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自由なワークスタイルを生む革新的クラウドPBX	



AsteriskベースのIP-PBXソリューションに取り組み始めて、10年目を迎えた株式会社クルーグが	

新たにリリースしたクラウド型 IP-PBXサービス ー それが「FoNEX（フォネックス）」。	

FoNEX は、これまでのビジネスフォンの概念や価格の安さだけにとらわれな

い、これからの新しい働き方をサポートする機動性 ・利便性・拡張性に優れた

革新的クラウドPBXです。	

	

音声・IP通信の完全暗号化、アプリが未起動でも可能なPUSH通知など、業界

初の機能までが標準装備。	

さらに、煩雑だった電話端末への SIP設定を「IDとパスワードの入力」だけで自

動的に完了させる自動設定機能やサポート付スマホ電話アプリの提供 、オ

フィスの全端末を専用電話化できるロケーションフリーやワークスタイル変革

対応のホットデスク機能など、他のPBXシステムでは考えられない高機能まで、

FoNEXなら標準仕様でご提供できます。	

高機能が標準仕様。	

FoNEX（フォネックス）とは？	
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FoNEX導入で実現するワークスタイル変革。	

これからの働き方は、もっと自由に	
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導
入

	



① どこからでも利用可能なクラウドサービス	

ワークスタイルの自由化	
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インターネットにつながる環境であれば、どこからでも利用可能。 

オフィスのフリーアドレス、ノマドワーク、テレワーク環境における音声とビデオコ

ミュニケーションに対応しているため、ワークスタイル変革に活用できるほか、緊急

災害時のBCP体制時の運用にも十分対応可能です。	

② スマートフォンを内線化	

iOS・Android対応のFoNEX Mobileを利用することで、スマートフォンの内線化が実

現。スマートフォンの通話もオフィスからモニタリング・アドバイスすることができま

す。さらに、外出先・出張先からオペレーションの品質管理も可能になります。	

システムとお客様拠点を結ぶ回線にキャリアの制限がないため、在宅オペレーショ

ンにも柔軟に対応することができます。	

※安定した通話のために光IP回線（ダイヤルアップやADSLは不可）環境が必要です。	

③ システムへのアクセスにキャリア制限なし	

外出先から�
スピーディに業務対応	

個人端末の利用で �
効率アップ	

自宅での就業など�
新しい働き方を

実現	

離れた場所・人
とシームレスに �

コミュニケーション	

ワークスタイル変革	



業務の効率化	
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① 機能拡張とバージョンアップ	

月1回の定期メンテナンス、機能拡張やバージョンアップにより、常に 新の機能を提供。他には無い優れた機能で業務の効率化に

貢献します。	

② クラウドサービスとの連携	

標準でSalesforce、Sansan、Googleコンタクトの連絡先をFoNEXから参照（着信時のルックアップ）することができます。またFileMaker

やその他の顧客管理システム、Cybozu Kintoneなどのシステムとの機能連携を行っています。	

※サービスにより実現される機能に差があります。	

③ 既存電話回線（電話番号）の継続利用	

中継機（ゲートウェイ機器）を導入すれば、電話番号の継続利用が可能。導入によっ

て電話番号が変わらず、顧客への連絡やさまざまな変更作業は必要ありません。	

※ご利用の電話サービス、回線種、ご利用本数により構成が異なります。 

　　詳細は営業担当者までお問い合わせください。	



コストダウン	
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① 導入・運用費用の削減	

座席（内線）数単位のシンプルな料金体系で、導入・構築費、さらに、運用開始後の保守費用を大幅に削減することができます。	

② 拠点ごとの投資コストの削減	

クラウド型サービスのため、１つのPBXシステムで全拠点のビジネスフォン、コールセンター機能のすべてを一元管理。拠点ごとの設

備投資、資産の減価償却が不要になります。	

③ PBXシステムは全てサービス提供	

PBXのサーバー、OSやライセンス、保守、メンテナンスはすべて利用料金に含まれ

ています。お客様の費用負担は一切必要ありません。 

※一部のサードパーティー製ハードウェアを除く	

	

