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「ビジネスぷららレンタルパック」における IP 電話機器納入開始に関するお知らせ 

 

  当社は、当社オリジナルの IP 電話機器「NEPRO シリーズ」を、平成 19 年 5 月 24 日より、株

式会社ぷららネットワークスが提供するサービス「ビジネスぷららレンタルパック」に納入する

こととなりました。そこで、本日、「ビジネスぷららレンタルパック」における IP 電話機器納入

の概要などについて、別紙のとおりリリースしましたのでお知らせします。 

 

 なお、IP 電話機器納入が平成 20 年３月期の当社業績に与える影響は、軽微であります。 
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ビジネスぷららレンタルパックにビジネスぷららレンタルパックにビジネスぷららレンタルパックにビジネスぷららレンタルパックに IPIPIPIP 電話機器電話機器電話機器電話機器をををを納入納入納入納入    
～～～～安価安価安価安価でででで、、、、大企業大企業大企業大企業からからからから中小企業中小企業中小企業中小企業・・・・SOHOSOHOSOHOSOHO がががが納入可能納入可能納入可能納入可能なラインアップをなラインアップをなラインアップをなラインアップを提供提供提供提供～～～～    
 

株式会社ネプロジャパン（東京都中央区、代表取締役社長：金井孟 Tel：03-6803-3970）（以

下、ネプロジャパン）は、株式会社ぷららネットワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：板

東浩二）（以下、ぷらら）と業務提携をおこない、ぷららが提供する法人向け IP 電話サービス「ビジネス

ぷららレンタルパック」に当社の IP 電話機器（VoIP ゲートウェイ）を平成 19 年 5 月 24 日より納入する

こととなりました。 

当社が提供する IP 電話機器（VoIP ゲートウェイ）は、ラインアップが豊富にあり、大企業から

中小企業、SOHO まで幅広くご利用いただくことが可能です。 

今回、ぷららに納入するのを機に、当社の強みを活かし、一層のシェア拡大を狙っていく次第

です。 

 

■■■■概要概要概要概要    

 ぷららは、初期費用が安価で納入しやすい IP 電話環境を実現する機器のレンタルパックを提

供しています。そこで、この度、ラインアップを拡大することとなり、当社の VoIP ゲートウェ

イ「NEPRO シリーズ」を納入することとなりました。当社は、大規模、中小企業、SOHO 向けの機

器を 8種類提供いたします。 

 

■■■■ビジネスぷららレンタルパックにビジネスぷららレンタルパックにビジネスぷららレンタルパックにビジネスぷららレンタルパックに当社当社当社当社のののの VoIPVoIPVoIPVoIP ゲートウェイをゲートウェイをゲートウェイをゲートウェイを納入納入納入納入    

（（（（１１１１））））ぷららぷららぷららぷらら VoIPVoIPVoIPVoIP パックパックパックパック 

  1 本のブロードバンド回線の中で、2～46 チャネルまで、複数の通話を同時に行うことが可

能な、「050IP 電話サービス（ビジネスぷららフォン for フレッツマルチプラン）」を提供す

る機器レンタルパックです。 

【納入のメリット】 

 ・拠点間通話無料化を実現、社外発信は全国一律￥7.5／3 分（税別）により通信費削減 

 ・ぷらら 050IP 電話回線故障時は、当社の VoIP ゲートウェイ（一部の機種）の機能で、一

般公衆回線へ自動迂回を実現 
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 News Release 

【サービス開始日】 

平成 19 年 5 月 24 日 

 

■■■■当社当社当社当社のののの VoIPVoIPVoIPVoIP ゲートウェイゲートウェイゲートウェイゲートウェイ「「「「NEPRONEPRONEPRONEPRO シリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」のののの特徴特徴特徴特徴 

 ・東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社の販売商品に登録されています 

 ・低コストを実現 

 ・大企業、中小企業、SOHO が導入可能なラインアップ 

 ・個別の需要に対応が可能 

 

■■■■今後今後今後今後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて    

当社の強みであるラインアップの豊富さと、個別の需要に対応可能であるということを活かし

て、シェアを拡大するとともに、機器の機能改善および開発をおこなってまいります。 
 

 

【【【【株式会社株式会社株式会社株式会社ネプロジャパンのネプロジャパンのネプロジャパンのネプロジャパンの企業概要企業概要企業概要企業概要】】】】URL：http://www.nepro.jp/     

代表者：代表取締役社長 金井 孟／本 社：東京都中央区京橋 1-11-8 

設立日：1991 年 12 月（1995 年 11 月より移動体通信事業に着手） 

資本金：584 百万円 

売上高：20,494 百万円（2007.3 期単体）/21,597 百万円（2007.3 期連結） 

 ネプロジャパンは、1995 年 11 月より移動体通信事業に着手し、『人とユビキタス情報社会の真ん中に』

をコンセプトに、次世代を見据えた「Mobile＆IP」を中心とするビジネスを展開しています。携帯端末販

売から OA 機器、VoIP ソリューションまで、ユビキタスをキーとした通信サービスを提供しています。 

    

【【【【株式会社株式会社株式会社株式会社ぷららネットワークスのぷららネットワークスのぷららネットワークスのぷららネットワークスの概要概要概要概要】】】】URL：http://www.plala.or.jp/ 

代表者：代表取締役社長 板東 浩二／本社：東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 24 階 

設立日：1995 年 12 月 

 ぷららネットワークスは、NTT コミュニケーションズ株式会社のグループ企業として個人向けインター

ネットプロバイダ「ぷらら」及び、法人・学校向けインターネットプロバイダ「BUSINESS ぷらら」を運営

し、IP 電話や映像配信などブロードバンドならではの高付加価値を提供するサービスを展開しています。 

 

 ■この報道資料の問い合わせ先 

株式会社ネプロジャパン IR 課 中井 

TEL：０３－６８０３－３９７０ FAX：０３－６８０３－３９７１ 

E-mail：info@nepro.co.jp  URL：http://www.nepro.jp 

 


