
Aspire WX + ひかり電話オフィスタイプで通信費削減

UNIVERGE Aspire WXでひかり電話オフィスタイプが使えます

Aspire WXは、IP電話サービスにも柔軟に対応します。ひかり電話オフィスタイプを使用することで

コスト削減を実現し、社員間のコミュニケーションをさらに活性化させます。

ひかり電話オフィスタイプの特徴

1
月額利用料の削減

2
安価な通話料

基本契約は、3ch・1番号1,300円(税抜)で
加入電話と比べてお得になります。

市内・県外通話が全国一律8円/3分なの
で、通話にかかるコストを削減します。

3
拠点間の通話が定額に 4

最大8ch32番号まで使えます
グループ登録した同一契約者の回線同士の通
話が定額でかけ放題となります。

お客さまの通信環境などにあわせ、最大
8ch32番号まで利用いただけます。

5
UNIVERGE Aspire WXへ直収できます

加入電話

市内通話

同一県内・市街通話 8円/3分
20～40円/3分

全国一律
8.5円/3分

本社
ひかり電話
オフィスタイプ

拠点
ひかり電話
オフィスタイプ

拠点
ひかり電話

定額
拠点間の通話は

基本契約
1契約
3ch 1番号

1契約なのに

8ch 32番号まで
増やせる！

加入電話 ひかり電話
オフィスタイプ

インターネット利用料

電話基本料金

お得

裏面 ポイント① 裏面 ポイント②

ひかり電話
オフィスタイプ

IP電話サービスを、キャリアが提供するアダプタ等を利用せず主装置に直接収容することです。
キャリアが提供するアダプタへのレンタル費用が必要なくなります。

ひかり回線
回線終端装置

アダプタレンタル費用不要 音声変換なしで高音質 配線がスッキリ

ひかり電話網
アダプタ

不要



Aspire WX + ひかり電話オフィスタイプで通信費削減

UNIVERGE Aspire WXにひかり電話オフィスタイプを直接収容すれば、通信コストの大幅な削

減を実現することが可能です。

削減ポイント①：基本料金

削減ポイント②：通話料金

＜参考＞4chの通話とインターネットが必要なお客様

既存回線構成

アナログ局線4回線 + ADSL

ひかり電話オフィスタイプ

ひかり電話オフィスタイプ4ch+ひかりネクスト

加入電話

加入電話（事務用） 4回線
2,500円×4＝10,000円
ダイヤルイン 1番号追加
800円×1＝800円

ADSL
フレッツ・ADSL(47Mタイプ)
2,800円
モデムレンタル料
540円

ひかり電話オフィスタイプ

基本契約(3ch1番号)
追加チャネル 1ch
追加番号 1番号

フレッツ光

1300円
400円
100円

通話料金（通常料金） ひかり電話オフィスタイプ NTT一般加入回線

市内への通話(3分間)

全国一律 8円

8.5円

同一県内への通話(3分間) 20～40円

県外への通話(3分間) 20～80円

国際通話(アメリカ・1分間) 9円 63円

携帯電話への通話(1分間)
16～17.5円

（キャリアにより変動）

20～40円
（キャリアにより変動）

ひかり電話オフィスタイプは基本料金だけでなく通話料金も非常に安価なサービスです。

・本チラシ掲載の費用は概算です。実際の費用に付きましては、NTTもしくは営業担当へ問い合せ下さい。
・今お使いの番号が一部そのまま利用できない場合があります。
・0120のフリーダイヤルはご契約者の契約内容によっては接続できない場合がございます。
※その他ひかり電話サービスに関する詳細はNTTもしくは営業担当へお問い合わせ下さい。

フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・
スマートタイプ
5,100円

毎月の基本料金が割高に… 基本料金を削減！

合計： 14,140円 合計： 6,900円
(基本料金)



