
次 世 代 型 Ｂ Ｃ Ｐ 対 策 シ ス テ ム

安否確認システム

クラウド PBX

避難誘導システム

アルテリアネットワークス IP 電話サービス利用

※お客様のビジネスフォンシステムと PBX とブロードバンドルターに接続するVOIP－Gateway 機器で安定した高品質な電話音声を提供いたします。



安否確認システム1

1 安否確認機能

パニック時だからこそ、誰でも簡単に。安否確認と情報集計、対策指示のすべてができます。

・高速プッシュ通知サーバーより、秒間で安否確認を通知できます。
・ガラケー携帯ユーザーにも一斉メール配信します。
・一般ユーザーは、パソコン、スマートフォン、携帯電話などができます。
・一般ユーザーは、ユーザーIDやパスワードを登録することなく、ダイレクトログインで
　登録ができます。
・安否確認の未回答者には、自動で再送信することができます。

3 対策指示機能
・全社員が閲覧できる災害掲示板を開設でき、投稿か書き込みができます。
・高速プッシュ通知で、グループ単位にメッセージ送信を行えます。
・災害時に強いIP電話機能で個々にきめ細かな連絡を取り合えることができます。
・スマホユーザーは、チャット機能を使って個々に指示や情報共有を行えます。
・ガラケー携帯ユーザーにも一斉メール配信で指示や掲示板誘導ができます。

2 情報集計機能

・危機管理責任者は部署ごと複数を登録できます
・危機管理責任者は、連絡状況を一覧表で確認することができます。
・全社集計、部署別集計などグループ化して確認することができます。
・各設問／各回答の項目での該当者一覧を確認することできます。
・危機管理責任者は、連絡状況の集計ページを案内するメールが送信されます。
・集計結果をCSVファイル形式で出力することができます。
・各設問／項目での該当者一覧を利用して、個別メールやメッセージが送信できます。
・危機管理責任者は、各ユーザーに代わって代理登録ができます。

災害・
事故発

生

1. 安否確認 2. 情報集計 3. 対策指示

Chat!

OK

会社からあなたの

安否の確認が来てます。



避難誘導システム2

1

全国の自治体が定めた災害時の避難所や避難場所を収録し、現在地周辺の避難所を検索して
道順をルート案内する災害時用ナビゲーション機能です。オフラインにも対応しています。
仕事先や外出先の場合、土地勘もないため避難場所をすぐに探すのは難しい。そんないざと
いうときに役立ち、端末が検知した現在位置情報から最寄りの避難場所を手軽に検索できる

3

2

AR技術を利用した避難誘導

地図利用した避難誘導

渋谷区文化総合センター
大和田

あと 650ｍ

猿楽小学校

あと 960ｍ

50%docomo

渋谷区文化総合センター
大和田

あと 650ｍ

松濤中学校

あと 1250ｍ猿楽小学校

あと 960ｍ

メイン画面の“カメラを見ながら探すボタン”をタップすると、カメ
ラの映像画面に切り替わり、カメラを向けた方向に避難所があれば
、その避難所名と距離がわかる。地図が読めなくても、どの方角に
逃げれば良いか分かる。

“現在地から地図で探す”タップ
すると、地図画面に切り替わり
現在位置と周囲の避難場所がピ
ンで表示される。ピンをタップ
すると避難場所の名前と距離が
表示される

猿楽小学校
1600ｍ

50%docomo 50%docomo

さらにピンをタッ
プすると、避難所
の種類や住所とい
った詳細が確認で
きる。さらに“ここ
への道順”で、現在
地からのルート検
索も行なえるので
、土地勘のない場
所でも最短の避難
ルートが分かる

