
「IPオフィス」および　　　　　　   は、パナソニック株式会社の登録商標です。

〒223-8687　神奈川県横浜市港北区綱島東2-6-54
TEL：（045）345-1230（代表）
URL：http://panasonic.co.jp/avc/pccs/

パナソニックCCソリューションズ株式会社●お問い合わせは...

このカタログの記載内容は
2014年4月現在のものです。
ZPCCS-013-T3

●VBで始まる品番の各端末の保証書は販売店により発行致します。PBX本体等の保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、
　必ず保証書をお受け取りのうえ保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
・補修用性能部品を製造打切後、PBX本体、VBで始まる品番の各種端末及びパナソニック製品は最長7年、それ以外の端末などは5年保有しております。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です）
・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で本装置が
　使えなかったことによる付随的損害（通話および料金管理など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

保 証 書 に  
関 す る  
お 願 い 

そ の 他
使 用 上 の
ご 注 意

そ の 他
付 記 事 項

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●ご使用の際は、取扱説明書をよく 
お読みのうえ正しくお使いください。

安全に 
関するご注意 

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。 ●実際の製品には、ご使用上の注意等を表示しているものがあります。 
●表示画面、ランプはハメコミ合成です。 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費等は含まれておりません。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

パナソニックCCソリューションズ株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への
対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、
ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する
場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

●この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
●本体バッテリーは、標準（約2年～3年）、外付け（約3年～6年）、外付け長寿命（約6年～13年）があります。交換時には、販売店へご相談ください。
●硫化水素のある環境での使用、また高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。
●録音された通話内容等を第三者が無断で聞くことは、法律上問題がありますのでご留意ください。
●使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。廃棄・リサイクルについてのお問い合わせはお買い上げの販売店にご相談ください。

・PBX本体および周辺端末の一部は、沖電気工業株式会社の製品です。
・Com@WILL®は沖電気工業株式会社の登録商標です。
・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

IPオフィスとは、さまざまな機器をつなぎ、オフィスまるごとワンストップで提供するパナソニックのソリューション商材です。

http://panasonic.biz/netsys/ip-pbx

■ IP OFFICE M / L 主な仕様 ■ 内蔵ボイスメール 主な仕様

総ポート数
総ポート数（物理ポート）
制御方式
通話路交換方式
トラヒック条件
最大収容
外線数

最大収容
専用線数
最大収容
内線数

その他
最大
収容数

設置形態

外形寸法
（幅×高さ×奥行mm）

質量（約kg）
最大消費電力（約W）

環境条件

一般加入（アナログ）回線
ISDN基本インタフェース（U点/T点）
ISDN一次群インタフェース（T点）
公衆IP電話インタフェース
OD回線
SIP専用線
VB-F型デジタル多機能電話機
VB-F型24キー増設ユニット
VB-F型集中受付装置（DSS）
VB-F型カールコードレス※1
IP OFFICE デジタル多機能電話機
IP OFFICE カールコードレス※2
Bluetoothコードレス電話機※2
デジタルコードレス電話機（DC）※3
単独電話機
IP多機能電話機
SIP電話機
デジタルコードレス基地局※3
デジタルコードレス電話機※3
ボイス
メール
ドアホン※4
電気錠
センサー