Aspire WX+ ひかり電話オフィスエースで通信費削減

UNIVERGE Aspire WXでひかり電話オフィスエースが使えます

Aspire WXは、IP電話サービスにも柔軟に対応します。ひかり電話オフィスエースを使用すること

でコスト削減を実現し、社員間のコミュニケーションをさらに活性化させます。

ひかり電話オフィスエースの特徴

1
幅広いユーザに対応

2
基本サービスが充実

最大で300ch/7000番号まで利用可能。
幅広い規模のお客様に対応できます。

ボイスワープ、ナンバー・ディスプレイ、ナン
バー・リクエスト、迷惑電話お断りサービス
を、追加料金なしでご利用いただけます。

3
拠点化通話が定額に

4
電話番号はそのまま

グループ登録した同一契約者の回線同士の
通話が定額でかけ放題となります。

電話番号が変わることなく、月額基本
料金や、通話コストの削減を実現するこ
とができます。

5
UNIVERGE Aspire WXへ直収できます

本社
ひかり電話
オフィスタイプ

拠点
ひかり電話
オフィスタイプ

拠点
ひかり電話

定額
拠点間の通話は

番号は
そのまま

300ch
7000番号まで
増やせる！

…

基本契約は1ch 1番号

お客様の状況に応じて

加入電話(事務用) ひかり電話
オフィスエースボイスワープ

無料

800円
ナンバーディスプレイ

ナンバーリクエスト

迷惑電話お断り
サービス

1,200円

400円

600円
追加料金なしで
使えます

IP電話サービスを、キャリアが提供するアダプタ等を利用せず主装置に直接収容することです。
キャリアが提供するアダプタへのレンタル費用が必要なくなります。

ひかり回線
回線終端装置

アダプタレンタル費用不要 音声変換なしで高音質 配線がスッキリ

ひかり電話網

加入電話
ひかり電話
オフィスエース

03-XXXX-XXXX 03-XXXX-XXXX

アダプタ

不要



Aspire WX + ひかり電話オフィスエースで通信費削減

UNIVERGE Aspire WXにひかり電話オフィスエースを直接収容すれば、通信コストの大幅な削

減を実現することが可能です。

削減ポイント①：基本料金

削減ポイント②：通話料金

＜参考＞現在ISDN1500(23ch)で10番号、フレッツ光をご利用お客様

現状 ひかり電話オフィスA(エース)

ISDN1500

通話料金（通常料金） ひかり電話オフィスタイプ NTT一般加入回線

市内への通話(3分間)

全国一律 8円

8.5円

同一県内への通話(3分間) 20～40円

県外への通話(3分間) 20～80円

国際通話(アメリカ・1分間) 9円 63円

携帯電話への通話(1分間)
16～17.5円

（キャリアにより変動）

20～40円
（キャリアにより変動）

ひかり電話オフィスAは基本料金だけでなく通話料金も非常に安価なサービスです。

・本チラシ掲載の費用は概算です。実際の費用に付きましては、NTTもしくは営業担当へ問い合せ下さい。
・今お使いの番号が一部そのまま利用できない場合があります。
・0120のフリーダイヤルはご契約者の契約内容によっては接続できない場合がございます。
※その他ひかり電話サービスに関する詳細はNTTもしくは営業担当へお問い合わせ下さい。

毎月の基本料金が割高… 基本料金を削減！

23ch 1番号 45,000円(税抜)

9番号追加

800円×9番号＝7,200円(税抜)

ISDN1500
(23ch 1番号の場合)

合計： 57,300円

ひかり電話オフィスエース
(23ch 1番号の場合)

1ch 1番号 1,100円(税抜)

22ch 9番号追加

1,000円×22ch＝22,000円(税抜)

100円×9番号＝ 900円(税抜)

合計： 29,100円
(基本料金)

ひかり電話オフィスA

フレッツ光 追加

フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・
スマートタイプ 5,100円(税抜)

フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・
スマートタイプ 5,100円(税抜)
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