
企業の働き方改革を支援するクラウド PBX
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外出先で、サテライトオフィスで、在宅で。
働き方が多様に広がる一方で、会社にいないとできない仕事がある…
FUJITSU Network クラウドトーク EXは、
そんなお悩みを解決するクラウドPBXサービスです。
オフィスのフリーアドレス化やモバイル・テレワークにも柔軟に対応し、
時間や場所にとらわれない新しい働き方を支援します。

自由につながる。働き方が変わる。
コミュニケーションを開放するクラウドPBXサービス
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Before

Before

Before

After

After

After

サテライト
オフィス

出張先からオフィスに
戻ってもう一仕事

育児や介護で休みがちに
なり仕事が滞ってしまう

モバイル
ワーク

在宅

スマートフォン パソコン

会社にいかないと仕事ができない

働く場所に応じてデバイスとツールを使い
分けないといけない

拠点ごとに総務部門と情報システム部門を
またいだ複雑な運用管理

ロケーションフリー、タイムフリーでコミュニケーションが
とれる

多彩なコミュニケーションサービスを1台の端末を利用し、
状況に応じたコミュニケーション手段で業務効率化

PBXのクラウド化、運用のアウトソーシングにより
運用管理業務を効率化

メール、チャット、スケジュール管理、電話帳、電話など
のコミュニケーションサービスを、様々な端末（スマート
フォン、PC、電話機）で利用可能。端末の使い分けを意識
することなく、働き方や状況に応じて最適なサービスを
利用でき、無駄な設備投資をなくします。

PBXや電話機を持たずに、スマートフォンやソフトフォン
（PC）で内線電話を利用できます。導入コストを抑える
だけでなく、設備やシステムの運用管理にかかる業務負
担を軽減し、管理者の働き方改革もサポートします。

負担の大きい運用
業務が増大する

拠点ごとに発生する 
電話設備の管理
電話設備の移動に伴う 
配線工事
各拠点やキャリアとの
調整

設備の初期投資削減
電話設備の管理低減
空きスペースの有効活用

ワイヤレス化で配線不要
スマートフォン活用によるワイヤ
レス化（配線が必要ありません）
固定電話機の削減
運用の見える化（運用の統合）
全社の電話環境をセンター一括で
管理

社給
携帯

電話

社内／社外
いつでもどこでもつながる

オフィス

電話機
購入・管理

ネットワーク
設計

拠点
間の
調整

キャリア
との
調整

PBX
購入・
管理

移動に
伴う

配線工事

拠点間
の
調整移動に伴う

配線工事

PBX
購入・管理

多様な
働き方に対応

固定電話

パソコン社内 社外

メール チャット 電話帳 スケ
ジュール

FUJITSU Network
クラウドトーク EX

電話メール チャット 電話帳 スケ
ジュール

クラウド
PBXサービス

クラウドトーク EX

いつでもどこでも、そこがオフィス

快適なコミュニケーションサービス

通信設備を持たずに運用管理を軽減

スマートフォンの活用で社内・社外を問わずいつどこに
いても、リアルタイムでオフィスと同じようにコミュニ
ケーションができる環境を提供します。各キャリアのス
マートフォンに対応しています。
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利用者

利用者

運用者



構成図

クラウドPBXサービス「FUJITSU Network クラウドトーク EX」

クラウドPBXサービス「FUJITSU Network クラウドトーク 
EX」は、従来お客様が自社資産として所有し運用管理して
いたPBXを、クラウド型PBXとして月額でご利用いただく
サービスです。
総合ベンダーならではの幅広い製品ラインナップを活か
し、端末からネットワーク機器、ネットワーク回線までのす
べてを提供し総合的にサポートいたします。

キャリア網

インターネット

スマートフォンアプリ
「内線プラスC」

固定IP電話

電話機

多機能電話

他社PBX

局線ゲートウェイ

ルーター

VoIP-GW

ルータールーター

PHS

PCソフトフォン

公衆網

外出先 社内

PBXレス拠点

・呼制御
・運用管理
・ネットワーク接続

富士通PBX
「LEGEND-V/S100」

他社PBX拠点

クラウドトーク EX

クラウド型オンプレミス型

“どこからでも簡単に”内線通話
スマートフォンアプリ「内線プラスC」

パソコンがあれば“そこがオフィス”
PCソフトフォン「SP-station PC」

スマートフォン用アプリケーション「内線プラス クライアントソフトC」
は、クラウドトーク EXの内線電話として使用できます。

「SP-station PC」は、クラウドトークEXの内線として利用可能な
Windowsパソコン向けソフトフォンです。
画面表示方向、画面サイズ、表示位置を自由に設定可能です。

