLを実行したい場合は[連動設定]に URLを設定

します

URL内の埋込対象文字列(${phone_number}等)に着信情報を埋め込み、

ブラウザで開きます

URLに埋込対象文字列が存在しない場合は、ブラウザ連動を行いません

4.2.1.1.1動作ブラウザの変更



既存ブラウザを開いて動作」を選択すると、PCにて設定してい

るデフォルトブラウザを使用して、表示を行います。

「他のブラウザを開いて動作」を選択すると、使用ブラウザが

選択出来るようになりますので、使用したいブラウザの exeフ
ァイルを選択して下さい



4.2.1.2 コマンドライン連動

電話着信時に指定のコマンドを実行したい場合は[連動設定]にコマンド

を設定します

コマンドは、プログラムファイルパス名とその後ろにパラメータを付け

たものです

例："C:¥Test01.exe" -param1 ${phone_number}
この例では

「"C:¥Test01.exe"」 がプログラムファイルパス名

「 -param1 ${phone_number} 」がパラメータとなります

※ プログラムファイルパス名はダブルクォーテーションで囲んで下さ

い

コマンドの埋込対象文字列(${phone_number}等)に着信情報を埋め込み

実行します

コマンド内に埋込対象文字列が存在しない場合は、コマンドライン連動

を行いません

4.2.1.2.1コマンドプロンプト非表示

コマンドライン連動を行う場合に、コマンドプロンプト画面を

表示したくない場合、[コマンドプロンプト画面非表示]のチェッ

クボックスを[On]にします

4.2.1.3 非通知理由設定

電話番号が非通知で着信があった場合に、ブラウザ/コマンドライン連

動を行いたくない場合、[非通知理由等(P,O,S,C,E)は埋め込まない]の
チェックボックスを[On]にします



4.2.2 テキスト

電話着信時に、指定のテキストに情報を出力したいときは、[連動]タブの「テキス

ト」画面にて設定を行います

指定のポートの【参照】ボタンを押下するとファイル選択ウィンドウが起ちあが

りますので、出力したいファイルを選択します。

設定したファイル名を削除する場合は、指定ポートの【削除】ボタンを押下しま

す



動作設定を変更することで、出力する内容や動作を変更することが可能です。

■ 電話番号を埋め込む

出力ファイルに、出力日付と電話番号のみが出力されるようになります

■ 全ての情報を埋め込む

出力ファイルに、出力日付と全ての情報(着信日、電話番号、オンフック、オ

フフック、未応答)が出力されるようになります

■ テキストファイル画面非表示

出力時に、テキストファイルを表示させたくないときはチェックボックスを

[On]にして下さい

【OK】ボタンを押下するとテキスト連動設定が保存されます

※テキストファイルへの出力内容は、1週間のみ保存されます。

※出力ファイルの内容を加工すると、警告「出力ファイルのクリーニング処理に

失敗しました」表示されます。出力ファイル内容は加工しないでください。



4.2.3 クリップボード

電話着信時に、クリップボードに情報を保存したいときは、[連動]タブの「クリッ

プボード」画面にて設定を行います

動作設定の「クリップボード連動」のチェックボックスを[On]にするとクリップ

ボードに電話番号を埋め込みます

チェックボックスが[Off]ときは、クリップボードへの埋め込みは行いません

【OK】ボタンを押下するとクリップボード連動設定が保存されます



4.3 起動

[起動]タブでは、Windows起動時に、アロハ CTIエンジンⅡを起動するかどう

かの設定を行うことができます。

【自動起動】のチェックボックスを[On]にして、【OK】ボタンを押下すると

Windows起動時に自動で、アロハ CTIエンジンⅡのアプリが起動するようにな

ります



５ 接続するハード機器「アロハ ND5 又は ND6」による機能比較

（１）引渡し可能な CTI 情報

CTI 情報 書式 内容
アロハ

ND6 ND5

電話番号（非通知理由等） ${phone_number} 電話番号（P,O,S,C,E） ○ ○

管理コード ${id_number} 固有番号 ○ ×

オフフック情報 ${off_hook} OF ○ ×

オンフック情報 ${on_hook} ON ○ ×

未応答情報 ${un_res} UR ○ ×

（２）連動機能

CTI 連係機能 連動内容
アロハ

ND6 ND5

ブラウザ連動 指定 URL に CTI 情報を埋込みブラウザに引き渡します ○ ○

コマンドライン連動
コマンドラインで CTI情報をパラメータとして引渡し

ます

○ ○

テキスト連動
指定したテキストファイル．txt に CTI 情報を書き込

みます

○ ○

クリップボード連動 クリップボードに CTI 情報を書き込みます ○ ○

（３）その他機能

項 目 機 能 概 要
アロハ

ND6 ND5

接続 アロハ 4 台(4 回線)と PC1 台 ○ ○

管理コード 表示／登録／変更 ○ ×

自動時刻設定 USB 接続時及び 24H 毎にアロハ ND6 の時刻設定する ○ ×

自動起動
Windows 起動時に本プログラムを自動起動するかの選

択

○ ○



６ 動作環境

OS：Windows 10／8.1／7
CPU：Corei3以上推奨

メモリ：8GB以上を推奨

ハードディスク：100MB以上の空き容量を推奨

画面解像度：XGA（1024×768
アロハが接続できる環境：USBポート

.Net Framework4.5及び VC++のランタイムがインストールされている PC


