
見てわかるカンタン

操作！

お客様の電話に
しっかり対応！

デジタルビジネスホン
カタログ
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●お問い合わせは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2017年4月現在のものです。

IPOFFICE-011-T7

〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル

SSJ-JJ1C702

●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 

●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。
●本体のバッテリーは、通常使用で約3年ごとに交換（有償）が必要です。交換時には販売店にご相談ください。
●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。

https://sol.panasonic.biz/ip-pbx

●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。 ●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。●表示画面、ランプはハメコミ合成です。 

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。「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。

■ IP OFFICE S 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）
公衆IP電話インタフェース 

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） 
IP OFFICE デジタル多機能電話機
DECTカールコードレス電話機※1

8キーDECTコードレス電話機※1※2

デジタルコードレス電話機（DC）※2
単独電話機
IP多機能電話機
SIP電話機
ボイスメール
ドアホン※3
電気錠
センサー

蓄積プログラム制御方式
時分割交換方式
7.0 HCS／内線

4
2（4チャネル）
16チャネル

16チャネル

4
7
7

2（初実装）
24
24

12チャネル／1時間（初実装）
3
3

1（4）※6
平置き／据置き（スタンド）／壁掛け

385 × 325 × 166
4
100

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／16 GB：約500時間）

最大10000件
最大500件
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※4

着信履歴※4※5

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

408システム
26
14

8
8
8
8

416システム
26
22

16
16
16
16

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）

※1：DECTカールコードレス電話機と8キーDECTコードレス電話機のシステム合計台数は8台
です。

※2：8キーDECTコードレス電話機とデジタルコードレス電話機のシステム合計台数は7台です。
※3：ドアホンの同時通話数は、最大1通話です。
※4：電話機あたりの件数は、設定により変更が可能です。
※5：共通着信履歴の運用も可能です。
※6：（　）内は、ドアホン兼用です。

●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。

●各項目の組み合わせにより、実際に収容可能な数量は異なります。

電話対応は“
SⅡ”におま

かせ！

□ 要件まるご
と通話録音！！

□ お待たせ応答
できる！

□ 携帯電話へ
の自動転送 もラク

ラク！

□ 電話帳に10,00
0件 登録可能！

□ ドアホン・
FAXと連携もでき

る！

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

0120-878-410
パ ナ ハ ヨ イ ワ

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（お問い合せの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、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、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

new



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

〈電話帳フリガナ検索例〉

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。

電話帳検索や登録が簡単

電話帳を押す 文字入力して検索 ワンタッチで発信

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

コマンドナビキーで電話帳検索

パソコンから電話帳登録

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

●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。
●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

電話機

着信履歴画面メインメニュー画面

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。

見やすいディスプレイ

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。

外線は赤内線は緑

●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。

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

見てわかるカンタン操作！デジタル
多機能電話機

〈カールコードレス電話機 親機〉
■外形寸法※1（mm）：
　幅約195×奥行き約229×高さ約83
   （親機のアンテナ除く）
■質量※1：約700 g

〈子機単体〉
■外形寸法（mm）：
　幅約51×奥行き約215×高さ約38
■質量：約176 g（電池パック含む）
■連続通話時間：約8時間　
　連続待ち受け時間：約24時間
■充電完了時間※2：約8時間

※1：親機のみ。　※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1.9 GHzの周波数の電波を利用しています。1.9 GHzの周波数を使用する機器
がある環境では、通話中に音が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

8個の
オートダイヤルボタン

子機 

着信履歴 

10,000件／システム※5

発信履歴 

10,000件／システム※5

共通・個別電話帳 

10,000件／システム※3※4

移動しながらの電話もスムーズに対応するコードレス電話機

DECTカールコードレス電話機
4YB1261-1078P101

内線や保留、よく使う機能を登録できる8個のオートダイヤルボタン付。会議室などへの移動時も電話対応がスムーズに行えます。

親機 

8キーDECTコードレス電話機
4YB1261-1079P101

2 3



すべての着信・発信を細やかに対応

お客さま

あいにく
外出しており
ます…

携帯電話
（外出中）

光ってお知らせ 受信

一般電話回線
／携帯電話

公衆IP
電話ネットワーク

インター
ネット

携帯電話
キャリア

 IP OFFICE S なら、こんなに便利な連携も！

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。

ドアホン連携で解錠も

FAXと連携も

ドアホンからの呼び出しに、 デスクの電話機で応対できます。
●テレビドアホン連携で来客に電話で応対
●電話機のオートダイヤルボタンで
　電気錠の解錠も可能

FAXが届いたことを、デスクの電話機で確認できます。
●オートダイヤルボタンや電話機のディスプレイ表示でお知らせ

家庭向け電話機と連携も
ナンバーディスプレイ対応の家庭向け電話機や、
コードレス電話機なども接続できます。

応対内容を録音

オフィス

着信

要件確認や聞き漏らし防止をサポート

はい。
どうぞ

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、要件が正確に伝わります。

応対の内容をまるごと通話録音

自動電話呼出

Eメール通知

録音内容を聞く

オプション

標準

標準 標準

●USBメモリにより録音容量の拡張が可能です。（4 GB：約
125時間/8 GB：約250時間/16 GB：約500時間）　
●通話開始から終話まで自動で通話録音し、あらかじめ指定
したメールボックスに特別な操作無しで保存が可能です。　
●通話内容を保存したい時だけ操作を行えば、指定したメール
ボックスに通話録音が可能です。　
●通話録音した内容を伝言としてメールボックスを指定し保存
が可能です。　
●メールボックスごとに、設定された電話番号やＥメールアドレ
スに通話録音の新着通知が可能です。（呼出ON/OFFも可）