蓄積プログラム方式
時分割交換方式
7.0 HCS／内線

8

12チャネル／1時間（初実装）

9
9
3

項目
12チャネル

他のガイダンス機能と共用
最大約1時間

（USBメモリ拡張可能／
4 GB：約125時間）
最大10000
最大500
最大1000件
最大255分

内蔵ボイスメール項　目

機能仕様項　目

同時録音チャネル

システムの録音容量

システムのメッセージ数
ボックス数
ボックスあたりのメッセージ数
1メッセージの長さ

合計10000件／システム
（1つの相手先に3つまで
電話番号登録可能）
合計10000件／システム
（20件／1電話機）

合計10000件／システム
（20件／1電話機）

合計10000件／システム

共通電話帳

個別電話帳

発信履歴※5

着信履歴※5※6

発信禁止電話番号
着信拒否電話番号

■ 各電話機の機能仕様

82
46

12
6（12チャネル）

－
2（32チャネル）

－
32チャネル
32
32
32
8
32
8
8

26（2：初実装）
80
80
16
64

24チャネル

平置き／据置き（スタンド）／
壁掛け／19インチラック

430 × 456 × 239（スタンド）

430 × 433 × 412（平置き）

8※7
220

768
384

192
96（192チャネル）
8（184チャネル）
3（192チャネル）

96
127チャネル
288
288
288
9
288
16
16

288
384
384
96
512

64チャネル

平置き／段積み／
19インチラック

8／14／20※7※8
220／440／660※8

※1：VB-F型カールコードレスは、 IP OFFICEカールコードレ
ス/ Bluetoothコードレス電話機との混在はできません。

※2：IP OFFICEカールコードレスとBluetoothコードレス電
話機のシステム合計台数は8台（IP OFFICE Mの場合）
/16台（IP OFFICE Lの場合）です。 

※3：デジタルコードレス電話機(DC)は、デジタルコードレス
基地局/電話機との混在はできません。 

※4：ドアホンの同時通話数は、最大3通話です。
※5：電話機あたりの件数は、設定により変更が可能です。
※6：共通着信履歴の運用も可能です。
※7：基本架と内蔵バッテリー収容時の質量です。パッケージ等

は含まれておりません。
※8：基本架のみ／基本架＋増設架／基本架＋増設架×2
※9：外付けバッテリーボックスを2つの場合

●ご利用条件により、ボックス数、
　メッセージ数などの最大容量は異なります。

●各項目の組合せにより、実際に収容可能な数量は異なります。

内蔵
CTstage Lite

内蔵バッテリー使用時

外付けバッテリー使用時

430 × 200 × 409（基本架） ／ 430 × 400 × 409（基本架 
+ 増設架 × 1） ／ 430 × 600 × 409（基本架 + 増設架 × 2）
430 × 433 × 412（基本架） ／ 430 × 636 × 412（基本架 
+ 増設架  × 1） ／ 430 × 878 × 412（基本架 + 増設架 × 
2） ／ 430 × 1069 × 412（基本架 + 増設架 × 2）※9

周囲温度：バッテリ内蔵時 0～＋35℃ ／ バッテリBOX使用時 0～＋40℃
湿度：20～85％RH（結露のないこと）

IP-PBXシステム
カタログ

●IP OFFICE M　●IP OFFICE L

2014

ひとつひとつに対応した、

最適なボイスコミュニケーションシステム

http://panasonic.biz/netsys/ip-pbx
http://panasonic.co.jp/avc/pccs/


IP OFFICE がつなぐ、
これからのボイスコミュニケーション。
連携する多彩なアプリケーションが、
さまざまな事業を支えます。

オフィスの経費削減に効果大！
「通信コスト」を徹底検討

IP OFFICEで 通信コスト削減

公衆IP電話
サービスを活用

定額VPNサービスと
SIP専用線を活用

携帯電話・
スマートフォンの
定額サービスを活用

事業成長のキーワード！
「お客様対応」に徹底活用

IP OFFICEで イメージ向上

モバイル端末の活用で
どこにいても
スムーズに電話応対

パソコンと電話連携
アプリの活用で
顧客対応力をアップ

受付案内システムで
無人の入口受付でも
スムーズな取り次ぎ

便利なコミュニケーション機能と
基本機能を簡単活用

IP OFFICEで 業務効率改善

不在時をしっかり
サポートする
留守番機能を活用

要件確認や
聞き漏らし防止に
伝言機能を活用

効率的な遠隔会議を
実現するドキュメント
共有機能を活用

P 4-5

P 6-7

P 8-9

P 10-11
P 12-13
P 14-15

業種 / 業態別 IP OFFICE ソリューション
見てわかるデジタル多機能電話機
ラインアップ＆システム構築
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オフィスの経費削減に効果大！「通信コスト」を徹底検討
IP OFFICEで 通信コスト削減

