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Cloco、通信容量制限が日単位のデータ通信SIM
と通話アプリを提供
掲載日：2016/12/26

　Clocoは、ソフィアデジタルのデータ通信SIMと、データ通信を利用して音声通話を行え
るスマートフォン用アプリ「CloudPhone」の提供を、法人向けに開始する。

　CloudPhoneは、音声通話やキャッチホン機能に加え、保留転送や複数台同時呼出、内線
通話などのPBX機能を搭載し、ビジネスホンのように利用できる。電話番号は03／06／01
1／022／045／052／092／098／050／0120／0800に対応する。価格は、月額利用料が
2000円～、通話料金が固定電話向けで7.8円／3分、携帯電話向けで15.6円／1分、アメリ
カ向けで3.55円／1分（いずれも税別）など。

　今回提供するデータ通信SIMは、毎月一定の料金で利用できる。100MB／1日の「3GBプ
ラン」や350MB／1日の「10GBプラン」を用意し、価格は、初期費用が3000円、月額利用
料が1100円～2300円（いずれも税別）。3日間での制限や月間での総量制限はない。通信
容量超過時は当日の23時59分まで通信速度が最大200Kbpsに制限されるが、CloudPhone
は200Kbpsで利用できるため、通信速度制限時でも音声通話での利用は可能だ。

　SIMロックフリーのAndroidスマートフォン端末として、1万円台の端末も用意している
ため、端末とデータ通信SIM、CloudPhoneを購入すれば即時に電話サービスを利用でき
る。Clocoが提供するクラウドPBXサービスやクラウドコールセンターサービス「Cloco」の
電話機としても利用できる。また、端末、データ通信SIM、CloudPhoneとも解約違約金は
なく、契約期間の縛りを気にせずに利用できる。

出荷日・発売日 －－－

価格 －－－

　　※製品ニュースに関するお問合せ ： 

　　※関連キーワードのリンクは自動で行っているため、適切でない可能性があります。ご了承ください。

図解でわかりやすいIT技術の解説記事2000本
ITセミナー400件、IT製品情報1000件以上!
キーマンズネットは、アイティメディア株式会社が運営
する「企業向けIT関連情報サービス」です。会社で導
入するIT関連製品の検討・選定にお役立ていただける
情報サービスです。情報量・登録料ともに無料です。安

心してご利用下さい。

「モバイル通信サービス」関連の情報を、チョイスしてお届けします

※キーマンズネット内の「モバイル通信サービス」関連情報をランダムに表示しています。
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その他「モバイル通信サービス」特集一覧へ

その他「モバイル通信サービス」ニュース一覧へ

IP電話（6） 広域イーサネット（3）

WAN（3） IP‒PBX（7）

ISDN/専用線（0） マルチホーミング（0）

VoIP（1） モバイル通信サービス（9）

IP‒VPN（9） プロバイダ（0）

インターネットVPN（11） その他通信サービス関連（10）

 

「モバイル通信サービス」関連の製品

「モバイル通信サービス」関連の特集

 デバイス過剰時代のリモートアクセス最適解 【すご腕アナリスト市場予測】

 高速快適！モバイルブロードバンド最新事情 【IT製品解体新書】

 文字や画像も？デジタルラジオってなんだ？ 【5分でわかる最新キーワード解説】

 ケータイ新規格で「4G」に王手か？UMBとは 【5分でわかる最新キーワード解説】

 使える！モバイルブロードバンドの選び方 【IT製品選び方ガイド】

「モバイル通信サービス」関連のニュース

 シンセイコーポレーション、440Mbps対応WiMAX 2+ルーターを提供

 Gleaner、法人向け格安SIMサービスで通話し放題プランを提供

 ソフトバンクなど、下り最大350Mbpsのモバイル通信を提供

 IIJ、モバイル通信のパケットシェアでマルチキャリアに対応

 NECプラットフォームズ、LTE‒Advanced 3CA対応携帯ルーター発売

「通信サービス」関連　製品レポート一覧

掲載されておりますサービス内容・料金などは掲載日時点のものです。変更となる場合がございますのでご了承下さい。

20070110

IT・IT製品TOP > 通信サービス > モバイル通信サービス > モバイル通信サービスのITニュース > ニュース詳細 

シンセイコーポレーション、440Mbps対応Wi
MAX 2+ルーターを提供

モバイル通信サービス
12月26日  ニュースアクセスランキング

モバイル通信サービス
関連情報

 
法人MVNOサービスの実態を解説。データシェ
アやM2M対応が… 

ニフティ
2016/11/29
気になる法人MVNOサービスの実態を解説――
データシェアやM2M対応が主流に
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ITに関する製品や企業の情報総合サイト「キーマンズネット」
キーマンズネットは企業・法人のIT選定・導入をサポートする総合情報サイトです。
ご利用は完全無料。IT初心者から上級者まで、みなさまの様々なニーズにお応えします。
IT製品導入時の情報収集に使える製品レポートや、スキルアップに役立つITセミナー情報の他、多岐にわたる特集記事を掲載しています。
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アドバンス ITコーディネータ
経営施策の達成度合いをモニタリングしていく体
制で最も推奨するのは？

アドバンス ExcelVBAほか
マクロが記録されるモジュールは、次のうちど
れ？

アドバンス Security+
平文をビット単位で逐次暗号化する方式は？

「いいね！」した友達はまだいません

キーマンズネット

開業から2年半で全国75店舗へと急成
長した人気居酒屋「相席屋」。裏側の

12月21日 0:36

キーマンズネット
3,813 いいね！の数

このページに「いいね！」
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