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オンラインメディアシステム開発及び付帯する広告、EC事業を展開する、シノックス株式会社（本社：東京都渋

谷区 代表取締役：篠田亘司、以下 シノックス）は、ECレップ販売事業の第一弾として、12月12日(月)より、個人

向けとしては国内初の定額制IP電話（*１）サービス「アジルフォン」の販売を開始します。 

同時に、インターネットマーケティング事業を展開する株式会社エルゴ・ブレインズ（本社：大阪府大阪市北区 

代表取締役CEO：井筒雅博、以下エルゴ・ブレインズ）が運営する「DreamMail」（ドリームメール

https://www.dreammail.jp/）の200万人以上の会員に向けて、試験的に情報提供、販売促進を開始します。 

(*1) IP電話＝通信に公衆インターネット網を利用した電話サービス。 

 

「アジルフォン」は、VoIP （*2）技術を持つエムトゥエックス株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社

長：眞崎浩一、以下M2X）の技術供与のもと、シノックスが発売するIP電話です。「アジルフォン」は定額4,980円/

月の利用料金となっており、日本全国の固定電話に無制限でかけ放題のIP電話サービス（携帯電話、国際電話

も別途オプション及び別プランとして無制限発信可）です。ユーザーは専用ターミナルアダプタ、もしくは専用IP電

話機を購入、またはレンタルすることでブロードバンドインターネット環境（100Kbpsの帯域を利用）を通じて利用す

ることができます。 

(*2) VoIP＝Voice over IPの略。インターネット、IPネットワーク上で音声通話を実現する技術。 
 

＜「アジルフォン」 の特徴＞ 

利用場所： 固定電話と異なり、世界中どこからも発信が可能です。 

利用料金： 月額定額4,980円より（選択地域により増加） 

03着信転送オプション： 月額500円で今までのIP電話では無かった一般電話からの契約ユーザー固有の

「03」番号への着信を転送されることでIP電話での利用が可能です。 

料金の支払い クレジットカード（Visa,Master,Amex,JCB,Nicos,Diners）で決済が可能です。 

サービス提供サイト http://agilephone.jp/ (12月12日サイトオープン。それ以前はデモサイト掲載) 

 

今までの個人向けIP電話サービスは、使った分だけ料金を支払う分単位の課金制（3分あたり8円前後）が多く、

個人向けの定額制IP電話サービスはありませんでした。一方、同じく個人向けサービスであるPC・携帯のブロー

ドバンド接続では定額制が主流になっている現状がありました。今回シノックスが提供する「アジルフォン」は、個

人ユーザーの利用料金の最適化を最大限考慮し、定額制IP電話サービスと、従来の利用料ベースの課金制を

組み合わせてご利用いただけるIP電話サービスです。ユーザーは利用頻度が高い地域を定額料金で、それ以外

の地域に関しては、利用したときに利用した分だけ支払えば良いということになります。 

 

シノックスは自社販売と同時に販売促進を図るためにインターネットにて告知し、商品情報の提供販売を開始

します。第一弾の試験販売としてデータベースマーケティングを運営するエルゴ・ブレインズが保有する200万人

以上の「ドリームメール」において「アジルフォン」の情報をメールで配信し、効果的に商品購入に繋がる収益モデ

ルを検証してまいります。 

シノックスは、自社販売および、エルゴ・ブレインズをはじめとした他社との販売促進協力のもと「アジルフォン」

IP電話供給を通じて、初年度3億円の売り上げを見込んでいます。 

 

＊本発表に関する報道関係者様のお問い合わせを心よりお待ちしております。 

本件に関する 報道関係者様のお問い合わせ先 

シノックス株式会社 広報事務局(株式会社フルフォース内) 担当：池田、藤森、荒木 

TEL: 03-5297-1200  FAX：03-5297-2096  E-mail：info@fullforce.jp 

 

国内初！個人向け定額制IP電話サービス「アジルフォン専用機プラン」 

販売開始!エルゴ・ブレインズ運営の「ドリームメール」会員向けに情報を提供 

<シノックス株式会社報道発表資料> 
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■フラットレート（月額定額制4,980円）による個人ユーザーのメリット 

・自宅から携帯電話にたくさん電話をする方 

⇒家族や恋人、友人等合わせて1日平均12分以上（目安）お話をされる方にとって割安です。 

・単身赴任で頻繁に長距離電話をかける方 

⇒東京－大阪間の場合、1日平均7分以上（目安）お話をされる方にとって割安です。 

・国際電話をかける方 

⇒留学先のお子様や海外在住の親族、友人に1日平均1分以上（目安）お話される方にとって割安です。 

 

■フラットレートの仕組みと料金 

国内地域、海外 4 地域 の計 5 地域から必要な地

域を選択して申し込みます。 

 携帯電話への通話を行われる場合には携帯プラス 

＋3,480 円（月額）を選択します。 

1 地域目は定額通話料 4,980 円（携帯プラス付きの場

合は 8,460 円）、2 地域目以降は定額通話料 3980 円

（携帯プラス付きの場合は 6,960 円）です。（それぞれ

月額） 

注：海外携帯電話への発信のうち、着信者にも課金

する等 の理由 で一 般 電話 への通 話料 と同 額 の国 へ

の通話は、基本価格にてご利用いただけます。 なお、

地域内全てが該当する北米地域には、携帯プラス付

プランはありません。  

↓ 

専用端末をレンタルもしくは購入します。  

↓ 

専用端末が届いたその日から、対象地域が定額通

話になります。「アジルフォン」会員間の通話は申し込

み地域にかかわらず全て無料です。 

 