スマートフォンアプリ
「内線プラスC」

サテライト
オフィス

モバイル
ワーク

在宅

オフィス

縦レイアウト（例）

システム室（お客様資産）

富士通データセンター

お客様社内

お客様社内

管理者
（富士通）

管理者
（お客様）

交換機
（PBX）
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Smartブラウザサービス

「FENICSⅡユニバーサルアドバンスSmartブラウザサービス」は、 
社外からメール、チャット、ファイルサーバの使用に加え、イントラ
サイトの閲覧などができ、オフィスと同じ業務をセキュアに（端末に
データを残さない）かつ簡単にスマートフォンから利用できます。 

また、「クラウドトーク EX」と「Smartブラウザサービス」を連携する
ことで「Smartブラウザサービス」の電話帳から相手を選びダイレ 
クトに電話ができます。

高い信頼性 IP-PBX「LEGEND-V/S100」との 
親和性BCP（事業継続計画）対策

インターネットの環境があれば、スマートフォンを活用した 
連絡ルートを確保できます。また、拠点にバックアップサーバ 
を配置することでネットワーク回線障害時には、拠点内の 
電話運用（内線／外線）を維持します。さらに、拠点が停電時
にはPSTNゲートウェイによるINS停電対応が可能です。
※INS停電対応の固定IP電話機が必要（SS-190PB）

IP-PBX「LEGEND-V/S100」をご利用のお客様は、使い勝手 
はそのまま、お使いの内線電話と同等の機能をクラウド 
環境で利用できます。また、オンプレ型とクラウド型が相互
につながるため、お客様のPBX更新計画にあわせて段階的
なクラウドPBXサービスへの移行が可能です。

セキュアブラウザ
セキュアブラウザのアクセス先を運用者にて制限できます。
利用者IDごとに使用できる機能をポータルから簡単に設定できます。

各種グループウェア・
クラウドと連携

各種メール・グループウェア・ファイルサーバ・ビジネスチャット
などが場所を問わずスマートデバイスから利用できます。

ビジネスチャット
複数人でのチャットができます。3人以上の場合、コメントごとに
既読となったIDの確認が可能です。

通知機能 「重要なメール」「次の予定」をデバイスの鳴動で通知します。

セキュリティ
専用アプリ終了時にデータを自動消去。端末にメールやチャットなどの
データが一切残らないため、BYODも安心して利用できます。
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主なテレフォニー機能

端末ラインナップ

局線ゲートウェイ 連携ソリューション

スマートフォンアプリ
「内線プラスC」*

PCソフトフォン
「SP-station PC」

固定IP電話機
「SS-190A/B/C/PB」

PSTNゲートウェイ
（iG5300/iG5200）

FENICS II 
ユニバーサルコネクト

アドバンス 
Smartブラウザサービス

SIP-SIPゲートウェイ
（GV700S2）

* 最新の動作確認端末は公開HPよりご確認ください。 
https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/communication-services/cloud-talk-ex/

機能 転送 保留 グループ
保留 ピックアップ 内線代表 マルチ

ライン
ダイレクト
ライン

フローティング
ライン マルチ着信 夜間切替

スマートフォンアプリ
「内線プラスC」 ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ● ─

PCソフトフォン ● ● ● ● ● ● ─ ─ ● ●

固定IP電話機 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

オフィス

トップ画面 電話帳

モバイル・
テレワーク

Smart Browser 内線プラスC

オフィス・
モバイルを
意識しない
一体感クラウドトーク EX

Smartブラウザ
サービス
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上記のQR コードを撮影すると
当ホームページにアクセスします。

富士通コンタクトライン（総合窓口）

富士通株式会社

0120-933-200
受付時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

お問い合わせ先


