
 
平成１６年５月１０日 

 

法人向けＩＰ電話サービス「エネルギア・ＩＰフォン」他の提供開始について 

 

 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（略称：エネルギアコム、社長：鈴木知己、本社：広

島市）は、５月１日（土）より弊社イーサネット通信網サービス「V-LAN（※１）サービス」を新規にご

利用のお客様、および既にご利用のお客様にＩＰ電話サービス「エネルギア・ＩＰフォン」の提供

を開始いたしました。 

 「エネルギア・ＩＰフォン」は、法人のお客様向けに、ＩＰによる低価格の音声ネットワークを提

供するサービスです。本サービスは、お客様の幅広いニーズにお応えできるよう、「Ｖ-ＬＡＮ Ｉ

Ｐフォン」と「Ｖ-ＬＡＮ ＩＰセントレックス」の２つをご用意しております。 

 

● Ｖ-ＬＡＮ ＩＰフォン 

  お客様のＰＢＸ（※２）や電話機などの既存設備をご利用いただいたまま、低コストで簡単に 

 ＶｏＩＰ環境を実現いたします。これまでご利用のネットワークとの併用や、段階的なＩＰ化をお 

 考えのお客様に最適です。 

  また、Ｖ-ＬＡＮ ＩＰフォンのオプションとして、ＳＩＰ（※３）方式に加えてＮＯＴＡＳＩＰ方式（※４）の併 

 用により、拠点間の内線通話料が無料の「内線オプションタイプ」もご利用頂けます。 

 本オプションは企業内無料通話を安価にご利用したいお客様に最適です。 

 

● Ｖ-ＬＡＮ ＩＰセントレックス 

  「ＰＢＸレスタイプ」と「ＰＢＸ－ＧＷ（ゲートウェイ）タイプ」の２つをご用意しております。 

（１）「ＰＢＸレスタイプ」 

  各事業所に設置しているお客様のＰＢＸをなくし、キャリアのセントレックス（※５）サーバーが 

 内線番号などを一括管理して、ダイヤルイン、呼転送、コールピックアップ等のＰＢＸ機能をご 

 提供いたします。音声とデータを統合することで、フルＩＰ化によるコスト削減をご希望のお客 

 様に最適です。 

（２）「ＰＢＸ－ＧＷタイプ」 

  お客様の各拠点毎に、ＰＢＸの撤去拠点へは「ＰＢＸレスタイプ」を導入し、ＰＢＸを残した拠 

 点へは「ＰＢＸ－ＧＷタイプ」を導入することにより、企業内での内線通話が可能な範囲が広 

 がります。本サービスはＰＢＸの有効活用をお考えのお客様に最適です。 

 

● 通話料金など 

  「Ｖ-ＬＡＮ ＩＰフォン」「Ｖ-ＬＡＮ ＩＰセントレックス」のどちらも、各事業所間の内線やフュージ 

 ョンＩＰ-フォン加入者との通話料は無料。一般加入電話との通話も、日本全国どこでも８．４ 
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 円／３分と、非常に低廉な料金での通話が可能となるため、音声通信コストの大幅な削減が 

 可能となります。 

 

  さらに、お客様の拠点ニーズに合わせたＩＰ電話機、ＰＢＸ－ＧＷ（ゲートウェイ）などのＶｏＩＰ 

 機器ソリューションもあわせてご提供いたします。 

 

  また、これまで主に個人のお客様向けにご利用頂いておりましたＭＥＧＡ ＥＧＧ ＩＰフォン 

 に対して、今回あらたに、法人のお客様向けとして「ＭＥＧＡ ＥＧＧオフィスＩＰ１、ＩＰ８、ＩＰ１６」 

 をご利用頂いているお客様にも「ＭＥＧＡ ＥＧＧ ＩＰフォン」のご利用が可能になりました。 

 

