
見積NO： 76474
注意：表ドアの先、エントランスへWIFIが届くか 発行日 ： 2022年1月13日
注意：タブレットの置き場所へ電源があるか

注意：タブレットの音声性能が適用可能か、不可の場合　有線のマイクスピーカを増設する

注意：タブレットもスマフォも7日間利用無いと、アプリの再立ち上げが必要（Android・iPhone共に)

注意：タブレットもスマフォも7日間利用無いと、アプリの再立ち上げが必要（Android・iPhone共に)

注意：Androidは5以上、iPhoneは最新Ver

件名: 注意：タブレットの置台などの工夫が必要

　　　　　　　　03-3378-7886代　03-3378-7866FAX

  　現状の回線からお乗り換えの場合、差額のみのご負担ですので、比較してください。 担当者： 濱田直旋

1 数量 単位 初期費用単価 初期費用 月額単価 月額計 数↓

2

3

4

5 4

6

7

25 A *クラウドPBXルーターは無料保守サポート付属(B2BUAひかり電話ルーターをのぞく）、初期設定作業含む、NTTなどからのレンタル品あれば返却できます、インターネット接続にも兼用できる場合があります。

31 A 電話番号　（初期付属050電話番号　番号選択不可）　必須 1 番号 無料 無料

42 A 公私区分サービス（1ユーザー/1登録番号) 番号 無料 無料

43 A ACD/リンググループ　ログイン/ログアウト ｸﾞﾙｰﾌﾟ 無料 無料

44 A ACD/リンググループ　メンバー追加（40ユーザー以上) ユーザー 無料 無料

73 A 無料でご利用いただける機能　：　①Web管理画面　RapideTelecom WebUi、②同時多重外線自動転送(フォローミー)、③ACD（自動着信呼分配）、④BCP対策スマフォ内線機能

77 A クラウドPBX設定費用（新規) 1 ¥7,000 ¥7,000

87 B スマートフォン内線アプリ　Cloud Softphoneの利用　 台 無料 -                    

88 B ＊スマフォアプリ汎用内線アプリ＊Ground Wireなどご利用いただけますが国際電話を利用しないなど、お客様の自己責任となります。 お客様で別途費用でご用意ください（1000円～1300円ほどで購入できます）

107 A
UTM　統合セキュリティ　安心サポート月額保守付レンタル契約　（訪問
サポート込み）　/　本体ライセンス切れの場合、無償にて同等商品への
交換サポート付き　/

月額 月額契約専用 - ¥5,000

108 A サポート付き　WIFIアクセスポイント　法人用　25台+25台迄 月額契約専用 - ¥2,300

109 A 土日祝9-18時も休日電話サポート　専用ダイヤル番号提供 月 - - ¥3,000

110 A
①保守契約基本料/リモートサポート　（コールセンターシステムで加入
必須、他でも加入推奨)

月 - - ¥3,800

111 A
①保守契約基本料/リモートサポート　追加オプション機器ゲートウェイ
等1台　（コールセンターシステムで加入必須、他でも加入推奨)

月 - - ¥2,200

112 A
③保守契約基本＋ﾘﾓｰﾄｻﾎﾟｰﾄで終了しない場合、24h以内派遣保証を
①にプラス＋ハードウェア ラピッドテレコム保証/

月 - - ¥3,000

113 A ④リモート設定無料追加オプション 月 - - ¥1,800

114 A 代替え機　確保・維持 月 - - ¥3,000

115 A 毎月の請求書発行手数料（紙請求書の場合） 月 - - ¥200

117 ¥11,800 月額計税別 ¥1,600

118 ¥1,180 月額消費税 ¥160

119 ¥12,980 ②月額税込 ¥1,760

120 種別 通話種類

121 固定電話

122
携帯電話

PHS

123 ¥12,980 契約者同士

124

125 数量 単価　通常価格 合計　*明細税別

126 - ¥72,000 無し

129 ¥12,000

136 2 ¥4,600 ¥9,200

144 1 ¥8,000 ¥8,000

145 ¥3,000

146 ¥8,000

152 無料デフォルト：点滅しない

153 無料デフォルト：全て鳴動する

154 無料デフォルト：電話帳未登録

155 無料デフォルト：デフォルト固定のまま

156 ¥12,000

180 ¥12,000

181 ¥17,200

182

184 ¥17,200

185 ¥1,720

186 ¥18,920

188

193

194 ¥12,980

195 ¥18,920

196 ¥31,900

197 ¥500

198

200

御 見 積 書

 レンビジドットコム(https://www.renbiz.com)