一般電話
回線

携帯電話

IP-VPN

公衆IP
電話ネットワーク

オフィス

出張所

本社

既存
電話設備

SIPゲートウェイ

オフィス

社員

社員

公衆IP電話
サービス

FMC
サービス

携帯電話
キャリア

FMCサービス
（内線番号で発着信）

社内
システム

オフィス

社員

オフィスの社員に
内線で連絡

外出先から
社内のドキュメントや
メールを確認

インターネット

携帯電話
キャリア

支店

営業所
既存電話設備活用
ゲートウェイ接続

IP OFFICE間
SIP接続

社員

SIP端末接続

お客さま

公衆IP電話サービスを活用 IP Phone Network

SIP Network

現在お使いの電話番号を変更せずに、全国一
律・割安の通話料金で通信コストを削減する公
衆IP電話サービスに対応しています。同一契約
者間の定額サービスの活用による通信コスト
削減も可能です。

●IP-VPNサービスを利用するためには、通信事業
者との契約（有料）が必要です。

●利用条件により、通信コストの削減効果が得られないこと
があります。

●利用条件により、通信コストの削減効果が得られないことがあります。

スマートフォン連動システム 社内無線LAN ／ 社外3Gパケット回線

●提供キャリアとの契約（有料）が必要です。基本料、通話料など公衆IP電話サービスの詳細
は、提供キャリアまでお問い合わせください。詳しくは販売店までお問い合わせください。

対応サービス（2014年3月現在）

FMCサービス

携帯電話・スマートフォンの定額サービスを活用 Fixed Mobile Convergence

定額VPNサービスとSIP専用線を活用

公衆IP電話サービスに対応

スマートフォンがPBX内線に

ひかり電話オフィスタイプ
（NTT東日本・NTT西日本）〈NGN対応〉

ひかり電話オフィスA（エース）
（NTT東日本・NTT西日本）

KDDI 光ダイレクト
（KDDI）

auひかりビジネス
（KDDI）

●提供キャリアとの契約（有料）が必要です。
契約プランや対象となる接続回線、利用料
金、定額で利用可能な範囲などの詳細に
ついては提供キャリアまでお問い合わせく
ださい。
●提供キャリアにより、制約事項があります。
詳しくは販売店までお問い合わせください。

内線番号対応FMCサービス
（2014年3月現在）

KDDI
KDDI ビジネスコールダイレクト

NTTドコモ
オフィスリンク

ソフトバンクテレコム
ホワイトオフィス

拠点間の内線通話の
コストを全社で削減
月額固定の基本料で本社、支店、営業
所などの拠点間の内線通話網を構築
でき、通信コストの削減を実現します。
SIPゲートウェイにより、既存の電話設
備を活用することもできます。

●本項目におけるFMCサービスとは、各キャリア
が提供する携帯電話間、および携帯電話と一般
電話回線/公衆IP電話回線の間を定額で利用可
能なサービスを指します。

オフィスと外出中の
社員との通話が定額に
社員の携帯電話とオフィスとの間の通
話料を定額にするFMCサービス（内線
番号対応）を利用することで、通信コス
トを抑えることができ、スムーズな業務
連携が可能になります。

定 額

スマートフォン（Android）※1にアプリ
ケーションをインストールすれば、社内
の無線LAN、または3Gパケット回線※2

を介して、内線通話が可能になります。

ご利用いただけるスマートフォンについては、
販売店までお問い合わせください。
パケット定額サービスのご利用をおすすめし
ます。

※1：

※2：
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事業成長のキーワード！「お客様対応」に 徹底活用
IP OFFICEで イメージ向上

オフィスエントランス

受付お客さま

お客さま

1Fオフィス

2F会議室

1F倉庫

モバイル端末の活用で
どこにいてもスムーズに電話応対 Just One Phone

オフィス内をデジタルシステムコードレスの通話ゾーン（受信圏
内）にすれば、自席にいなくても電話を受けることができます。
離席者を探す手間が軽減され、急ぎの電話の取次ぎもスムー
ズに行えます。

パソコンと電話連携アプリケーションの活用で
顧客対応力をアップ PC Telephoney Communication

受付案内システムの活用で
無人の入口受付でのスムーズな取り次ぎ Information System

デスクでも、移動しながらでもお客様の電話にすぐに応対

タッチパネルでかんたん呼び出し

顧客情報、通話履歴を合せて最大10万件を管理できる「IP 
OFFICE簡易CTIアプリケーション」との連動により、外線着
信・応答時に、パソコン画面へお客様情報をポップアップ表
示します。最大5クライアント、カスタマイズ不要のシンプル
な構成のため、導入コストを抑えながら、スムーズなお客様
対応が可能になります。

