
平成16年2月24日 

各 位 

株式会社モーラネット 

株式会社ユーズコミュニケーションズ 

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 

モーラネットが、既存の電話番号がそのまま使える 

IP 電話サービス「モーラフォン」を開始 

～光ファイバーをアクセス回線として高品質 IP 電話サービスを提供～ 

ITX 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横尾昭信、以下 ITX）と株式会社有線ブ

ロードネットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宇野康秀、以下 USEN）の合弁会

社である株式会社モーラネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏木宏之）は、この度、

株式会社ユーズコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木達、以下 UCOM）

およびフュージョン・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：角

田忠久、以下フュージョン）と提携し、２月２５日より、光ファイバーブロードバンド回線を用いて、

既存の電話番号（03 や 06 で始まる電話番号”0AB～J 番号”）がそのまま使える IP 電話サービス「モ

ーラフォン」の提供を開始いたします。 

本サービスは、UCOM の高品質、広帯域の光ファイバーブロードバンド回線と、フュージョンの IP

電話サービス「FUSION IP-Phone」および「直収 IP 固定電話サービス」を組み合わせることにより

実現するもので、広帯域のデータ通信回線を安価に導入するとともに、従来の固定電話番号のまま

IP 電話サービスを利用できる画期的なサービスです。 

IP 電話サービスには、050 からはじまる IP 電話用の番号が使われますが、「IP 電話を導入しなが

ら、従来利用している固定電話番号（”0AB～J 番号”）もそのまま利用したい」という企業のニー

ズが多くあります。従来、高価なイーサネット専用線をアクセス回線として利用し、これを実現し

たサービスが提供されておりますが、アクセス回線の制約から、主に大企業の利用に限定されてお

りました。本サービスでは、アクセス回線として安価な 100Mbps の光ファイバーブロードバンド回

線を導入するだけですので、中堅・中小企業においても従来の電話番号を変更することなく、容易

に IP 電話サービスを導入することが可能となります。 

 モーラネットでは、今後も法人のお客様のニーズを的確に捉え、魅力あるブロードバンド通信サー

ビスの開発および拡大を図って参ります。 

 サービスの詳細は、別紙１をご参照ください。 

  以 上 

●本サービスに関するお問い合わせ先 

株式会社モーラネット 営業企画部 高橋、佐藤  
TEL ：03-4288-7237 FAX：03-4288-7257  E-mail: info@moranet.co.jp 
URL： http://www.moranet.co.jp/ 

 
●本件リリースに関するお問い合わせ先 

株式会社モーラネット 営業企画部 高橋、佐藤  
TEL ：03-4288-7237 FAX：03-4288-7257  E-mail: info@moranet.co.jp 

株式会社ユーズコミュニケーションズ 経営企画室 喜地、徳富 
TEL：03-5489-7548 FAX：03-5489-2156   E-mail: ir@fttx.co.jp 

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部 広報担当 串馬 
TEL：03-3242-7049 



（別紙 1） 

「モーラフォン」サービス概要 

 

1. サービス提供開始日 

2004 年 2 月 25 日 

 

2. 提供エリア 

ユーズコミュニケーションズのサービス提供エリア内で、首都圏から順次全国主要都市へ拡大 

 

3. 提供料金 

月額基本料は、NTT の INS ﾈｯﾄ 64 と比較して半額以下となります。 

電話加入権などの費用も必要ありません。 

(消費税抜き表示) 

モーラフォン利用料金 

内 容 料 金 

NTT INS ﾈｯﾄ 64（事務用） 

を利用の場合 

（参 考） 

月額基本料 1 番号 2CH あたり月額 

(NTT INS ﾈｯﾄ 64 と同等条件)

1,800 円 3,630 円

国内固定電話宛 3 分 8 円

国内携帯電話宛 1 分 18 円

(発信者番号通知可)

通 話 料 

国際電話（例：米国向） 1分 8円

 

＊その他の費用 ◆初期費用：番号設定手数料：1500 円/番号(番号ポータビリティ手数料：2000 円/番号)  

◆ゲートウェイ装置、ルーター等の機器費用 

◆UCOM 100Mbps インターネット接続回線利用料(\22,000～) 

 
 

4. モーラフォンの特徴 

●  高価なイーサネット専用線ではなく、安価な 100Mbps ベストエフォートの光ファイバーブロ
ードバンド回線をアクセス回線として導入するだけで、従来の固定電話番号（”0AB～J 番
号”）のまま、IP 電話サービスを導入することが可能となりますので、番号変更をするこ
となく、IP 電話導入によるコスト削減や利便性の向上を図ることができます。 

● 既存の電話番号をそのまま使い続けることが出来るため、着信の為の NTT 回線を別途残し 
ておく必要はありません。煩わしい番号変更を避けることが可能であるため、NTT 回線を廃止 
または休止することができ、NTT へ支払う月額基本料が不要となります。 
 *ただし、緊急通話(110,119)など、IP 電話で発信できない通話用に、最低限の NTT 回線を残しておく必要があります。 

● 月額基本料が NTT と比べて大幅に安く、通話料金は距離・時間帯に関わらず、全国の固定電
話へは一律３分８円、携帯電話へは１分１８円の低料金なので、従来の電話関連料金が大幅
に削減されます。また、050 番号も同時に利用可能となるため、拠点間など FUSION IP-Phone
加入者との通話料金は無料となります。 

 

 



 

5. モーラフォン接続イメージ図 
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（別紙 2） 

 

株式会社モーラネット 会社概要 

◆所 在 地： 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング14階 

◆代 表 者： 代表取締役社長 柏木 宏之 

◆資 本 金： 2億円  

◆ 従 業 員： 25名（2004年1月現在） 

◆ 事業概要： UCOMの法人向け光回線の販売および各種サービスの開発・販売。ネットワーク・ソ

リューション事業。 

◆ＵＲＬ :  http://www.moranet.co.jp/ 

 

株式会社ユーズコミュニケーションズ 会社概要 

◆所 在 地： 東京都千代田区永田町 2-11-1 

◆代 表 者： 代表取締役社長 鈴木 達 

◆資 本 金： 239 億 8 千万円 

◆従 業 員： 338 名（2004 年 1 月現在） 

◆事業概要： 第1種電気通信事業 

◆ＵＲＬ :  http://www.fttx.co.jp/ 

 

フュージョン・コミュニケーションズ 会社概要 

◆所 在 地： 東京都千代田区大手町２－２－２ アーバンネット大手町ビル１３Ｆ 

◆代 表 者： 代表取締役社長 角田 忠久 

◆資 本 金： 105 億 75 百万円 

◆従 業 員： 163 名（2004 年 2 月現在） 

◆事業概要： 第1種電気通信事業 

◆ＵＲＬ :  http://www.0038.net/ 

 

 