● ＩＰ電話サービスのメニュー構成 

シンプル

内線オプションタイプ

ＰＢＸレスタイプ

ＰＢＸ－ＧＷタイプ

シンプル（MEGA EGGオフィススタンダード、
IP１,８,１６）

内線オプションタイプ（MEGA EGGオフィススタン
ダード、IP１,８,１６）

MEGA EGG ファイバー

MEGA EGG マンション（FTTHタイプ）

MEGA EGG マンション(LANタイプ)
注１

MEGA EGG マンション(VDSLタイプ)
注１

MEGA EGG ADSL
注２

法人のお客様

エネルギア・ＩＰフォン
（法人のお客様）

Ｖ-ＬＡＮ  ＩＰフォン

Ｖ-ＬＡＮ  ＩＰ
セントレックス

MEGA EGG  IPフォン

個人のお客様

・網掛け部分が今回の新規メニューです。 

・ 注１： (株)中国データサービス（略称Ｃ－ＤＡＳ）の提供するサービスです。一部、IP ﾌｫﾝを利用できない場合があります。 

・注２： (株)アーバンインターネットの提供するサービスです。 

 

 エネルギアコムは、今後も低コストで高機能な法人向けＩＰ電話サービスのご提供に積極的

に取り組んでまいります。 

 なお、今回提供するサービスについて、詳しくは別紙に記載しております。 

以上 

（※１）： Virtual Local Area Network の略。仮想的にお客さま専用のネットワークを構築し、エネルギア 

      コムのネットワークをあたかも自営網のようにご利用いただけるサービス。 

（※２）： private branch exchange の略。構内交換機。 

（※３）： session initiation protocol ＩＰネットワーク上で電話の呼設定を実現するためのプロトコル。 

（※４）： Nothing Other Than A Simple Internet Phone の略。Peer to Peer 接続のインターネット電話 

（※５）： centrex。central（中央）と exchange（交換機）を組み合わせた言葉。 

 

 

 

本件に関するお問い合わせは，下記までお願いします。

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

経営企画部 ：井上 ℡ 070－5828－1592 

         ：加藤 ℡ 070－5825－1877 



別紙 

 

１．Ｖ-ＬＡＮ  ＩＰフォン 

（１）サービスイメージ（シンプルタイプ） 

 

 

 

（２）サービスの特徴 

  ①音声の IP 化による通信コストの削減 

お客様拠点間の通話（０５０で始まるＩＰ電話番号による接続）に加え、弊社提携キャリア

であるフュージョン・コミュニケーションズが提供する IP 電話サービスに加入されたお客

様同士の通話料がすべて無料となります。 

また、一般加入電話への通話は日本全国どこへでも８．４円/３分、携帯電話への通話

は１７．８５円/１分、そのほか海外への通話も低料金でご利用いただけるため、通信コスト

が削減可能です。 

  ②音声ネットワークとデータネットワークの統合 

音声ネットワークとデータネットワークの統合により総合的な通信コストの削減が可能と 

なります。 

 

（３）サービスメニュー 

シンプルタイプ 

既存のPBX、電話機を取り換えることなく音声

のIP化を実現します。 

お客様拠点間の接続は０５０番号で始まるＩＰ電

話番号をダイヤルすることにより無料通話が可

能です。 

Ｖ-ＬＡＮ ＩＰフォン

内線オプションタイプ
ＳＩＰ方式とＮＯＴＡＳＩＰ方式の併用により、拠点

間の内線通話が無料となるサービスです。 

MC：media converter 

PBX-GW：private branch exchange gateway 



 

（４）料金表 

 ①初期導入費用                                        （単位：円） 

サービス 料金区分 単位 料金（消費税込）

IP フォン契約料※１ １契約毎 ２１，０００シンプルタイプ／内線

オプションタイプ ０５０番号設定料 １番号毎 ５２５

内線オプションタイプ 内線番号設定料 １番号毎 １，２６０

  ※１：ＩＰフォン契約料は５００番号/１契約までの料金、５００番号以上は従量制料金となります。 

 

 ②月額利用料金                                        （単位：円） 

サービス 料金区分 単位 料金（消費税込）

基本料 1 番号毎 ２９４

～５０ ２１，０００

～１００ ２４，１５０

～２００ ３１，５００

～３００ ３８，８５０

～４００ ４５，１５０

～５００ ５１，４５０

～１，０００ ８２，９５０

～２，０００ １４１，７５０

～３，０００ １９９，５００

～４，０００ ２５７，２５０

～５，０００ ３１３，９５０

シンプルタイプ／内線

オプションタイプ V-LAN 接続 GW 料金 番号数

～１０，０００ ５９６，４００

内線オプションタイプ 内線番号管理料 1 番号毎 ５２５

 