お客さまの情報を着信と同時にポップアップ表示

●受付案内アプリケーション（オプション）を活用したソリュー
ションです。

訪問者は受付のスマートデスクホンのタッチパ
ネルを操作して、かんたんに、取り次ぎ部署を検
索・呼び出しできます。無人の受付でもスムーズ
に呼び出しができます。

内線着信と同時にカメラ映像確認
内線着信時にエントランスに設置されたカメラ
映像がパソコン画面にポップアップ表示される
ため、訪問者を確認しながら対応できます。
受付業務の効率化とスムーズなお客さま対応が
可能です。

●IP OFFICE 簡易CTIアプリケーション（オプション）を活用したソリューションです。

●IP OFFICE M/LでCTI連動可能な端末は、多機能電話機、IP多機能電話機、一般電
話機、デジタルコードレス電話機です。

●着信ポップアップ表示機能は、イリイ株式会社製「BIG顧客管理Neo for CTI（アプリ
ケーション）」にも対応しています。

●IP OFFICE簡易CTIアプリケーション、イリイ株式会社製「BIG顧客管理Neo for CTI
（アプリケーション）」のご利用には、Com@WILL®ソフトフォンが必要です。

デジタルコードレス電話機

4YA3507-2312G002

ワンタッチボタン（3つ）

カールコードレス電話機　VB-F611KC -W（白）

12個のFFボタン付

親機 

■外形寸法※1（mm）：幅約188×奥行き約241×高さ約103
　（親機のアンテナ除く）
　高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時：
　幅約188×奥行き約221×高さ約169（親機のアンテナ除く）
■質量※1：約960 g

〈子機単体〉
■外形寸法（mm）：幅50×奥行き36×高さ192
■質量：約190 g（電池パック含む）
■連続通話時間：約5時間　連続待ち受け時間：約80時間
■充電完了時間※2：約12時間

■寸法（アンテナ・突起物を含まず）（mm）：
　幅約44×奥行き約23×高さ約119
■質量（電池パック含む）：約82 g
■連続通話時間：約7時間
■連続待受け時間：約700時間

※1：子機を親機に置いたとき。　※2：電池残量のない状態から充電完了までの時間。　※3：共通・個別電話帳
の合計。　※4：1相手先に3番号の登録が可能。また、10グループの登録が可能。　※5：1電話機あたり20件
（設定により変更が可能）。　＊当該機器は2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や
無線LAN機器、医療機器、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他
機器に影響を与えることがあります。