④ 専用設備が不要	

必要な設備はインターネットに繋がる環境とPC、スマホ、IP電話機のみ。専用設備を

設置する場所も費用も必要ありません。	

※モバイル通信カードでも利用可能です（音声品質は通信品質に依存します）	



すぐれたコールルーディングと状態表示	
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①インサイドセールスやお問い合わせ窓口を簡単に開設できます	

音声自動応答（IVR機能）による問い合わせ内容の絞り込みや、着信呼自動分配（ACD機能）を併用することで、電話対応の作業を

効率化することができます。また、在席・離席や動作状況を可視化して情報共有することにより、シームレスな電話対応と活発なコ

ミュニケーションが実現します。	

② 電話とコンピュータの統合システムで情報を共有	

CTIシステム（電話とコンピュータの統合システム）を利用することで、各社の顧客管理サービスのほか、お客様独自システムとの連

携も可能です。また、通話のイベント（着信時・応答時）のいずれかで動作設定を行い、着信呼自動分配機能と組み合わせることで、

着信を効果的に分配し、お客様の待ち時間短縮、オペレーターの負荷分散、対応品質の	

向上などに効果を発揮します。	

※独自のシステム連携は、環境に条件があります。 

※オプションのFoNEX Viewで提供する機能も含まれます。	

③ オペレータスキルアップへのフィードバック	

通話録音、各種レポート、モニタ・ウィスパー機能の活用とトレーニングへの応用で、

オペレーションスキル・対応品質が向上します。 

※オプションで提供する機能も含まれます。	



機
能
紹
介	

高機能が標準仕様。これがFoNEXのテーマです。	

どのPBXシステムよりも高い機能を、オプション無しの標準仕様でご提供します。	
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多彩な機能が	