 登録地域以外への通話は従量課金プランが適用さ

れます。従来の電話よりもお得な価格です。 

 

 

【地域と価格表】 

例）大阪に単身赴任中のお父さんがいて、さらに、アメリカに留学中の息子さんがいるご家族の場合。 

1地域目料金（日本 4,980円）＋2地域目料金（北米）3,980円＝8,960円（月額） 

 

■料金について 

・初回のみ別途登録事務手数料3,000円が必要となります。 

・地域の追加・削除には1回につき事務手数料1,000円が必要となります。 

・専用端末のレンタル・購入にかかる費用は別途必要です。 

・契約は月単位となります。 

地域名 1 地域目
2 地域目

以降 

日本国内（基本） \4,980 \3,980 

日本国内（携帯プラス料金） \3,480 \2,980 

アジア（基本） \4,980 \3,980 

アジア（携帯プラス） \3,480 \2,980 

北米（基本、携帯料金含む） \4,980 \3,980 

南米・オセアニア（基本） \4,980 \3,980 

南米・オセアニア（携帯プラス） \3,480 \2,980 

ヨーロッパ（基本） \4,980 \3,980 

ヨーロッパ（携帯プラス） \3,480 \2,980 
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■ その他基本サービス 

・ 会員間無料通話 

「アジルフォン」会員間の通話は、完全無料です。プロバイダの提供するIP電話サービスの場合、会員間無料通話

を利用するためには双方が同じプロバイダである必要がありますが、アジルフォンは通信に特化したサービスであ

るため、利用中のプロバイダを選ばずに加入できます。もちろん、プロバイダを変更しても引き続き同じ番号での利

用が可能です。 

 

・ ボイスメール 

着信先が不在や応答のない場合には、留守番電話センターに接続し、電子メールの音声添付ファイルとして、ボ

イスメールメッセージを届けます。 

 

・ 従量課金組み合わせ 

フラットレートを契約していない地域に関しては、お申し込みをする事なくご利用いただけます。料金は、ご利

用時間に合わせて課金されます。詳細は、http://agilephone.ｊｐ/service/metered.php をご覧ください。 

 

■利用環境について 

・「アジルフォン」の利用にはブロードバンドインターネット環境（100Kbpsの帯域を使用）が必要です。 

・利用条件を満たしていれば、海外でも利用できます。料金体系は国内からの発信と全く同じです。 

 

 

■「アジルフォン専用機プラン」 サービスの仕組みに関して 

Internet

SIP Server
及びPSTN GateWay

テレコムキャリア

■SIPクライアント

■SIP Gateway ＯＵＴ

（激安外線発信サービス）

■SIP Gateway IN
（番号着信転送サービス）

一般加入者電話

データセンター内

様々なSIPクライアントにサービスを提供

コンシュマーユーザー

IP電話端末

IP電話TA

 
 



  

 

Page 4/4

Synox．inc  All Rights Reserved 2005 

シノックス株式会社 
東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15F 

TEL: 03-5456-5309  E-mail: pr@synox.jp 

URL：http://synox.jp/ 
PRESS  INFORMATION 

■エムトゥエックス株式会社に関して 

 エムトゥエックス株式会社は2000年3月にクレイフィッシュCEOとして米Nasdaq,東証マザーズに最年少上場社長

記録（当時）を達成した松島庸（まつしまいさお）とITOUCYU Technology(米国) Director、ネットベイン社長、シス

コシステムズ営業本部長などを歴任した眞崎浩一により創業された会社です。VoIPテクノロジーをベースしたソフ

トウエア/ソリューション/サービスの開発、販売を行っています。 

詳細は、URL: http://m2x.jp をご覧ください。 

 

■ シノックス株式会社 代表取締役 篠田亘司（しのだこうじ） プロフィール 

1994年、大学3年時にシステムインテグレーション会社、シノックス株式会社（現エイケア・システムズ）を創業。

ラオックスECシステムの受注を皮切りに、ソフトバンクテクノロジー、日本IBM、NTT Data、CSK、住商エレ,等から

数多くのEC,Webシステム開発を受注。99年にE-Mailマーケティングアプリケーションパッケージソフト「メールパブ

リッシャー」を出荷、翌年ASPサービス開始。1999～2000年投資、融資を合わせ約10億円程調達。従業員が100

名を越す。2000年12月に会長になり、VCに売却。 

シノックス株式会社を設立、CEO。詳細は⇒ http://synox.jp  

 

 

 

 

 

 

  

＜シノックス株式会社 会社概要＞ 

会社名： シノックス株式会社 （英文名： Synox, Inc.)   

※2005年5月設立。 

旧シノックス（現エイケアシステムズ）とは別会社です。   

本社 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F 

TEL 03-5456-5309 

FAX 03-3463-3341 

e-mail pr@synox.jp 

URL http://synox.jp/  

代表取締役 篠田 亘司（しのだこうじ） 

事業内容 オンラインメディアシステム提供及び付帯する広告、EC事業 

 

＊本発表に関するお問い合わせを心よりお待ちしております。 

本件に関する お問い合わせ先 

報道関係者のお問い合わせ先 

シノックス株式会社 広報事務局(株式会社フルフォース内) 担当：池田、藤森、荒木 

TEL: 03-5297-1200 FAX：03-5297-2096 E-mail：info@fullforce.jp 

 

本商品・サービスに関するお問い合わせ先 

シノックス株式会社 アジルフォン担当 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15F 

e-mail pr@synox.jp TEL 03-5456-5309 