子機 

コードレスで
移動しながら通話

共通・個別電話帳 10,000件／システム※3※4

発信履歴 10,000件／システム※5

着信履歴 10,000件／システム※5
高速ハンドオーバー

個人発信履歴 10件
個別電話帳 300件

個人着信履歴 10件

また、カールコードレス電話機を使用すれば、自席を離れて移
動しながら通話することができるため、アクティブなワークスタ
イルが実現します。

デ
ジ
タ
ル
シ
ス
テ
ム
コ
ー
ド
レ
ス
で

ハ
ン
ド
オ
ー
バ
ー

サーバー

受付画面

アプリケーション連動

アプリケーション連動

顧客情報・履歴
履歴検索

6 7



便利なコミュニケーション機能と基本機能 を簡単活用
IP OFFICEで 業務効率改善

《緊急地震速報》
地震が発生しました
予測震度5強

着信

あいにく
外出しており
ます…

携帯電話
（外出中）

オフィス

本日の営業は…。

オフィス

留守番応答

外線自動転送

自動通話録音

着信

携帯電話
（外出中）

録音内容を聞く

IP音声会議ホン

本社

出張所 営業所

支店

お客さま

お客さま
お客さま

ドキュメント共有

しばらく
お待ちください…

月～金
00:00 09:00 17:0019:00 00:00

留守録 留守録営業中 転送

土・日 留守録

気象庁

インター
ネット

ランプ、表示、
ガイダンスでお知らせ

不在時をしっかりサポートする留守番機能を活用 Answering Phone

Voice Mail Box

夜間や休日の電話対応を社員に代わって、ガイダンスが24時
間自動応答します。スケジュールに応じた自動切替も可能で
す。お客さまの用件をそのまま録音します。

効率的な遠隔会議を実現する
ドキュメント共有機能を活用 Zero Distance Communication

用件確認や聞き漏らし防止に伝言機能を活用

夜間、休日の電話に留守番応答
オフィスに誰もいなくても外線自動転送機能を使えば、オ
フィスにいるかのように電話を受けることができます。

不在時に、出先や外出先へ自動転送

●外線自動転送によるお客さまとの通話内容は、内蔵ボイスメールで自動録
音も可能です。

●同時通話録音：12チャネル※／最大録音時間：約1時間
　USBメモリにより録音容量の拡張が可能。
　（4GB：約125時間、8GB：約250時間、16GB：約500時間）
　※他のガイダンス機能と共用

応対の内容を
まるごと通話録音
内蔵のボイスメール機能でお客さまとの応対内

容をまるごと録音できます。外出先からも録音

内容を確認できるため、取り次ぎの手間や伝言

メモが不用になり、用件が正確に伝わります。

●取得／外部保存した録音メッセージは、パソコン上で再生
可能です。

録音メッセージを外部保存
録音されたメッセージを外部のパソコンに自
動的に外部保存（バックアップ）することもでき
ます。

録音記録をパソコンで参照
録音記録をパソコンで一覧参照でき、録音され
たメッセージを指定してパソコンに取得したり、
削除したりすることができます。

最大4拠点をIP-VPNで結ぶ、
カンタン拠点間会議
IP-VPNによる社内ネットワークを活用し
た遠隔会議が行えます。音声に加え、全拠
点が同じ会議資料を共有でき、効率的な
会議を実現します。また、会議内容を録音
できますので、会議後の情報共有や議事
録として活用することもできます。
出張費のコスト削減や移動にかかる時間
の短縮など、場所に縛られないコミュニ
ケーション環境を創出します。

テナント別自動夜間切替
ボタンや画面操作によって切り替える方法や曜日や日付、時間
を指定し自動で切替えることができます。

構内放送パッケージ
構内放送設備と連動する事
により電話機から一斉放送
が可能。業務連絡や緊急放
送に活躍します。また、工場
など周囲音がある場所など
は、着信音をスピーカーか
ら流す事も可能です。

●地震発生時には、速やかに電話機からランプ、
表示、音声ガイダンスでお知らせします。
●外付けアダプタは不要で利用可能です。
●インターネットの常時接続環境が必要です。

お待たせ応答
お客さまからの電話に一定
時間応答できない場合、「た
だ今、混み合っております。
しばらくお待ちください。」
などのガイダンスで対応す
ることができます。

緊急地震速報に対応
気象庁から配信される緊急地震速報に対応

●タイマーによる設定例

●IP-VPNサービスを利用するためには、通信事業者と
の契約（有料）が必要です。
●共有可能なドキュメントは、テキストファイル、
Word®、Excel®、PowerPoint®、PDFファイル
です。
●カンタン遠隔会議のドキュメント共有機能は、
Com@WILL®（アプリケーション）を活用したソ
リューションです。

オプション

IP-PBXの機能を活かした緊急時、不在時の対応

オプション

応対内容を録音

録音記録の
参照／取得

留守番電話機能
多彩な転送機能

IP音声会議ホン

IP音声会議ホン

緊急地震速報です。

緊急地震
速報です。

8 9



業種  /  業態別  I P  OFF ICE  ソリュー ション さまざまな業態・業種に応じたアプリケーションの連動により、
お客様サービスから業務連絡までをサポートします。