標準仕様	

FoNEX4つのサービスコンセプト	

機能を望めば、	

オプション仕様で価格が	

上がる他のPBXとは違い、

FoNEXなら先進的かつ	

多彩な機能を標準で搭載	

セキュリティが	

新＆万全	

簡単セットアップ	

スマートな運用	

しっかりサポートで	

安心して導入	

見落とされがちな	

音声に対するセキュリティ。	

FoNEXなら音声通信の	

暗号化など、企業情報を守る	

万全のセキュリティを実装	

IDとパスワードを登録	

するだけですぐに使える	

自動セットアップをはじめ、	

簡単にご利用いただくための	

分かりやすいデザインと	

優れた機能	

業界初の	

全端末公式サポートをはじめ	

お問い合わせ窓口や	

サポートサービスも充実	
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スマートフォン専用アプリで、	

外線通話中でも内線着信を	

キチンとお知らせ。	

常に起動が必要なアプリに比

べて、電池の消耗を約40%※

削減できます。※当社調べによる	

標準機能①　こだわりポイント	
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音声・通信暗号化	

音声パケットを暗号化（TLS/

SRTP）しているため、高価な

VPN通信網を必要としま

せん。携帯キャリアのIP通信

（LTE/4G）でも安心してご

利用いただけます。	

通話ハンドオーバー	

固定電話とスマートフォン

間で、瞬時に移動が可能。

通話を保留することなく、	

固定電話での通話を	

スマートフォンでの通話に	

切り替えます。	

設定情報はクラウドPBX

サーバから各電話端末へ

自動で配信。IDとパスワー

ドの登録のみでセットアッ

プは完了。難しい設定は

一切不要です。	

自動セットアップ	

ダイアル操作で電話機に	

ログインすることで、社内の

すべての端末を個人の	

専用電話として利用可能。	

ロケーションフリー・フリーア

ドレス環境を実現できます。	

ホットデスク	

専用アプリの「FoNEXモバイル」

には、1対1のビデオ通話機能を

標準搭載。オプションサービスの

「PrimeMeeting」を利用するこ

とで、多拠点とのビデオ会議も

可能です。	

ビデオ通話	

PUSH通知	



いわゆるWEB電話帳です。

便利な機能ながら有償オプ

ションになりがちな電話帳

機能も、FoNEXなら標準

仕様。PC・モバイル・固定

電話機で利用できるため、

大変便利です。	

標準機能②　こだわりポイント	
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設定管理画面	

各種機能の設定変更は、専門知識が無くても操作できる分かりや

すいデザインの管理画面（コントロールパネル）からお客様自身で

操作可能です。	

また、全ての機能の代理設定※も可能です。 	

※別途サポートサービス契約が必要	

電話帳同期	

SalesforceやSansanなど、

他社が提供している顧客

管理システムとの連携も

可能。現在の顧客管理情

報をそのまま生かすことが

できて、大変便利です。	

WebContacts	



内線/外線発着信	
	
固定電話機、PCソフトフォン、スマホアプ
リのいずれにも内線・外線番号の付与が
可能。お客様に 適な通話デバイスで自
由にビジネスフォンシステムを構築いただ
けます。	

自己保留/パーク保留	

会話をパークボタンで保留することで、同
一グループの電話機のボタンが点滅。ど
の電話機からでも受け取り（引き継ぎ）が
可能です。	

応答/ブラインド転送	
	
一度応答してから担当者を呼び出し、転
送先担当者と会話した後に転送する「応
答（取次）転送 」、応答した後、無条件で
転送先担当者へ着信させる「ブラインド転
送」に対応。	
	
	

代表/ダイヤルイン受発信	

代表番号や部門代表番号、個人ダイヤル
イン番号など、複数の電話番号を使い分
けて受発信可能です。また050 の IP電話
番号と 03/06などの0ABJ番号を1システム
に収容し、用途別の使用も可能です。	

ピックアップ（代理応答）	

端末同士を応答（ピックアップ）グループ
に所属させておくことで、着信鳴動してい
ない端末から「代理応答（ピックアップ）」
ボタンを押すと、他の電話への着信に応
答することができます。	
	

ボイスメール	

留守番電話に残されたメッセージを音声
ファイルに変換し、任意のメールアドレス
に添付送信する機能です。	
内線番号ごとに個別のメールアドレスを
セットすることができます。	

IVR (自動音声応答)	

お客様に 適な部門へ 短でお問合せ
いただく導線を「自動音声応答」で実現。
他のPBXシステムでは、高価なオプション
機能の１つである IVRを、FoNEXでは標準
機能として提供します。	

フォローミー(不在時応答)	

離席や外出中などの不在時、個人ダイ
ヤルインや内線番号に着信があれば、ス
マホソフトフォンへ転送。ボイスメール対
応に切替など「不在時応答」のアクション
をセットできます。	

ACD (着信呼自動分配)	

着信を適切に分配する機能です。高額な
オプション機能であることが多いですが、
FoNEX では低価格オプションとして提供。
ビジネスフォンでも賢い運用が可能です。	

タイムコンディション	

営業時間外動作をあらかじめ設定し、音
声ガイダンス再生や任意番号への転送
を自動的に行います。固定電話機からの
手動操作でも営業時間内外（オン、オフ）
の切替えが可能です。	

アカウントリザーブ	

１番号のアカウント（内線番号)発行で、
固定電話機 / スマホソフトフォン / PCソ
フトフォン 用のアカウントを自動予約。	
内線番号設計で悩む必要はありません。	

FoNEX は、IP電話では不得意と言われてきたビジネスフォン機能に新たな付加価値を付け、	
次世代のビジネスフォンシステム (新UCプラットフォーム) をご提案致します。	

12

標準機能③　充実のビジネスフォン基本機能	



国内３箇所の	
データセンターで運用	

FoNEX、国内3箇所のデータセンター

で運用し、万一のシステム障害時に

も短時間で切替復旧が可能な環境を

実現。	

サービス提供の電話回線も同様の

データーセンター環境に終端※されて

います。	

※既存の0AB-J番号を利用する場合はDCで

終端しません。	
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新・万全なセキュリティ	

システム操作画面、	
音声通信を暗号化	

FoNEXは、コントロールパネル、録音

検索画面、Webコンタクトなどのシス

テム操作画面も音声通話もすべて暗

号化。ブラウザ経由の通信からも通

話からも、情報が流出する心配はあ

りません。	

※音声通話を暗号化していない他サービス

では、パスワード等のシステム機密情報や通

話を盗聴される恐れがあります。	

IP制限と	
パスワード自動発行

	