災害支援サービス

カメラを見ながら探す
AR画面上に避難所が表示されます。

現在地から地図で探す
マップ上に避難所が表示されます。

地域から探す
全国の避難施設を調べられます

50%docomo

災害支援サービス

50%docomo

災害支援サービス

50%docomo

避難所一覧 地図以外にも、“地域から探す”から、
指定した地域の避難場所が一覧でチェ
ック可能。よく訪れる地域の避難場所
はあらかじめチェックできる。

関東　東京都　渋谷区　避難所

避難所一覧

50%docomo



クラウドPBXで万全のBCP対策3
業務システムのクラウド化は、BCP対策として有効な手段です。電話は会社と顧客を結
ぶ大事なものです。電話のクラウド化は用電話機が必要になり大きな負担が妨げになっ
ています。本システムは、現状のビジネス電話システムを活かしながらクラウド化させ
ることのできる負担の少ない画期的なシステムです。

クラウドPBXシステム一般的クラウドPBXシステム

クラウド PBX クラウド PBX

LAN 線

4G/WiFi

4G/WiFiWiFi

× 機器設備の一新化が必要 !! 初期投資にかかる
×薄利のためビジネスモデルとして成長しない ◎既存のビジネスフォン利用してクラウド PBXへ

公衆交換電話網 公衆交換電話網

受　付
ご用の方は、ボタンをタッチして、
お呼び出しください。

呼び出し
オフィス内のみ IP 電話機

既存ビジネス電話

既存 PBX

外出先でも

受付端末として

東日本の震災で電話がつながりにくい状態とは、
ふくそうによるもので、電話が集中すると交換機
の処理が圧迫され起こります。03plusは、イン
ターネット回線を利用しているため4G/Wi-Fiの
ある環境を見つけて、スマートフォンからどこか
らでも通話が可能です。災害に強いコミュニケー
ションツールです。

03Plusの電話は災害時につながる。

クラウドシステム

インターネットは網目だから世
界中を経由してつながる
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名刺の取り込み お客様の既存 DB ビジフォンの電話帳

あらゆるデバイスからアクセス

電話帳データーの更新

無くならない顧客情報、Web電話帳

①災害に強いロケーションフリーの電話帳
社内のすべての電話帳をクラウドに一元保管することで
災害時の混乱のなかでも失くすことはありません。イン
ターネット環境のある端末（スマホ・PC）からアクセス
可能です。電話帳は権限管理やグループ化ができるため
、業務に関係の無い部署や担当にアクセス制限もパソコ
ン上（Web）から自由に設定可能です。

②ビジネスの出会いを資産に変える
全社員の過去の接点情報が一覧で見えるため、部署を
跨いだ紹介営業が実現可能になります。個の営業から
、組織営業に変わり、組織で売上げを上げる動きが生
まれます。
③個人所有のスマホからセキュアに閲覧
企業組織に合わせた共通の社内電話帳、お客様電話帳を作成することで、携帯/スマホ内の
データを登録することなく連絡先を閲覧できます。また、端末に情報が残らないため、紛失
による個人情報漏えいも防げます。

ビジネスの現場において、受発注業務に欠かせないFAXのシステムを災害時にクラウドへ切
替させることで、メールでPDFとして、パソコンやスマホから受け取れます。大切な商機を
逃しません

3 クラウドFAXの受信

ビル等の倒壊など
営業活動の停止

クラウド受信にFAX切替

PDFで指定の
メールアドレス
に送信される。

発注書 見積書 報告書

複数のFAXを複数のアドレスに送信できる

2 電話番号の緊急避難

ビル等の倒壊など 代表電話

電話転送

グループリング

パソコンからスマホにグループを決めて無応答転送したり、
支店や新たな場所ですぐに営業が可能となります

自宅固定電話自宅固定電話

スマホアプリ

クラウドシステム

Web電話帳

クラウドシステム

クラウド FAX
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1 社内からでも、外出先からでもスマホでオフィス電話

オフィス電話をWiFi使って、スマホで通話

Wi-Fi/4G回線を使用するので、電話線は要らなくなります。端末を増やす場合にも、スマホに
アプリを入れることで複雑な配線工事も必要はありません。固定電話をなくせるのでデスクを
広く使えます。オフィスのレイアウト変更にも簡単に対応できます。

