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公衆 PHS サービス終了に伴い、
スマートフォンの内線化を検討　
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CASE 01
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導入事例 ［業種］　兵庫県 M 病院様

公衆 PHS サービス終了に伴いスマート
フォンの内線化を検討　

操作性と運用面を変えずに、PHSと同じように公衆 070でも内線でも利用したい
というお客様からのご要望を解決するために、スマートフォンの内線化をご提案
致しました。

システム構成イメージ

課題・悩み

効果・成果　

POINT

◉お客様情報

業種
病院

M病院様 

地域
関西・兵庫県

規模
約250床規模の病院

キーワード
#PHSサービス終了
#スマートフォンの
　内線化

公衆 PHSサービス終了に伴い代替えを検討。操作性と運用面を
変えずに、PHSと同じように公衆 070でも内線でも利用したい。
導入コストをできる限り抑えたい。

対策・提案

PHSサービスの終了の対策として、初期導入費用を抑えた、
スマートフォンのアプリを使った内線化サービスをご提案。

SIMぷるフォンサービスにより、内線番号など変更することなく、PHS
と同じ操作性でスマートフォンをご利用頂いております。公衆回線 070
も継続して利用頂いており、運用面も変えることなく活用頂いております。

WiFi を使わず、
キャリアデータ通信網を活用
することで、導入コスト削減
と短期間での構築を実現



導入事例 ［業種］　M 病院様

キャリアデータ通信網を活用した、
スマートフォンの内線化　

公衆 PHS サービス終了　課題
悩み

〒556-0017　大阪市浪速区湊町 1-2-3　マルイト難波ビル 14F
TEL:050-3538-0395事例に関するお問い合わせ先

http://kosnetwork.co.jpKOSネットワーク株式会社

SIMぷるフォンサービスのご提案　対策
提案

運用は変わりません！効果
成果

操作性と運用面を変えずに、PHSと同じように公衆 070でも内線でも利用したい。
導入コストをできる限り抑えたい。

本サービスは、キャリアデータ通信網を活用したスマートフォンの内線化ソリューションです。
キャリアのデータ通信網を活用するので、月々のデータ通信料金が発生致しますが、WiFi 設置などの多額の
導入費用が不要です。導入費用を抑えたご提案と、短期間での導入の実現が可能です。
スマートフォンアプリにて内線化させており、ご利用頂いていた内線番号をそのまま引き継いでご利用頂け
ます。従来の PHSと操作性も変わりません。公衆回線 070については、そのままD社の回線に番号ポータ
ビリティして頂き、継続してご利用頂いております。

運用を変えることなく、スマートフォンの内線化が実現することができました。
キャリアデータ通信網内であれば、外出先、出張先でも内線が利用できることが大きなメリットと
なっております。既存の PBXを更新することなく、サービスが利用できたので導入コストを抑える
ことができました。
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既存の PBX をクラウド化して、
テレワークに対応！　
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導入事例 ［製造業］　京都府 Q 様

既存の PBX をクラウド化して、
テレワークに対応！　

オフィスの内線をテレワークに対応させたい！
というお客様からのご要望を解決するために、既存の PBXをクラウド化して
テレワークに対応できるようなご提案を致しました。

システム構成イメージ

課題・悩み

効果・成果　

POINT

◉お客様情報

業種
製造業

Q様 

地域
関西・京都府

規模
従業員数：300名

キーワード
#テレワーク
#スマートフォンの内線化
#クラウド化

働き方改革と、BCT対策のためテレワークを検討。テレワーク時の
電話対応をどうしていけば、より良い運用にできるかが課題でした。

対策・提案

既存 PBXのクラウド化をご提案。

テレワーク時でも、内線、外線の発着信ができるようになり、
場所にとらわれない、電話運用が可能になりました。

既存PBXが IP に対応！
容易にクラウド化が可能！



導入事例 ［製造業］　京都府 Q 様

既存の PBX をクラウド化して
テレワークに対応！　

テレワーク時の電話対応が課題！　課題
悩み

〒556-0017　大阪市浪速区湊町 1-2-3　マルイト難波ビル 14F
TEL:050-3538-0395事例に関するお問い合わせ先

http://kosnetwork.co.jpKOSネットワーク株式会社

既存PBXのクラウド化を提案　対策
提案

ウチがオフィスに！効果
成果

どんな電話設備ならテレワークに対応できるのか、
それをするための費用は？運用は？

まるでクラウドサービスを利用しているかのように、場所にとらわれず、内線サービスが利
用できるシステムをご提案。今回は、既存の PBXにゲートウェイを追加しクラウド化する
ため、導入コストも安価に抑えられる提案です。よりよい運用を目指すため、2つの選択支
を利用者様向けに準備しました。
【選択肢 1】会社で準備したSIP 内線電話機を家の LANに接続して内線を利用する。
【選択肢 2】  BYODで個人のスマホに内線アプリをインストールして内線を利用する。
スタッフにアンケートを実施し、必要数分のSIP電話機と内線アプリを購入構築致しました。
オフィスか家かのスタッフは、SIP 内線電話機を選択し、営業などオフィス、家、出先のス
タッフはスマホ内線アプリを選択しました。