不正アクセス対策として、日本国内の

IPアドレスのみアクセスを許容し、強

度の高いパスワードを自動発行※。	

パスワードアタックには「Fail2Ban」機

能でアクセス元IPを自動ブロック。	

※パスワードの自動発行は初回のみ。コント

ロールパネルからパスワードを変更する際は、

12桁以上のパスワードをお客様管理で発行

していただきます。パスワードの管理には十

分ご注意ください。	
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簡単セットアップとスマート運用	

FoNEXは、簡単にセットアップが完了しすぐに使えること、	

また、難しい設定や操作が必要なく、楽に運用していただくことの２つの目標を実現するために、	

以下のような多彩な機能を備えています。	

※それぞれの機能の詳細は、10-11ページでご確認ください。	

自動セットアップ	

開梱後5分で利用可能	

APPストアからダウンロード 

IDとPWのみで利用開始	

Web電話帳	
全社共有電話帳で	

顧客情報の更新・共有も楽々	

ダッシュボード	
PBXの設定情報、 新のお知らせ、

サポートサイトへのショートカットなど	

ホットデスク	
社内のロケーションフリーが実現	

ビデオ通話	
よりリアルなコミュニケーション	

PUSH通知	
着信を見逃さない	

通話ハンドオーバー	
固定電話とスマホで簡単通話移動	

簡単セットアップ	 スマート運用	

設定管理画面	

各種設定変更が自分でできる	



システムは	
24時間自動監視	

FoNEXのサービスシステムは、24時

間365日のシステム監視を実施。万一

の際にも短時間で復旧可能なサポー

ト体制を整備しています。また、お客

様の操作によって発生した不具合に

もサポートを適用。お客様の運用をさ

まざまな角度からサポートします。	

業界初の	
全端末公式サポート

	

SIP電話機、スマートフォンアプリ（iOS

版/Android版）、PCアプリ（Windows

版/Mac版）も、すべて公式サポート付

きです。	

業界初の手厚いサポートサービスで、

安心して長くお使いいただけるサービ

スです。	

お問い合わせ窓口と	
サポートサービスの充実	

	

コントロールパネルの操作方法や設

定変更後の不具合などに対する問い

合わせ窓口をご用意。有償サポート

サービスと併せ、運用をしっかりと支

援します。万一の不具合の際には、

夜間・休日も受付可能な緊急サポー

トダイヤルをご利用いただけます。	

しっかりサポートで安心して導入できます	
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通
話
端
末
紹
介	

FoNEXのクラウドPBXシステムの公式IP電話機は、	

Yealink製のSIP対応電話機です。	
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Yealink製 SIP対応電話機

標準提供価格 22,200円（税抜）	 標準提供価格 31,300円（税抜）	

＊ いずれのモデルも日本語対応／ PoE対応製品（ACアダプター別）	
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FoNEX Biz Phone　 FoNEX 公式サポート IP電話機	

間もなく 
世界シェア

No.1	

Yealink T46G	Yealink T42G	



SIP-‐T42G	 SIP-‐T46G	 備　考	

　商品イメージ画像	

日本語対応	  
（ ディスプレイ / 電話帳/ 設定画面 ）	

◎	 ◎	

ディスプレイサイズ	
2.7in	  /	  192	  x	  64	  pix	  

グラフィックLCD	  / バックライト	
4.3in	  /	  480	  x	  272	  pix	  

カラー液晶	

DSS	  キー	 大15（３画面切替）	 大27（３画面切替）	

ネットワークインターフェイス	 1000	  /	  100	  /	  10	  Mbps	  x	  2口	 1000	  /	  100	  /	  10	  Mbps	  x	  2口	 ヘッドセット用モジュラージャック×1口	