 ③通話料金                                           （単位：円） 

サービス 通話先 通話料金（消費税込） 

ＩＰフォン加入者間 無料※２ 

一般加入電話 ８．４円/３分（３分課金） 

携帯電話 １７．８５円/１分（１分課金） 

PHS １２．６円/１分＋１０．５円/１通話（１分課金）

シンプルタイプ／内線

オプションタイプ 

国際通話※１ （例）ｱﾒﾘｶ本土：８円/１分 

内線オプションタイプ 内線通話 無料 

※ 1： 国際通話料金については、課税対象外となっております。 

※ ２：フュージョン・コミュニケーションズのＩＰ電話基盤を利用する BIGLOBE フォン（FC)、府中インターネット 

IP-Phone Fusion プランなどのＩＰ電話サービスとの通話が無料です。なお、NTT-Com、日本テレコム、ぷら

ら、NTT-ME のＩＰ電話基盤を利用するＩＰ電話への通話は、８．４円/３分が必要です。 

  ◎エネルギアコムがご提供するイーサネット通信網サービス(Ｖ-ＬＡＮ)に係る料金が別途必要となります。 

  ◎VoIP 機器の購入・設置・設定・保守などに関する費用が別途必要となります。 



２．Ｖ-ＬＡＮ  ＩＰセントレックス 

（１）サービスイメージ 

  ＰＢＸレスタイプ 

 

ＰＢＸ－ＧＷタイプ 

 

 

 

（２）サービスの特徴 

  ①音声の IP 化による通信コストの削減 

お客様拠点間の通話に加え、弊社提携キャリアであるフュージョン・コミュニケーションズ

が提供する IP 電話サービス（ＭＥＧＡ ＥＧＧ ＩＰフォンなど）に加入されたお客様同士の

通話料がすべて無料となります。 

また、一般加入電話への通話は日本全国どこへでも８．４円/３分、携帯電話への通話

MC：media converter 

PBX-GW：private branch exchange gateway 

UNI-GW：user network interface gateway 



は１７．８５円/１分、そのほか海外への通話も低料金でご利用いただけるため、通信コスト

が削減可能です。 

  ②音声ネットワークとデータネットワークの統合 

音声ネットワークとデータネットワークの統合により総合的な通信コストの削減が可能と 

なります。 

  ③PBX 維持管理コストの削減 

これまで企業内の内線電話網を構築するのに必要であったＰＢＸ機能をネットワーク側

で提供します。これにより、ＰＢＸの構築、運用、保守のコストが削減できます。 

 

（３）サービスメニュー 

ＰＢＸレスタイプ 

弊社提携のフュージョン・コミュニケーションズの

セントレックスサーバーが音声のIP化、基本的な

PBX(構内交換機)機能をご提供いたします。 

お客様のPBX維持管理費用を削減することが可

能です。 

Ｖ-ＬＡＮ ＩＰセント

レックス 

ＰＢＸ－ＧＷタイプ 
既存の PBX、電話機を取り換えることなく音声の

IP 化を実現します。 

 

（４）料金表 

 ①初期導入費用 

サービス 料金区分 単位 料金（消費税込）

IP フォン契約料※１ １契約毎 ２１，０００ＰＢＸレスタイプ／ 

ＰＢＸ－ＧＷタイプ ０５０番号設定料 １番号毎 ５２５

ＰＢＸレスタイプ  内線番号設定料 １番号毎 １，２６０

  ※１：ＩＰフォン契約料は５００番号/１契約までの料金、５００番号以上は従量制料金となります。 

 

 ②月額利用料金 

サービス 料金区分 単位 料金（消費税込）

基本料 1 番号毎 ２９４

～５０ ２１，０００

～１００ ２４，１５０

～２００ ３１，５００

～３００ ３８，８５０

～４００ ４５，１５０

～５００ ５１，４５０

～１，０００ ８２，９５０

～２，０００ １４１，７５０

～３，０００ １９９，５００

～４，０００ ２５７，２５０

～５，０００ ３１３，９５０

ＰＢＸレスタイプ／ 

ＰＢＸ－ＧＷタイプ V-LAN 接続 GW 料金 番号数

～１０，０００ ５９６，４００

ＰＢＸレスタイプ セントレックス利用料 1 番号毎 １，０５０



 

