
MELINE PBX とは？
インターネットにつながるだけで電話が使える

電話の管理すべてがクラウドへ

次世代の「クラウド PBX」サービス

ビジネスフォン、こんなお悩みありませんか？
・ビジネスフォンをもっと安く導入したい。

・かさむ通話料金、もう少し削減したい。

・ちょっとした移動や変更、業者に頼まず自分できない？

・簡単にリモートワークを導入したい。

・電話応対が多すぎ。もっと減らして業務に集中できたら。

・勧誘電話や迷惑電話、簡単に着信拒否できたら。

                                 そのお悩み、クラウド PBX　                               で解決！

ビジネスフォンの
「常識」を変える。



MELINE PBX とは？

インターネットにつなげるだけで電話が使える

リモートワークがニューノーマルなこの時代に

最新最強のビジネスフォンシステム

それがクラウド PBX　　　　　　　     です。

選べる端末低コスト

内線電話化 豊富な機能

■お使いになる内線数に応じた 4 つのプランをご用意。
■ビジネスフォンを 49,800 円 ( 税込 :54,780 円 ) から
   導入できます。
■月額費用は 5,000( 税込 :5,500 円 ) ～

■現在お使いのスマートフォン、パソコンをそのままビジネス
   フォンとして使用できます。
■使い慣れた固定電話機もご用意しています。

■社内通話はすべて内線通話になるので通話料金 0 円
■事務所にかかってきた通話を、そのまま外出先担当者に
  内線で転送できます。

■わかりやすい WEB 設定画面で簡単操作
■クラウド PBX は常に最新バージョンにアップグレード
■簡単な変更ならご自身で対応できます
■業態に応じた多彩なオプションもご用意



お客様の声

・ビジネスフォンをもっと安く導入したい

 最安 49,800 円 ( 税込 :54,780 円 ) ～導入可能
 ※MELINE PBX「エントリープラン」加入の場合

 ※固定電話機、スマートフォン用アプリ代金等、事前調査・現地設定調整費等は含まず

・かさむ通話料金、もう少し削減したい

・ちょっとした移動や変更、業者に頼まず自分できない？

・簡単にリモートワークを導入したい

・電話応対が多すぎ！もっと減らして業務に集中できたら

・勧誘電話や迷惑電話、簡単に着信拒否できたら

内線同士の通話は通話無料！
着信通話を直接外出先の担当者に内線転送できます
※事務所電話から営業携帯にかけることの多い事業者の方は、手間もコストもカットできます

電話機 (SIP 端末 ) に LAN ケーブルをつなぐだけ
※インターネットに接続できれば、電話専用配線は必要ありません

※スマートフォンやコードレス端末はワイヤレスなので自由に移動できます

電話機 (SIP 端末 ) をリモート先のネットにつなぐだけ
スマートフォンならモバイル通信でどこでも利用できます
※インターネット、モバイル通信が利用可能な環境があれば、国内外どこでもリモートオフィスに

　なります※推奨環境①参照

ガイダンス機能 (IVR) でお客様と担当者を直接つなぎます
※お客様が希望する部署、担当者に直接アクセスできるので電話受付が不要になります

着信を拒否した番号を簡単登録。業務の邪魔をさせません

A 不動産（オーナー）

営業担当がほぼ外出して営業しているので、お客様からの要望が

営業担当に届くのに時間がかかることが悩みの種でした。

MELINE PBX ならお客様からの問い合わせ電話を事務所から

営業担当者に直接転送できるので、ビジネスチャンスを逃したり

時間のロスが少なくなりました。 また、1 台のスマートフォンを

個人用と業務用で分けて使用できるので、営業マンはスマート

フォン 1 台を持ち歩けばよく、BYOD の推進につながりました。

将来的には IVR を導入して、お客様と営業担当を直接つなぐこと

で更にビジネスチャンスを増やしたいと思います。

D 法律事務所（事務）

先生の外出が多く、クライアントからの電話を受けて用件をメモ。

先生にメールで用件を連絡するという運用をしていました。多忙な

時期だと依頼先からの連絡も多く、この業務に時間が割かれること

が悩みでした。MELINE PBX を導入してからは、依頼先からの

電話を一旦保留して、そのまま先生のスマートフォンに内線で転送。

先生が電話を取れない時だけ用件を聞けばいいので、非常に業務の

効率化につながりました。

プラン：スタートプラン

アカウント数：5

SIP 固定電話機：3 台

プラン：スタンダードプラン

アカウント数：16

SIP 固定電話機：3 台



販売端末と推奨環境

お問合せ先

主要固定端末（Yealink 社製）

推奨動作環境

初期導入プラン

スマートフォンアプリ

Acrobits Groundwire
(iOS：1200 円　Android：960 円 )

PC ソフトフォン

Express Talk
（Windows&MacOS)

株式会社ハンジャ・ネットワークス

www.meline.jp / www.hanja.jp

0120-949-663

※2021 年 6 月現在 ※端末は予告無しに変更になる場合があります。

※有償のソフト、アプリのライセンスはお客様で購入する必要がございます。ご了承ください。

※推奨環境①：スマートフォンのモバイル通信キャリアは au、docomo、softbank を推奨します。

  その他の MVNO 等 SIM 使用に関しては正常な動作を保証できません。

※推奨環境②：PC ソフトフォン（Express talk）の使用環境については、「NCH ソフトウェア」様のホームページをご参照ください。

月額費用

OS メモリ ブラウザ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝOS 回線速度

Windows10 以降
MacOSX10.6 以降 ２GB 以上 GoogleChrome

Android4.1 以降

iOS9 以降

100Mbps （上り、下り共）
光インターネット回線

プラン 契約内線数 初期導入費用（税別） 初期導入費用（税込）

MELINE PBX「エントリープラン」

MELINE PBX「ベーシックプラン」

MELINE PBX「スタンダードプラン」

MELINE PBX「アドバンスプラン」

１～５

６～ 20

21 ～ 50

51 ～

49,800 円 54,780 円

65,780 円

76,780 円

87,780 円

59,800 円

69,800 円

79,800 円

項目 内容 月額費用（税別） 月額費用（税込）

MELINE PBX 基本利用料（５内線含む）

MELINE PBX 基本利用料（６内線以降）

固定 IP アカウント

ハードウェア保守

（ひかり電話収容対応ルーター）

１～５内線

６内線以降

既存電話番号使用時

既存電話番号使用時

5,000 円 5,500 円

2,000 円

1,200 円 1,320 円

800 円 880 円

2,200 円

[ 初期導入費に含まれるもの ]

■MELINE PBX 基本初期設定費

■内線発行費

■固定 IP 割り当て初期費 [ 既存電話番号を使用する場合 ]

■ひかり電話収容対応ルーター [ 既存電話番号を使用する場合 ]

※SIP 固定電話機・スイッチ・ルーター類は別途お見積りいたします。

※MELINE PBX オプション機能については別途お見積りいたします。

※スマートフォンのアプリのライセンスはお客様で購入する必要がございます。

※事前調査費、現地設定調整費は別途お見積りいたします。

※MELINE PBX オプション機能をご利用の場合、別途月額費用が発生致します。

※別途インターネット回線（光回線推奨）・プロバイダ料金が発生致します。

※別途ひかり電話の基本料金、オプション料金及び通話料が発生致します。