SIP	  アカウント数	 12	 16	

拡張モジュール接続（EXPモジュール）	 ×	 大 6台まで接続可能	 ＊EXP40 対応（別売）	

HD	  Voice対応	 ◎	 ◎	

保留 / 転送ボタン	 ◎	 ◎	

ハンズフリー	 ◎	 ◎	

３者通話機能	 ◎	 ◎	

Open	  VPN 対応	 ◎	 ◎	

ゼロタッチプロビジョニング	 TFTP	  /	  FTP	  /	  HTTP	  /	  HTTPS/	  PnP	 FTP	  /	  FTP	  /	  HTTP	  /	  HTTPS/	  PnP	
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IP電話機 仕様詳細	



※画像はiOS対応版ソフトフォンです	

連絡先	
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FoNEX Mobile　スマートフォン用ソフトフォン（iOS/Android対応）画面	

発着信履歴	

不在着信履歴	
ダイヤルパッド	

着信時	 保留・転送操作時	

PUSH通知動作時	 ビデオ通話時	
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FoNEX PC Phone　PC用ソフトフォン（Windows/Mac対応）画面	

※画像はMac対応版PCです	

ダイヤルパッド	

電話帳	

発着信履歴	

着信（不在）履歴	

マイクミュート	
保留/再開	
転送	
ビデオ送信切替	

着信時ポップアップ画面	

内外線着信時には、PC画面上にポップアッ
プ画面が表示されます。電話帳機能との連
動で、誰から（どこ宛）の着信か、名前が表
示されます。	

発信時に	
音声/ビデオコール

の選択が可能	
	

※ビデオ通話は	
対応アプリ間のみ可	



■ PC対応 ソフトフォン：Windows OS版 対応環境	
Windows7 / Windows8 / Windows8.1 /  Windows10	

	

	

■ PC対応 ソフトフォン：macOS版 対応環境	
High Sierra / Sierra / OS X 10.12以降、El Capitan / 	

OS X 10.11以降、Yosemite / OS X 10.10以降	

	

	

■スマートフォン対応： 対応環境	
iOS 9.0以降（対象機器：iPhone/iPad and iPod touch ※機能制限あり） 

 

Android： V4.1以降	

	
	
※各デバイスの OSバージョン及びアプリケーションの対応OSバージョンは変動します。	

　 新の情報は、FoNEX サービスサイトからご確認下さい。	
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FoNEX ソフトフォンの動作環境	
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利
用
可
能

電
話
回
線	

FoNEXは、さまざまな回線キャリアサービスに対応。	

企業の顔である電話番号を変える必要はありません。	



FoNEXシステム構成イメージ図	

オンプレ	
既存IP電話タイプ	
（宅内設置サービス）	
	
※各キャリア	

　 IP電話サービスの場合	

オンプレ	
既存OAB-Jタイプ	
（宅内設置サービス）	
	
※お客様名義の既存回線を	

　 そのまま利用できます。	

スマホアプリで内線化すると、外出先でも内線通

話が可能です。さらに社内でも外出先でも会社

番号の発信者番号通知も可能です。	

在宅ワーク環境やBCP体制時でも「音声通信

の暗号化」により安心してお使いいただけます。	

各地に点在する支社・支店・営業所も一元管理

が可能。全拠点の内線化でコミュニケーション

活性化とコストの大幅削減を実現します。	
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回線種別	 提供キャリア名	
クラウド提供	

（SIP Trunkサービス)	
オンプレ既存タイプ 

（宅内設置サービス）	
0120/0800/	

0570等サービス	

アナログ回線	 各社提供	 ×	 ◎	 ◎	

ISDN64/ISDN1500回線	 NTT東西日本各社	 ×	 ◎	 ◎	

ISDN64/ISDN1500回線	 ソフトバンク（おとくラインサービス）	 ◎	 ◎	 ◎	

IP電話回線	
NTT東西日本各社（ひかり電話/ひかり電話オフィ
スタイプ/ひかり電話オフィスエース）	

×	 ◎	 ◎	

〃	 NTTコミュニケーションズ（Arcstar IP-Voice）	 ◎	 ◎	 ◎	

〃	 KDDI（光ダイレクト）	 △050のみ	 ◎	 ◎	

〃	 楽天コミュニケーションズ（旧 Fusion IP-Phone）	 ◎	 ◎	 ◎	

〃	 アルテリアネットワークス（UCOM光電話）	 △制限あり	 ◎	 ◎	
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対応電話サービス	