社内にいても在宅でも同じ内線番号で利用でき、操作方法も変わらないので、ストレスフリー
でクラウド化できました。在宅だと、電話の転送が不便かなと思ってましたが、グループウェ
アやチャットを活用し、電話の転送や伝言なども、以前より時短になりました。
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オンプレ PBX をクラウド化
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導入事例 ［病院・介護福祉施設・ディサービス］　大阪府 O 病院様

オンプレ PBX をクラウド化　
メイン施設を親局とし、その他の施設をリモート局とすることで、
PBXのクラウド運用を実現

システム構成イメージ

課題・悩み

効果・成果　

POINT

◉お客様情報

業種
病院・介護福祉施設・
ディサービス

O病院様 

地域
関西・大阪府

規模
ー

キーワード
#PBX更新
#クラウド化

・PBXの運用を一元化するため、クラウド PBXを検討したい
・公衆網 PHSサービスの停波に伴い、スマホを内線化させたい

対策・提案

オンプレ PBXをクラウド化し、複数施設で PBXを共有する

オンプレ PBXをクラウド化し、複数の施設で PBXを共有。PBXの
機能を複数の施設で共有でき、PBXの運用の一元化とコスト削減を
同時に実現。

PBXを一元化することで、
機能を共有できる。



導入事例 ［病院・介護福祉施設・ディサービス］　大阪府 O 病院様

機能共有とコスト削減！　

・PBXの運用を一元化するため、クラウドPBXを検討したい
・スマホを内線化させたい　課題

悩み

〒556-0017　大阪市浪速区湊町 1-2-3　マルイト難波ビル 14F
TEL:050-3538-0395事例に関するお問い合わせ先

http://kosnetwork.co.jpKOSネットワーク株式会社

オンプレPBXをクラウド化対策
提案

機能が共有でき、導入コストと管理コストも同時に削減！効果
成果

クラウド PBXサービスを検討してみたが、病院や介護施設では、ナースコール連動など他
の設備との連動もあり断念した。
クラウド PBXサービスの導入を検討した理由は、他の施設と PBXを一元かすることで管
理コストの削減と、導入コストの削減をするためであった。
また、公衆網 PHSサービスを利用しており、外線用としてスマホを検討。内線 PHSと外
線用のスマホの 2台持ちを解消するため、スマホ内線を検討。

複数の施設で PBXの機能を共有するために、オンプレ PBXのクラウド化を提案。メイン
となる PBXを病院に設置し、他の施設には、リモート局を設置することで 1システムとし
て PBXを運用。リモート局でも、多機能電話機や一般電話機、PHS、ナースコール連動も
従来と変わらず利用でき、各施設に PBXを設置する従来型より安価に構築が可能で、導入
コストを削減することが可能です。
併せて、当社のSIMぷるフォンサービスをご提案。SIMぷるフォンは、安価な導入コスト
とランニングコストでご利用頂けるサービスです。無線 LANなどの設置費用や FMCサー
ビス利用によるランニングコストが不要で。データ通信網エリアであれば、どこでも内線が
利用できます。

病院や施設の PBXでは、他の設備との連携がネックでした。今回のオンプレ PBXのクラ
ウド利用により、PBXの機能を複数の施設で共有でき、かつ導入コストの削減が可能とな
りました。
SIMぷるフォンサービスにより、内線 PHSと外線用のスマホの 2台持ちの不要となりまし
た。当初、FMCの導入を検討しており、月々のコストがネックだと感じておりましたが、
安価な導入コストとランニングコストで利用でき、利便性とコスト削減が同時に実現可能と
なりました。
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CASE 04

サブスクリプション（定額料金）で
電話システムを提供



導入事例 ［業種］　他拠点展開されているお客様

サブスクリプション（定額料金）で
電話システムを提供！　

現代は、以前のように物を「所有」するのではなく「サービスを受ける」という行動
に変化しています。お客様の「所有したい」から「利用したい」というご要望に対応
できるサービスをご案内しました。

KOSサブスクリプションサービスの仕組み

課題・悩み

効果・成果　

POINT

◉お客様情報

業種
全て

他拠点展開されて
いるお客様 

地域
全国

規模
全て

キーワード
#サブスクリプション
#オンプレ
#クラウドPBXとの違い

(1) 老朽化や保守期限切れによるシステム更新が面倒だ !
　　更新を気にせず継続してシステムを利用したい！　
(2) 予算化が面倒！
(3) 機能、アプリケーションを共有したい
(4) クラウド PBXはちょっと心配