 下記の通りお見積もり致します。宜しくお願い致します。

  ※電話回線サービス提供の、基本料金等月額費用込みのお見積りです。

（発行日より2ヶ月間有効）

タブレット受付システムを手軽に導入したい方 御中

クラウドFAX転送又はFAXメール転送

受付タブレット1台、呼ばれる側スマフォ内線3台の場合

加入初期費用/サービス月額費用/商品費用機器内訳

基本構成

クラウドPBXエリア「area」ご導入お見積もり

端末基本料金
(端末数=利用ch数)
(端末数=ユーザー数）

4 ¥1,200台A ¥4,800

電話番号は利用しないパターン

備考

 500円～250円*
台数により価格

変動
¥1,600

　　　　　株式会社　ラピッドテレコム
　　　　　　　 〒151-0053　渋谷区代々木2-22-17　岩波ビル4F

サクサ固定電話機 台数

ACT電話機(SIＰクライアント) 台数

B2BUAひかり電話ゲートウェイ台数

Cloud Softphone単体内線番号

ﾙｰﾀｰｱﾅﾛｸﾞﾎﾟｰﾄ利用数

エリア「area」の場合　通話料金（税抜）

必須構成

お申し込み毎/変更時0円

機能

個人携帯電話番号の品質で、会社固定電話番号で発信できる。そのうえ通話料
金の請求は会社固定電話へ請求される。1分19円。(参考NTTひかり電話で1分

コールセンター用途などで、離席中に受電しない様な使い方用

他

全国一律8円/3分(他コースは90秒4.6円) トールフリー着信課金も同額

一律18円/分(他コースは30秒8円)トールフリー着信課金も同額
国内

通話料

端末50台迄か本体数か利用拠点数/交通費実費はかかります+土日祝派遣は1.5万別
途　夜間派遣特約で別途検討

条件あり*1

ラピッドテレコム内にコールドスタンバイ/貴社置きは別途　契約単位は上記同

メールによる請求書のご提供は無料です。標準はメールとなります。

回線側でのサポート契約も加入を推奨　契約単位は下記同

電話機タイプ

設定工事をすれば通常利用可能な番号です

①　初期費用→

クラウドPBXのため主装置はありません

*月額料金は、別途通話料金と共に、ラピッドテレコムへのお支払となりま
す。月中の開通でも日割計算はありません。

置き型：　

B  消費税

保守等

A  消費税

有料カスタマイズ設定：デフォルト固定から変更

有料カスタマイズ設定：点滅させる

有料カスタマイズ設定：無鳴動に設定する、鳴動音を変える(NP520不可）

有料カスタマイズ設定：端末電話帳登録　＊現地対応は下記12000円

簡易タイプ　内線スマフォ等利用時のハンドオーバー機能無し

端末50台迄か本体数単位か利用拠点数/③の加入ない場合、交通費実費+1.5万別途
夜間派遣特約で別途検討　*本体ハードウェア ラピッドテレコム保証別途　＊2　内線端
末10台まで特約あり

クラウドPBX　サービス

B  商品費用 税込

サービス名：エリア【area】 B  商品費用税別

A　加入費用税別

コードレス：ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ利用かコードレス電話機 ①初期費用　A+B 税込計

工事費用等内訳　　数量が入っている行が対象→

主装置取付工事

固定電話機取付設定

通話無料

※　国際通話などの詳細は弊社webページにてご確認ください

1契約ごと

備考

10台まで

簡易タイプ　/　メーカーWEB集計通知機能は利用なし　/　機種名：SS3000(リユース品)
/　ルータは別途推奨　/　新品の場合は、別価格

品質が電波環境に依存となり、発着信の精度・音声品質の担保はできません。充
分なご理解の上ご利用ください。問題が解消出来ない場合、外線転送サービスな
どをご利用下さい。

＊ＡＣＤは順に呼んでいく方法、リングは一斉に呼び出す用法

①のA　　加入初期費用

サクサ電話機カスタマイズ設定　ラインキーカスタマイズ

端末50台迄か本体数単位か利用拠点数/③の加入ない場合、交通費実費+1.5万別途
夜間派遣特約で別途検討　*本体ハードウェア ラピッドテレコム保証別途

SIP設定

Ip
電話端末

設定出荷発送又は設定準備又は電話にて設定サポート/電話機・端末・ポート数2ケまで

契約事務手数料　(必須）

番号ポータビリティ代行手数料(回線数)

手続き代行　回線契約・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約　等

③工事費合計

基本派遣費　諸経費含む 1日1か所1班、距離派遣費含む

＊設置図面確認前のお見積もりは、概算となります。

月額費用以外の初期にかかる費用の合計↓

税抜

税込

税込

税込

①のB 　電話機等購入費用＋③工事費+④その他ﾊﾌﾞ等（該当無の場合は削除されます） 

初期費用をリース契約にした場合

初期費用　合計

 

　現金決済の場合、お申込み時にお支払ください　

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・ｴﾘｱ値引

工事費用合計税別

消費税

③工事設置費合計税込

ハブ

 ↑*6年か7年ﾘｰｽに変更可能です。月額は下がりますが総支払額は増えます。　*リース会社は、ラピッドテレコムの提携するリース会社での契約です。

　電話サービス加入時費用です。現金決済の場合、お申込み時にお支払ください　

5年リース　　　←金額は概算です　リース料率は審査後に最終決定となります

希望の
場合、商
品ページ
で台数分
費用カウ
ント必要

盤面作成費

提供元：　株式会社ラピッドテレコム A　加入費用　税込

サクサ電話機カスタマイズ設定　ボイスメールボタン点滅

サクサ電話機カスタマイズ設定　鳴動

サクサ電話機カスタマイズ設定　電話帳登録*ﾘﾓｰﾄ不可の為
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見積NO： 76474
発行日 ： 2022年1月13日

https://www.renbiz.com/重要事項説明書/を確認・同意の上
別紙見積書(見積NO：76474)、および図解提案書の内容で下記のプランを申込致します。