FoNEXでは、さまざまなキャリアの回線サービスに対応しています。	

企業の顔ともいうべき大切な電話番号を変えることなく、先進のクラウドPBX（ビジネスフォンシステム）を手に入れてください。	



回線種別	 キャリア名 / 提供サービス	 メーカー名 / 製品名	 対応 I/F 数	 製品画像（イメージ）	

アナログ回線	
NTT東西日本 / ソフトバンク /	
KDDI　（加入者回線）	

Audiocodes製	
MediaPack シリーズ	

4/8	
（4ch/8ch）	

　ISDN64/1500回線	
NTT東西日本 / ソフトバンク /	
KDDI　（INSネット/ライト）	

Audiocodes製	
Mediant シリーズ	

4/8/16	
(8ch/16ch32ch)	

　IP電話回線	
NTT東西日本各社	
（ひかり電話/ひかり電話オフィス	
タイプ/ひかり電話オフィスエース）	

FoNEX-BOX	
1 

（100通話ch）	

〃	
NTTコミュニケーションズ	
（ Arkstar IP-Voice ）	

〃	 KDDI（光ダイレクト）	

〃	
楽天コミュニケーションズ 
（旧 Fusion IP-Phone）	

〃	
アルテリアネットワークス	
（UCOM光電話）	
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対応ゲートウェイ機器	

ご利用中の電話回線・サービス種ごとに対応可能な機種を多数ラインアップしております。	

商品に関する詳細、価格については営業担当までお問い合わせください。	



提
供
価
格	

ご利用中の電話回線・サービス種ごとに対応可能な機種を多数ラインナップしております。	

商品に関する詳細については、営業担当までお問い合わせください。	
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サービス品目/名称	 契約単位	 初期費用	 月額費用	 備考欄	

　FoNEX for Biz 基本ライセンス	 　１ユーザ(内線番号毎)	 3,500円	 400円	 基本ライセンス料	

　FoNEX Biz Phone	 〃	 1,000円	 200円	 ハードフォンライセンス料	

　FoNEX PC Phone	 〃	 1,000円	 200円	 PC（Win/Mac版）用ライセンス料	

　FoNEX Mobile for iOS	 〃	 1,000円	 200円	 iOSスマートフォン用ライセンス料	

　FoNEX Mobile for Android	 〃	 1,000円	 200円	 Androidスマートフォン用ライセンス料	

　FoNEX Web Contacts（Web電話帳）	 １契約毎	 0円	 0円	 ＊ 大登録件数 1,000件まで	

　FoNEX Control Panel（管理画面）	 〃	 0円	 0円	

※設置・設定費用は含まれておりません。　　 
※20ユーザー以上からのご提供となります。 
※ FoNEX Mobile は1ユーザーに対して1つのみです。	
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標準サービス価格	

次世代のビジネスフォンに求められる機動性、利便性、拡張性を備えた	

新のビジネスフォンシステムを、驚きの低価格でご利用いただけます。	



サービス品目/名称	 契約単位	 初期費用	 月額費用	 備考欄	

　FoNEX View	
　(ビジュアルオペレーションコントローラー)	

　１ユーザ(内線番号毎)	 3,000円	 1,500円	

　FoNEX ACD Report	
　(コールセンター向けレポート機能)	

　１ユーザ(内線番号毎)	 5,000円	 1,500円	

　FoNEX VRS（Voice Recording System ）	
 （通話録音機能+管理用GUI）	

１契約	
（初期100時間）	

10,000円	 5,000円	
100時間を超える録音データ保存領域
容量追加オプションをご契約ください	

　FoNEX VRS ストレージプラス	
 （通話録音データ保存容量追加）	

１契約	
（100時間単位）	

5,000円	 3,000円	

　FoNEX Prime Meeting 5	
　(多地点ビデオ会議オプション)	

１契約	
(５ユーザー単位)	

5,000円	 11,800円	
大5同時接続、インターネット経由

HDビデオ（720p）、資料共有	

　FoNEX Prime Meeting 10	
　(多地点ビデオ会議オプション)	