対策・提案

お客様のご要望に合わせて、オーダーメードのサブスクリプション
サービスをご提供。

更新の煩わしさから解消され、システムの統一化と機能シェアを実現。

オーダーメイドのサブスク
リプションサービス



導入事例 ［業種］　他拠点展開されているお客様

オーダーメイドのサブスクリプション
ご提供！　

設備管理から解放されたい　課題
悩み

〒556-0017　大阪市浪速区湊町 1-2-3　マルイト難波ビル 14F
TEL:050-3538-0395事例に関するお問い合わせ先

http://kosnetwork.co.jpKOSネットワーク株式会社

“KOSサブスクリプションサービス” とは対策
提案

“KOSサブスクリプションサービス” が解決！効果
成果

設備保守、保守期限切れ、更新検討、予算取り、継続して同じシステムを利用したい。
特段、新しい機能を利用したいわけでもなく、今はまだ必要ない。継続して同じシステムを
利用できれば支障ない。
拠点毎に違う異なるシステムを利用しているため、BCP対策での電話システム運用が複雑。
内線電話を 1台増設したい…、たった 1台なのに高額！

“KOSサブスクリプションサービス” は月額利用料金をお支払い頂くことで、ご利用頂ける
サービスです。
従来のように、電話システムを購入、所有するのではなく、ご利用頂きます。
“KOSサブスクリプションサービスクラウド” のメリットは、バックアップ保守、メンテナ
ンスが含まれたサービスとなっております。ご利用頂いている機器が故障した場合 (故意や
天災除く )、当社にて費用を負担致します。
同じサービスをご利用頂ければ、電話システム運用が複雑になることもございません。
機器が古く増設対応、内線増設できませんといった心配もございません。

定額利用料金を支払うだけで、継続して電話システムを利用でき、急な予算取りが不要とな
りました。PBX( 電話交換機 )を、所有する必要がなくなり、メンテナンス付きで安心して
利用することができるようになりました。また、同じサービスを利用することで、システム
運用も楽になり管理コストも軽減しました。



医療・福祉サービス業

タブレットで介護システム活用

40床

業種

利用シーン

施設規模
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30ਐ
電波調査の結果、電波環境がよく、各階1台のAPで構築。
ご希望予算に合わせるため、電波エリアの広い2.4GHzで構築。

ੵহઍ

1階EPS内にPoEHUBを1台設置、各フロアへの配線も露出モジュラジャックで
成端し接続。無線LANアクセスポイントは、1階PoEHUBより給電する。
・AP SSID、セキュリティ設定及びチャンネル設定

োਃஓ

‐アクセスポイント　　WAB-S1167-PS ×5
‐PoEスイッチ　　　　EHB-UG2B08-PL2 ×1
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医療・福祉サービス業

タブレットで介護システム活用

19床

業種

利用シーン

施設規模

ॱঈঞॵॺद؞&3

ِ+,6 ણ৷ّ

੧ઍ

হढ़ॸ०জ؟شWiFi



120ਐ
マルチSSID機能と別途タグVLAN機能対応スイッチと組み合わせ、
セキュリティを強化した無線LAN環境を構築

ੵহઍ

各階にPoEHUBを設置、各階のAPをチェネル設定。タグVLANを活用して
セキュリティを強化
・AP SSID、セキュリティ設定(タグVLAN)及びチャンネル設定

োਃஓ

‐アクセスポイント　　WAB-S1167-PS ×13
‐PoEスイッチ　　　　EHB-SG2B16F-PL ×2

ଡਛॖওش४

�u��R

�u�	0L;H<3R

.398B0L> �
���������� ���

��80<; ������������� ��

�]NR_�
fu(�����-Ye�fu)
�-;1?JYQ�:4��
�-aT"%92GI=/-VS

 
� �����92GI=/YQ�:4��
��v*;FL?JYQ

�	
��

�	
��

Mr

ZT6!L

cYgs

ot iz5!@8M

:AK<>&qj68=DaT

b{ytW �	{

������	
�

�����
��

����

���

�^\R_�
CJ;����U`'dw:4��
�U`Ph80<;'[+O,#�9
2GI=/-VS"$kl�
�pn-mx

����

����

$�#
��������

���� 
��������

&"% 
��������

!����$�����

$&�����,-��%��

'!��&
#(�0-	

������)/�� ��4

+��.1����(2���
�������*3��
"

������0-

������
�

�mxB0L>�

�mX0E!7�



SIMPLE PHONE
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