ご契約プラン 選択

初期費用事前お振込
プラン

□

保守契約月額
(税別)

□

リース契約プラン
（税別）

□

リース契約プラン
月額利用料合計

（税別）
□

メール月次御請求書 無料 → 　　　　　　　　　　　　　　　@
　紙御請求書ご希望の場合、月額200円のオプションをお申込み下さい。月額料金のお支払いは口座振替のみとなります。

印

印

　　　※上記すべての書類が揃い次第正式ご発注となりますので、スケジュールをお急ぎの場合はご注意ください。　

重要事項確認：

国際電話利用予定→

通話料金月間利用予算管理(不正発信対策の為必須)→ 　　　円 　　

ご利用のNTTフレッツ光　CAF番号→ 　CAF　　　　　　　　　　　　 移転後のNTTフレッツ光　CAF番号→ 　CAF　　　　　　　　　　　　 ←移転先でのNTT手配をラピッドテレ
コムで行う場合、ご申告不要です。

 　　　　株式会社　ラピッドテレコム  
　　　　　　  〒151-0053　渋谷区代々木2-22-17　岩波ビル4F

　　　　　　　03-3378-7886代　03-3378-7866FAX

担当者： 濱田直旋

緊急時転送先電話番号→

※誠に恐れ入りますが振込手数料は、お客様でお支払ください。お申込書の送付がなく、お振込だけいただいて施工が完了した場合、本契約事項に同意頂いた事とさせて頂きます.

連帯保証人様名：

連帯保証人様ご住所：

ご連絡先電話番号：

お支払い方法

　　　　　発注先：

必要書類と確認事項

□　履歴事項全部証明書　　□　ご担当者様身分証明書（運転免許証）　　□　ご担当者様お名刺　　□　取引時確認書類一式（別紙） 　□　設置先レイアウト　　□　現回線ご請求書複写

リース契約の場合： リース会社専用フォーマットのご契約書をご記入ご捺印いただき、対象機器設置後「月額円(税抜)」が毎月リース会社から引き落としになります。

月額利用料： 口座振替のみの対応となります。ご注文書受領後専用の用紙をお渡しいたしますので、ご記入ご捺印いただきご返送をお願いいたします。

お申し込みの流れ

104番案内とWEBタウンページ掲載の有無→ ＊1番号あたりの掲載料金が発生致します。番号ポータビリティの場合、旧電話会社で自動解約され今回新たに掲載申込となり、確認の
電話が入ることがあります。ハローページは発行・配布が終了しております。

※初期設定は国際電話規制と設定しておりますがお客様で設定変更がで
きる仕組みの為、お客様で適切に管理して下さい。

※国際電話をご利用の場合、適切な構成・必要最低限の端末のみで利用可の設定・必要最低限
の相手国　等、注意事項をお守りのうえ、ご利用下さい。

＊現住所をご記入下さい

月次御請求書送信メールアドレス

お振込の場合： 三井住友銀行　笹塚(ササヅカ）支店　普通　3465158　株式会社ラピッドテレコム

ご連絡先電話番号：

お申込ご担当者名：

ご契約者様業種：

今回設置場所住所：

※レンタルプランの場合代表者連帯保証人様のご記入が必要になります。保証限度額は、利用し請求が発生した実際のご利用料金が最高額となります。

ご注文・ご契約書

お申し込み日： 年 　　　　月　　　　日
（発行日より2ヶ月間有効）

初期費用（税込） 月額費用（税抜） 備考

¥31,900 ¥1,600
←初期費用事前お振込　※増設など追加時の場合で30,000円以下の場合はご利用月額料金と合算
請求となります。※月額費用のお支払いは、口座振替のみ。（請求書ご希望の場合、毎月の請
求書発行手数料216円が加算されます）（日割り計算はありません）

¥0
←保守契約月額が記入されている場合は、
　この金額が上段の月額費用（税抜）に含まれています

お申込者住所：

0円
←ご契約年数　5年間　※別途、初期費用等は発生しません。　※月額はリース会社により上
下する場合がございます。契約内容はリース会社の契約に拠ります ※ラピッドテレコム提携
リース会社のみ

0円 ←上記リース月額料＋月額サービス利用料

お申し込みご契約者名：

お申込書受領後

経理より御請求書発行

（ご請求書は上記確認欄に✔記載の場

合に発行となります。）
or

リース契約の場合はリース契約書送付

経理にてご入金確認
or

リース契約書受領後

工事日程調整＋機器仕入れ、正式着手

ご請求金額事前お振込
or

リース契約書作成（ご記入ご捺印）

①お申込書ご記入ご捺印

②サービス提供必要書類のご記入ご捺印

PDF or FAXにて発送

お客様 ラピッドテレコム お客様 ラピッドテレコム
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