１契約	
(10ユーザー単位)	

5,000円	 29,800円	
大10同時接続、インターネット経由

HDビデオ（720p）、資料共有、録画	

　FoNEX Prime Meeting 25 
　 (多地点ビデオ会議オプション)	

１契約	
(25ユーザー単位)	

5,000円	 49,800円	
大25同時接続、インターネット経由

HDビデオ（720p）、資料共有、録画	
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オプションサービス価格	

より便利にお使いいただけるオプションサービスもご用意しています。	



回線種別	 回線数	 メーカー名 / 製品名	 価格（税別）	

	
	

アナログ回線	

大4回線	 Audiocodes MediaPack MP114/4O/SIP	 52,000円	

大8回線	 Audiocodes MediaPack MP118/8O/SIP	 82,000円	

外線2/内線2	 Audiocodes MediaPack MP114/2S/2O/SIP	 50,000円	

外線4/内線4	 Audiocodes MediaPack MP118/4S/4O/SIP	 88,000円	

内線2	 Audiocodes MediaPack MP112/2S/SIP	 24,000円	

内線4	 Audiocodes MediaPack MP114/4S/SIP	 47,000円	

内線8	 Audiocodes MediaPack MP114/8S/SIP	 84,000円	

内線24	 Audiocodes MediaPack MP124/24S/AC/SIP	 184,000円	

※設置・設定費用は含まれておりません。	
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ゲートウェイ機器（アナログ回線用）	



回線種別	 回線数	 メーカー名 / 製品名	 価格（税別）	 製品画像（イメージ）	

ISDN64用	

大2回線4ch	 Audiocodes Mediant M500L-V-2B	 79,000円	

大4回線8ch	 Audiocodes Mediant M500L-V-4B	 107,000円	

大4回線8ch	 Audiocodes Mediant M800B-V-4B-4L	 212,000円	

大4回線8ch 
+アナログ内線4	

Audiocodes Mediant M800B-V-8B4S-4L	 308,000円	

5chまで	
Mediant800用 非常時迂回ライセンス 
Audiocodes Mediant SW/M800/CRP/5	

12,000円	

ISDN1500用	

1回線23ch	 Audiocodes Mediant M1KB-D1	 495,000円	

大2回線26ch	 Audiocodes Mediant M1KB-D2	 673,000円	

大4回線92ch	 Audiocodes Mediant M1KB-D3	 1,160,000円	

Mediant  1000B	

Mediant  M800B	

※設置・設定費用は含まれておりません。	
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ゲートウェイ機器（ISDN回線用）	

Mediant  M500L	



種別	 回線数	 メーカー名 / 製品名	 価格（税別）	 製品画像（イメージ）	

初期	 大100ch	 FoNEX-BOX（ゲートウェイ本体）	 150,000円	

初期	 1chあたり	 FoNEX-BOX 通話ch ライセンス 初期費用	 1,000円	

初期	 FoNEX-BOX VPN初期費用	 20,000円	

2ヶ月目以降	 1chあたり	 FoNEX-BOX 通話ch ライセンス 月額費用	 800円/月	

2ヶ月目以降	 FoNEX-BOX VPN月額費用	 5,000円/月	

その他の特徴	

•  GUIから設定可能	

•  1台で複数の通信事業者のサービスを

『同時』に収容可能	

•  Cradlepoint NetCloudの拠点ゲートウェ

イとして利用可能	

•  ソフトバンク株式会社 「ホワイトクラウド 

OneLayer on Cradlepoint NetCloud」対応	

•  OpenVPN 対応	

通信事業者名	 対応サービス	

NTT東日本 / NTT西日本	
ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプ/	
ひかり電話オフィスエース	