●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。

●本ページの発信者を識別する着信機能（着信履歴メール）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。

録音記録の参照／取得

FAX

録音メッセージを外部保存

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。

録音記録をパソコンで参照

スマートフォンを内線化

オフィス

通信コスト削減

お客さま

外出先から
オフィスへ
内線で連絡

着信ウェイトメッセージ対応
通話中に他の外線や専用線から着信があった時、通話中の電話機
の操作でガイダンスや保留状態にすることができます。

標準

お客さま

 このまま、
少々お待ち
ください…

お待たせ
応答

4 5

「ひかり電話」で通信コスト削減
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り通信コストの削減も可能です。

スマートフォンを内線に活用
スマートフォン（iOS／Android）※1 ※2にアプリケーションを
インストールすれば、社内のLAN、または３Ｇ／LTEパケット
回線※3を介して、内線通話が可能になります。

ひかり電話は、VoIPパッケージで直接収容することができ
ます。VoIPパッケージの内蔵のブロードバンドルータにより、
1本の光回線で電話とインターネットを同時に利用すること
もできます。

パソコン接続してインターネットも

【 NTT東日本/NTT西日本 】
○ひかり電話オフィスA（エース）、 ○ひかり電話オフィス
○ひかり電話   

 
【 KDDI 】  ○KDDI光ダイレクト、 ○auひかりビジネス   

IP電話サービスでオフィスの通信コストを削減

対応サービス（2016年3月現在）

●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。

●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。

オプション

※1：電波状況や回線状況によっては、音が途切れる場合がございます。
※2：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。
※3：パケット定額サービスのご利用をおすすめします。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●アクセス回線はフレッツ光ネクストに対応しております。詳しくは販売店まで
    お問合せください。

着信履歴をメールでお知らせ
オフィス不在時に、着信があったことを外出中の携帯電話な
どにメールで通知することができます。

本日の営業は
終了いたしました。
営業時間は..。

本日の営業は…。

お客さま

オフィス 多彩な転送機能

留守番応答

外線自動転送

メールでお知らせ

不在時や話中でもお客様の電話にしっかり対応

留守番電話機能

着信

お客さま
●別途、インターネットおよびメールサーバー接続環境が必要です。

標準

携帯電話
（外出中）

夜間、休日の電話に留守番応答
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
要件をそのまま録音します。

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。
●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。

不在時に、出先や外出先へ自動転送



充実のシステムラインアップ

12キー電話機K-K
VB-F411KB-K（黒）

24キー電話機K-K
VB-F611KB-K（黒）

子機 親機

12キー電話機K-S
VB-F411KA-S（白）

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

18キー電話機※3※7

4YB1261-1095P101（白）
30キー電話機※3※7

4YB1261-1095P111（白）
DECTカールコードレス電話機※8 

4YB1261-1078P101（白）
8キーDECT
コードレス電話機※8

4YB1261-1079P101（白）

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

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※1（オプション） VB-F631A-S※1（オプション）
写真はVB-F611KA-S ＋ VB-F631A-S

SIP電話機
KX-UT123N

スマートデスクホン
KX-UT670N

IP多機能電話機※8

4YA3507-2151G802
Com＠WILL®
ソフトフォン※8

Com＠WILL® ソフト
フォンスマート※3※4※8

※1：VB-F411KA-S（白）、VB-F611KA-S（白）、VB-F611KPA-S（停電用、白）に対応しています。　※2：アナログ停電ユニット／ISDN停電ユニットを装着可能です。　※3：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。　※4：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。　※5：通信事業者との接続回線契約（有料）が必要です。　※6：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。　※7：パナ
ソニック株式会社製です。　※8：製造元は沖電気工業株式会社です。

漢字表示付電話機

数字表示付電話機

コードレス電話機漢字表示付電話機（人感センサ機能搭載）

24キー増設ユニット 72キー増設ユニット

システム構成イメージ図

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）

IP多機能電話機SIP端末 ソフトフォン※8

IP電話機

12キー

12キー

18キー 30キー 8キー 8キー 8キー30キー

12キー

12キー24キー 24キー

6 7

INSネット64

電話（アナログ）回線

SIP専用線※6（オプション）

公衆IP電話サービス※6（オプション）

DSU

U点

T点

用途にあわせて組み合わせできます。

VB-F611KB-K VB-F611KA-S 4YB1261-1078P101
（白）※2※8

ファクス

アナログ内線電話機

スマートデスクホン

IP多機能電話機※8

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 ソフトフォン※8/CTI連携

4YB1261-1079P101
（白）※8

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 / カメラBB

KX-シリーズ

VB-E504

●2ポートが初実装されています。

※7

※8

デジタル多機能電話機（VB-F型端末）

システム連動※7（オプション）

デジタル多機能電話機（IP OFFICE端末）

単独電話機など

IP電話機（オプション）