 ③通話料金 

サービス 通話先 通話料金（消費税込） 

ＩＰフォン加入者間 無料※２ 

一般加入電話 ８．４円/３分（３分課金） 

携帯電話 １７．８５円/１分（１分課金） 

PHS １２．６円/１分＋１０．５円/１通話（１分課金）

ＰＢＸレスタイプ／ 

ＰＢＸ－ＧＷタイプ 

国際通話※１ （例）ｱﾒﾘｶ本土：８円/１分 

ＰＢＸレスタイプ 内線通話 無料 

※ 1： 国際通話料金については、課税対象外となっております。 

※ ２：フュージョン・コミュニケーションズのＩＰ電話基盤を利用する BIGLOBE フォン（FC)、府中インターネット 

IP-Phone Fusion プランなどのＩＰ電話サービスとの通話が無料です。なお、NTT-Com、日本テレコム、ぷら

ら、NTT-ME のＩＰ電話基盤を利用するＩＰ電話への通話は、８．４円/３分が必要です。 

  ◎エネルギアコムがご提供するイーサネット通信網サービス(ＶＬＡＮ)に係る料金が別途必要となります。 

  ◎VoIP 機器の購入・設置・設定・保守などに関する費用が別途必要となります。 

 



３．MEGA EGG  IP フォン 

（１）サービスイメージ 

 

 

（２）サービスの特徴 

  ①音声の IP 化による通信コストの削減 

アクセス回線には弊社が提供するインターネット接続サービスであるＭＥＧＡ ＥＧＧオフ

ィスを利用するため、非常に安価な料金で IP 電話サービスをご利用頂けます。 

通話料金は、お客様拠点間の通話に加え、フュージョン・コミュニケーションズが提供す

る IP 電話サービスに加入されたお客様同士の通話が無料となります。 

さらに、一般加入電話への通話は日本全国どこへでも８．４円/３分、携帯電話への通話

は１７．８５円/１分、そのほか海外への通話も低料金でご利用いただけるため、通信コスト

が削減可能です。 

  ②音声ネットワークとデータネットワークの統合 

音声ネットワークとデータネットワークの統合により総合的な通信コストの削減が可能と 

なります。 

  本サービスは、小規模なオフィスでＩＰ電話の導入コストを最小限に抑えたいお客様におす 

  すめです。 

 

（３）サービスメニュー 

シンプルタイプ 

アクセス回線にMEGA EGGオフィスを利用し、

最大４同時通話が可能なタイプです。小規模な

お客様に最適な廉価版のIP電話サービスで

す。 
MEGA EGG IP 

フォン 

内線オプションタイプ

ＳＩＰ方式とＮＯＴＡＳＩＰ方式の併用により、異な

る ISP でも無料通話、かつ拠点間の内線通話

が無料となるサービスです。 

MC：media converter 



 

 

（４）料金表 

 ①初期導入費用 

サービス 料金区分 単位 料金（消費税込）

シンプルタイプ ０５０番号設定料 １番号毎 ５２５

０５０番号設定料 １番号毎 ５２５
内線オプションタイプ 

 内線番号設定料 １番号毎 １，２６０

 

 ②月額利用料金 

サービス 料金区分 単位 料金（消費税込）

シンプルタイプ 基本料 1 番号毎 ２９４

基本料 1 番号毎 ２９４
内線オプションタイプ 

内線番号管理料 1 番号毎 ５２５

 

 ③通話料金 

サービス 通話先 通話料金（消費税込） 

ＩＰフォン加入者間 無料※２ 

一般加入電話 ８．４円/３分（３分課金） 

携帯電話 １７．８５円/１分（１分課金） 

PHS １２．６円/１分＋１０．５円/１通話（１分課金）

シンプルタイプ 

内線オプションタイプ 

国際通話※１ （例）ｱﾒﾘｶ本土：８円/１分 

内線オプションタイプ 内線通話 無料 

※ 1： 国際通話料金については、課税対象外となっております。 

※ ２： フュージョン・コミュニケーションズのＩＰ電話基盤を利用する BIGLOBE フォン（FC)、府中インターネット 

IP-Phone Fusion プランなどのＩＰ電話サービスとの通話が無料です。なお、NTT-Com、日本テレコム、ぷら

ら、NTT-ME のＩＰ電話基盤を利用するＩＰ電話への通話は、８．４円/３分が必要です。 

◎ エネルギアコムがご提供するインターネット接続サービス(ＭＥＧＡ ＥＧＧに係る料金が別途必要となりま 

 す。 

  ◎VoIP 機器の購入・設置・設定・保守などに関する費用が別途必要となります。 

 