ナースコール連動システム

ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

病
室

院
内

ナースコール
子機ナースコール

親機

連
動

ナース
コール
制御機

ナースコール着信表示

CTstage Lite
サーバー

コールセンター用
IP多機能電話機

領収書
プリンタ

従業員用
デジタル

コードレス電話機

客室電話機

管理者

コールセンター用
IP多機能電話機

お取引先

デジタルコードレス
電話機鳴動
呼出情報表示

3
デジタルコードレス
電話機間で
業務連絡もOK

4
患者さんからの
ナースコール
（ボタン操作）

1
ナースコール親機
鳴動・点滅

2

電話対応

選 択

Webルームインジケータ

ホテルコンピュータ連動

簡易ルームインジケータ
（多機能電話機＋
集中受付装置）

LAN

LAN

電話応対・通話録音
外出先社員

自動で呼出し・
録音内容再生

録
音

聞
き
取
り

長時間録音（1メッセージ） 最大24時間
大容量録音（ハードディスク1GBあたり） 約30時間

メールボックス 最大9,999
同報録音 最大100ボックス 自動応答 最大64回線

【システム導入にあたって】　
●IP OFFICE M/Lは、株式会社ケアコムおよびアイホン株式会社のナースコールシステムと連動可能です。　●連動可能なナースコールシステムおよびデジタルコードレ
ス電話機の機種については、販売店までお問い合わせください。　●ナースコール連動システムは通信用機器です。医療用機器ではありません。　●必ずナースコールシ
ステムの補助的なものとしてお使いください。　●院内で使用している各種医療機器に対する本システムの電磁波の影響を事前に調査・確認する必要があります。

お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

●デジタルコードレス電話機に病室番号や
　ベッド番号などを表示します。
●呼出種別で、緊急度を判断できます。

患者さんからの呼び出しがあると、最大8台までのデジタルコードレス電話機を呼
び出すことができます。電波の届く範囲であれば、迅速に応対することが可能。ド
クターコールなど院内における連絡システムとしても活用できます。

病院/介護施設向けコミュニケーションシステム

「全通話録音」によるボイスマネジメントで、コミュニケーションを強化！

音声自動応答、自動着信分配やお待たせ応答で、電話応対を効率化！

ナースコール連動の機動力で、きめ細やかな「対応力」をプラス！

●客室数や運用に応じて、3種類のフロント運用形態から最適なものを選択できます。また、通話料
金管理、モーニングコール、メッセージウェイトなどさまざまなホテル機能を利用可能です。

●パソコン上のルームインジケータにより客室状態が一目でわかるだけでなく、チェックイン・
チェックアウトの操作も可能です。多機能電話機による簡易ルームインジケータ、ホテルコン
ピュータ連動も利用できます。

ホテル向けコミュニケーションシステム

お客さまへの迅速な対応で、サービス品質を向上！

ボイスマネジメントシステム VMS （別売アプリケーション）
ナースコール
に迅速対応

●お客様とオペレーターの発着信をすべて録音し、聞き漏らしの再確認や過去の対
応内容の確認などに活用することができます。

●運営状況を把握するリアルタイムモニタや統計レポートの分析により、コールセン
ターの回線稼動率や効率的なオペレーターの人員配置の検討を支援します。

小規模コールセンターシステム
CS向上・
効率的な

電話受付を実現

 ［呼出種別表示例］
 NC：通常のナースコール
 SC：スタッフコール
 TB：トイレ・バスコール
 DD：ボタン脱落・断線
※表示される内容は、
　連動するナースコール
　装置の機種によって
　異なります。

呼出種別

病室番号

ベッド番号

NC 302-04

応答する前に状況を判断でき、迅速かつ
的確な対応をとることが可能になります。

お客様への
対応力アップ

［通話録音サービス］
お客さまとの会話をまるごと録音でき、
伝言を正確に伝えます。
●自動でまるごと録音、ワンタッチで担当者指定
●録音後に担当者の携帯電話を自動呼び出し
●商談記録として長時間・大容量録音

［メールボックスサービス］
社員同士で社内・社外からメッセージを
やりとりできます。
●複数のメールボックスを活用し録音・確認
●同じ内容を部署全員宛など、同報録音も可能
●用途にあわせて、お客様・商談内容・担当者ご
とにメールボックスを設定

［着信代行サービス］
夜間、休日の電話も社員に代って応答し
ます。
●夜間・休日・営業時間外の電話に、24時間自
動音声応答&録音
●外線ごとの応答ガイダンスを設定可能
●お客様の用件をそのまま録音