KDDI	 光ダイレクト	

NTTコミュニケーションズ	 Arcstar IP Voice	

アルテリアネットワークス	 UCOM光電話	

楽天コミュニケージョンズ	
（旧：フュージョンコミュ二ケーションズ）	

FUSION IP-PHONE 	
※B2BUAサービスを契約すればFoNEX-BOXは不要です。	

※設置・設定費用は含まれておりません。	

31

ゲートウェイ機器（IP電話回線 直接収容用）	



サービス名称 / 品目	  契約単位	 初期費用	 月額費用	 保守・サポート内容	

スポット対応	 １回	 10,000円	 0円	
1インシデント/調査1回	
上限を1インシデント１時間以内に対応できるものに限ります。	

エントリープラン	 １契約毎	 5,000円	 10,000円	 〜2インシデント/月迄 	

スタンダードプラン	 〃	 5,000円	 20,000円	 〜5インシデント/月迄 	

アドバンスプラン	 〃	 5,000円	 30,000円	 〜7インシデント/月 迄 	

•  ご利用開始後、運用状況に応じてサポートサービスを解約又はプラン変更頂く事も可能です。サポーサービス解約後の不具

合対応はスポット対応にて承ります。	

•  ネットワークの不具合等に依存した問題の調査はインシデントに含まれません。スポット対応にて承ります。	

•  オンサイト作業は対象外です。	
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運用・サポートサービス	

コントロールパネルからお客様操作後に発生した不具合の対応、	

あるいは、お客様に代わって設定作業を代行します。	



ご要望/問合せ内容	 サポート対応時間	 連絡先/連絡方法	

　各ツール、アプリケーション	

　の操作や設定に関する問合せ	

　対応日程 ： 平日 (月〜金) 	

　受付時間 ： 10：00〜18：00	

☎：078-327-8001	

E-Mail ：support@qloog.com	

Webサイト：FoNEXダッシュボードの「お問い合わせ」ボタンか

らのリンク「サポートページ」よりお問合せください。	

　サポート対応時間外の問合せ	

　対応日程：サポート対応時間外	

　受付時間：平日 18：00〜21：00	

　受付時間：休業日 10：00〜21：00	

緊急サポート☎：078-327-8009（緊急時のみ） 

※システム全体で発着信ができない　など	

E-Mail ：support@qloog.com	

Webサイト：FoNEXダッシュボードの「お問い合わせ」ボタンか

らのリンク「サポートページ」よりお問合せください。	
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サポート窓口	



会社名 	株式会社クルーグ	

会社設立 	2008年 4月	

代表者 	荒尾 和宏	

従業員数 	25名（2017年4月1日現在）	

	

所在地	

【本社】〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通2-8-14	

オルタンシアビル8F	

TEL:078-327-8001/FAX:078-327-8002	

【東京支店】〒105-0022 東京都港区港南1-9-36	

アレア品川ビルディング13F	

TEL:03-4455-9288/FAX:03-4455-9289	

	

事業内容	

l  ハウジング・ホスティング等のデータセンターサービス	

l  FreePBX及びAsteriskをベースとしたシステム 

及び機能の開発・保守	

l  電話機、電話システムの開発・販売・コンサルティング	

l  VoIP Gateway・ネットワーク機器の販売・構築	

	

会社概要	

加盟団体	

日本コールセンター協会（CCAJ）会員	

	

販売認定	

l  FreePBX / OTTS 正規販売特約店	

l  Yealink / Polycom / AudioCodes 製品 正規販売代理店	

	

	

	

	

	

許可・認可	

l  Linux Professional Institute	

l  プライバシーマーク認定番号 ：19000795（02）号	

l  電気通信事業者届出番号：E20-2989	

l  古物商許可証番号：第631130900005号	

l  厚生労働省委託事業「女性の活躍・両立支援」 

：法人番号4140001029302	
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● Webからのお問い合わせ	

　 FoNEX サービス お問合せフォーム　　https://fonex.jp/contact/	

	

● お電話でのお問い合わせ	

　 株式会社クルーグ	

　　神戸本社 営業部：078-327-8001/東京支店 営業部：03-4455-9288/共通 E-Mail：sales@qloog.com	

お客様先での通信・通話のデモ実施も可能です。	

クラウドサービスならではの機動性、気になる音声品質も体感いただけます。	

気軽にお申し付けください。
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FoNEXサービスへのお問い合わせ先	

引き続きFoNEXサービスのご検討をよろしくお願い申し上げます。	



https://www.qloog.com	


