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Cloco、法人向けにデータ通信SIMと業務用IP電話のセット

関口 聖 2016年12月21日 12:46

1 10

　Clocoは、ソフィアデジタルが提供するデータ通信用のSIMカードと、IP電話が利
用できるスマートフォン用ソフトフォン「CloudPhone」を国内法人向けに提供を
開始した。

　「CloudPhone」は、業務用途でも使えるIP電話サービス。音声通話やキャッチ
ホンに加えて、保留転送、複数台を同時に呼び出しできる機能、内線電話機能が用
意されている。固定電話の番号（03、06、011、022、045、052、092、098、
050、0120、0800）も利用できる。利用料は月額2000円（税抜）～、通話料は固
定電話宛が3分7.8円、携帯電話宛が1分15.6円。国際電話も利用でき、米国宛の場
合1分3.55円で利用できる。

　一方、ソフィアデジタルのデータ通信サービスは、1日100MB（3GBプラン）、
1日350MB（10GBプラン）が用意される。利用料は月額1100円～2300円。1日あ
たりの通信量を超過すると、当日23時59分まで通信速度が200kbpsに制限される
が「CloudPhone」はその通信速度でも利用できる。

　どちらのサービスも、契約期間の拘束（縛り）はなく、解約時の違約金はかから
ない。

　業務用のクラウド型PBXフォンとして利用できるほか、Clocoが提供するコール
センターシステムの端末としても利用できる。
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【お知らせ】ケータイ Watchのドメイン
が k‒tai.watch.impress.co.jp に変更に
なりました。「お気に入り」等に登録い
ただいている方は、新アドレスでご登録
いただきますようお願いいたします。
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