施設規模や
運用形態に
応じた機能

オプション オプション

オプション オプション

●マイクロソフト社の規定によるクライアントアクセスライセンス（CAL）の取得が別途必要となる場合があります。

通話まるごと録音

担当者の
内線電話機へ
お知らせ

外出先の携帯電話へ
お知らせ

状態表示盤で
お知らせ

ワンタッチ
宛先指定

VMSサーバ

メール
ボックス

リアルタイムモニタ / 統計レポート

VMSサーバ

伝言

伝言

録音

案内
本日の営業は
終了しました。

ご注文を
承ります。

メッセージを
どうぞ。

VMSサーバ

外線 最大50回線

座席数 最大50席
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見てわかるデジタル多機能電話機
ふれて実感 デジタル多機能電話機

外線は赤内線は緑

見やすいディスプレイ

発信も転送も簡単操作
迷惑電話を着信拒否

電話帳検索や登録が簡単

コマンド
ナビキー

2色大型
着信ランプ

大型漢字表示
ディスプレイ

※電話機あたりの件数は設定により変更が可能

オートダイヤルボタン
（機能ボタン）

VB-F611KB -K（黒）

デジタル多機能電話機
24キー電話機K-K

原
寸
大

●外形寸法：幅約188 mm×奥行約249 mm×高さ約97 mm　●質量：約990 g
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時：幅約188 mm×奥行約227 mm×高さ約167 mm●本ページの発信者を識別する着信機能（発信者情報表示、着信ランプ識別、着信拒否）をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。

共通・個別電話帳

1相手先に3番号登録可能
10グループ登録可能

共通・個別
合わせて10,000件/システム

発信履歴

20件/1電話機※

10,000件/システム

着信履歴

20件/1電話機※

共通・個別
合わせて10,000件/システム

着信履歴画面メインメニュー画面

〈電話帳フリガナ検索例〉

〈設定例〉

電話帳はフリガナ、メモリ番号で検索できます。検索した電話
番号で、そのまま発信することができます。

WWWブラウザのある
パソコンから、共通・個
別電話帳の登録や変更
が簡単にできます。電話
帳は、インポートやエク
スポートも可能です。

バックライト付大型漢字表示ディスプレイ
相手の名前や電話番号、メニュー・履歴などを全角で10桁4行
まで、漢字で表示します。

置き場所や設置状況
に合わせて、見やすい
角度に調節できます。

着信時に内線・外線を識別して、2色のランプでお知らせします。
●外線でも登録している社員は、緑で表示します。
●電話帳に登録するメモ情報を表示することもできます。

通話中に迷惑電話（着信拒否）を設定したオートダイヤルボタ
ンを押すだけで、次回の着信から拒否することができます。

●履歴を利用した登録や、任意の電話番号の登録もできます。
●非通知の着信に対して、拒否する設定も可能です。

迷惑電話として
登録した相手

着信拒否電話番号／発信禁止電話番号 合わせて

10,000件／システム

電話帳を押す 文字入力して検索 ワンタッチで発信

着信拒否

コマンドナビキーで電話帳検索

よくかける相手の電話番号を登録して
おくことで、ワンタッチ操作で発信するこ
とができます。日常的に使う機能を登録
すると便利です。

オートダイヤル
ボタン（機能ボタン）

電話帳の登録内容をメモリ番号を使っ
て発信することができます。

短縮ボタン

電話をかけるときに、電話番号の通知
／非通知を切り替えることができます。

フックボタン

内線も外線も転送ボタンを使って同じ
操作で転送することができます。

設定／転送
ボタン

見やすい角度に調節できる
チルトディスプレイ

内線・外線をランプでお知らせ

パソコンから電話帳登録

FAX着信のお知らせ留守番の設定／解除

聞き取り代理応答

迷惑電話の登録通話録音

電話機
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規模や用途に応じたボイスコミュニケーションを。システムの拡張にも柔軟に対応します。
ラインアップ & システム構築