内線 /外線無料

保留転送

ビジネスフォンと連携

※詳しくは別途カタログを

03Plusアプリは、

2 個人のスマホでビジネス用「ダイヤルイン番号」がもてる

プライベート通話はスマホ標準の電話アプリで、仕事の通話は03Plusアプリで使い分けできる
2in1を簡単に実現できます。通話料金やアドレス帳は個人と仕事用を完全に別けて、セキュリ
ティやプライバシーを守ります。 ビジネス用プライベート用

携帯電話アプリ 03Plus アプリ

ビジネス用プライベート用

携帯電話アプリ 03Plus アプリ

ビジネス用プライベート用

携帯電話アプリ 03Plus アプリ

ビジネス用プライベート用

携帯電話アプリ 03Plus アプリ通話料は会社請求 会社用Web電話帳

3 あんしん安全なサポート付きビジネスWiFi

セキュリティ面で不安だった無線LAN化を、本APを使用することで安全で快適なWiFi環境にす
ることできます。パソコンやプリンターのアクセスフリーも実現します

次世代高速規格
動画もサクサク
1.3Gbps
モバイル端末同時接続機能
快適に使える！
50台
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下記のゲートウェイ機器を接続するだけでビジネスフォンがクラウド化しま

2

3
月々の通話料の削減から、BCPの導入費用まかなえ利便性も与えます。

既存のビジネスフォンシステムにゲートウェイ機器を接続するだけでクラウド化させます。
電話回線機器を追加するだけで、使い方は今までと同じ！

オフィスのひかり電話でコストも削減します。

光ケーブル光ケーブル光ケーブル

ONU

Router
PBX 電話機

電話回線変換機（Gateway）

光ケーブル

アナログユニット追加

この機器追加だけ !

※この機器がクラウド化させます

オフィスのひかり電話クラウドシステムがさまざざまな機能を提供。

通話明細
請求明細
通信ログ
決済処理

勤怠外出管理
転送電話

権限設定
不正防止機能
アプリの交付
アプリの抹消

Web電話帳

安否確認
緊急避難電話
クラウド FAX

電話帳表示
権限設定

クラウドシステム

Webアプリ
ログイン BCP

ブラウザー経由で、ログインすることで、クラウドシステムをコントロールできます。
災害時の安否確認システムやBCP対策、様々なサービスや設定が行えます。

通話料まで大きく削減できます！

通話料 通話料 (カケホ 2,700)番号通知等
オプション基本料金 基本料金（3,700）

加入電話

導入前

導入後

導入前

導入後

docomo
au
SoftBank

社内間はすべて無料通話 !
※通話料が多いほど削減率は高くなり少ないほど低くなります

※日経 BPコンサルティングの調査結果『企業が支払う携帯電話費用一人平均月額 6523円』
を参考に比較しております。

基本料（980）通話料 (500)

NTT

◎法人携帯電話→個人スマホ利用◎ビジネスフォン（固定電話）

ブラウザー上で簡単に設定管理ができる!



03Plus  オフィス

2017.11

Google Play

・ アプリ 【主な機能】
ログイン、外線通話、発信番号の選択、保留、転送切替、発着信履歴、履歴からの発信、履歴からの電話帳登録、Web 電話帳、電話帳
からの発信、電話帳登録、端末内の電話帳参照、留守番メッセージお預かり機能、再生、安否確認一斉通知、GPS 勤怠出退勤機能 ,GPS
所在確認、営業時間外お知らせ、不在時着信のお知らせ、避難誘導システムなど