18キー 30キー 8キー 8キー 8キー30キー12キー

12キー 12キー

12キー 12キー24キー 24キー 24キー

受付案内

ネットワーク
カメラ接続

電気錠連動 ドアホン連動 構内放送システム連動PCインターネット
接続

CTI連携 ソフトフォン※4

アンプ
WA-250/260など

スピーカー
WT-7006/
7015/7030など

ネットワークカメラ 
iPRO SmartHD /
カメラBB

※5

12キー電話機K-K
VB-F411KB-K（黒）

24キー電話機K-K
VB-F611KB-K（黒）

カールコードレス電話機※1

VB-F611KC-W（白）
（オプション）

子機 親機

12キー電話機K-S
VB-F411KA-S（白）

スマートデスクホン
KX-UT670N

24キー電話機K-S
VB-F611KA-S（白）
VB-F611KPA-S（停電用、白）
（オプション）

12キー電話機N-K
VB-F411NA-K（黒）

12キー電話機N-W
VB-F411NA-W（白） 写真はVB-F611KA-S ＋ VB-F331A-S

VB-F331A-S※2（オプション） VB-F631A-S※2（オプション）

VB-F081A
（1色基本部）
（オプション）
VB-F082
（1色増設部）
（オプション）

写真はVB-F611KA-S ＋ VB-F631A-S

数字表示付電話機

漢字表示付電話機

24キー増設ユニット 72キー増設ユニット 状態表示盤

子機 親機

18キー電話機※4※8

4YB1261-1005P101（白）
30キー電話機※4※8

4YB1261-1005P111（白）
カールコードレス電話機※1※4

4YB1261-1006P101（白）

8キーBluetooth
コードレス電話機（WSb）※1※4
4YB1261-1007P101（白）
4YB1261-1007P102（黒）

8キーデジタル
コードレス電話機（DC）※4
4YB1261-1008P001

コードレス電話機漢字表示付電話機（センサー機能搭載）

アナログ内線電話機

VB-E504IP音声会議ホン
KX-NT700N

IP音声会議ホンスマートデスクホン（受付案内） 

BV1270SIP※4
BV1600SIP※4

既存
電話設備

無線LAN内線対応携帯電話／
スマートフォン※7

VoIP対応無線LAN
アクセスポイント※7

デジタルコードレス電話機※4

4YA3507-2312G002
PHS基地局※4

4YA3507-1888G711（ID）
4YA3507-1888G710（ND）

SIP電話機
KX-UT123N

IP多機能電話機※4

4YA3507-2151G802

Com＠WILL®
ソフトフォン※4

Com＠WILL® 
ソフトフォン
スマート※4※6※7

 デジタル多機能電話機（VB-F型端末）  デジタル多機能電話機（IP OFFICE 端末）

SIPゲートウェイ

システム連動※9

オプション

無線LAN内線対応携帯電話※4※6

オプションオプション

オプション

デジタルシステムコードレス

オプション

 単独電話機などIP電話機（IP端末）

IP内線端末

※4 ※4

※1：当該機器で2.4 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、電子レンジの周辺や他の無線LAN機器、
医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、
他機器に影響を与えることがあります。また、2.4 GHz周波数帯のコードレス電話機、他の無線
LAN内線対応携帯電話、コードレス電話機付ファクスなどの併用はできません。　

※2：VB-F411KA-S（白）、VB-F611KA-S（白）、VB-F611KPA-S（停電用、白）に対応しています。　
※3：通信事業者との接続回線契約（有料）が必要です。　
※4：製造元は沖電気工業株式会社です。　
※5：パナソニック株式会社 AVCネットワークス社製です。　
※6：当該機器で5.2 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、無線LAN機器等、5.2 GHzの周波数帯

を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあり
ます。　

※7：対応可能機種とご購入方法については販売店までお問い合わせください。　
※8：アナログ停電ユニット（ADA605）／ISDN停電ユニット（ADI605）を装着可能です。　
※9：動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合せください。
※10：INSネット1500の収容は、Lタイプのみ対応可能です。
※11：OD専用線の収容は、Lタイプのみ対応可能です。

公衆IP電話網※3（オプション）

専用線網（SIP）※3（オプション）

公衆電話網
（アナログ／ISDN）回線※3※10

専用線網（OD）※3※11（オプション）

14 15