9
6 iPadpro.iPad mini 未対応

電話インターフェース RJ11 FXSポート2個 OH-XW4004：RJ11 FXSポート4個
OH-XW4008：RJ11 FXSポート8個

16×RJ11および
1/1/2×50ピンTelcoコネクタ

ネットワーク
インターフェース

10M/100Mbps,自動判別LAN/WAN
ポート

10M/100Mbps,デュアルRJ45ポート 10M/100M/1000Mbps,
自動判別式RJ45ポート

IPファックス 最大14.4kbps T.38準拠グループ3ファッ
クスリレーおよびファックスパススルー用に
G.711へ自動スイッチ

最大14.4kbps T.38準拠グループ3ファッ
クスリレーおよびファックスパススルー用に

G.711へ自動スイッチ

最大14.4kbps T.38準拠グループ3ファッ
クスリレーおよびファックスパススルー用に
G.711へ自動スイッチ, T.38ファックスリ

レー用FAXデータポンプ
V.17/21/27ter/29

zH06-05 ,CAV042-001 :力入源電
出力: 12V VDC

事き無露結  %09-01 :度湿 ; C°06-01－ :度温管保 ;C°04-0 :度温作動様仕境環

サイズ 25mm x 115mm x 75mm 230mm x 135mm x 35mm 440mm(L) x 185mm (W) x 44mm (H)

DICスーベFMTDびよお TTN ,TB ,ISTE ,2 & 1プイタアコルベ旧イレプスィデーバンナ

音声圧縮 G.711,G.723.1, G.729A/B/E, G.728, 
G.726-40/32/24/16,iLBC

G.711,G.723, G.729A/B/E, G.728, 
G.726-40/32/24/16,iLBC

G.711,G.723.1, G.729A/B, G.726-
40/32/24/16,iLBC

セキュリティ・メディア・制
御

システムログサポート,テルネット,Webブラ
ウザによるリモ ート管理

システムログサポート,HTTPS,テルネッ
ト,Webブラウザによるリモ ート管理

システムログサポート,HTTPS,テルネッ
ト,Webブラウザ,

声によるプロンプト,TR-069

・システム毎に 4 SIP プロファイルサーバー、ポート毎に独立 SIP アカウント

・主要な IP-PBX やソフトスイッチ、SIP ベースの環境と完全に互換性があるよう設計され、試験済み。

・SRTP/TLS/HTTPS による先進的なセキュリティ保護

動作確認端末 : http://03plus.net/device.html/

商品メニュー

ゲートウェイ機器の仕様

オフィスのひかり電話・固定電話料金

03Plus アプリ料金

G03P-02

G03P-02

G03P-04/G03P-08

G03P-16/03P-24/G03P-32/G03P-48

G03P-04/G03P-08 G03P-16/24/32/48

http://03plus.net/office/

番号ポータビリティ（1 番号）

番号ポータビリティ（1 番号）

基本接続料金（1 契約） 固定電話

携帯電話基本料金
基本料金

初期費用 月額費用 通話料
基本接続料金（1 契約） 3,000 円

2,000 円
3,000 円
500 円

1,000 円
1,000 円

8円 /3 分
17.5 円 /1 分

（9 番号 /8ｃｈ～・1 番号・ｃｈ毎）
（～ 8 番号 /8ｃｈ・1 番号・ｃｈ毎）

オフィスのひかり電話 (クラウドサービス )　月額

転送電話サービス（1 番号）
クラウド FAX サービス（1 番号）

Web 電話帳サービス (1 契約 ) その他オプション（月額）
～ 8 番号 /8ch
～ 16 番号 /8ch
～ 24 番号 /8ch
～ 32 番号 /8ch

～ 48 番号 /8ch

2,000 円10,000 円
8,000 円
12,000 円
16,000 円
24,000 円

800 円
1,000 円

基本料金（1 番号） 固定電話
初期費用 月額費用 通話料

03Plus アプリ（1 番号）

50 番号

3,000 円 980 円 12円 /1 分

03Plus アプリ（BCP 内線番号専用）

Wi-Fi サービス料金 (1 アクセスポイント )

月額 月額
初期費用 利用料金 24 時間電話サポート料・訪問付き

1 アクセスポイント 30,000 円 2,980 円 500 円


