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安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず取扱
　説明書（マニュアル、手引書等を含む）をよくお読みください。

本商品は、ISO 9001国際品質保
証システムの認証を受けた工場で
製造されたものです。

JQA-0283

●この装置はクラスA情報技術装置（商業地域において使用されるべき情報装置）で、商工業地域での電波妨害防止を目的とした一般財団法人 VCCI協会の基準
に適合しています。しかし、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与えることがあります。説明書に従って、正しい
取扱いをしてください。●本商品は、TTC標準に準拠しています。●カタログの内容および商品の外観、仕様は予告なく変更する可能性があります。●本カタログに
掲載の商品には、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。●円滑なシステム稼動を維持するために、バッテリーの定期的な交換をお勧めします。
●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・リサイクル処理についての
お問い合わせは、当社営業または販売店にご連絡ください。●Com@WILL、CTstage、DISCOVERY neo、eおと、
IPstage、Visual Nexusは、沖電気工業株式会社の登録商標です。●その他、記載されている会社名、商品名は一般
に各社の商標または登録商標です。

2012.9（P）5.K

IP多機能電話機の音声が、従来の電話よりずっと聞き取りやすくなり、
微妙な発音やニュアンスも正確・明瞭に伝わるOKI独自のIP電話技術です。

お問い合わせ先

お問い合わせ・ご用命は

OKIビジネスセンター 〒108ー8551 東京都港区芝浦4ー10ー16

北日本支社
中 部 支 社
関 西 支 社
中四国支社
九 州 支 社

〒980ー0811
〒460ー0003
〒541ー0053
〒730-0017
〒810ー0001

宮城県仙台市青葉区一番町3ー1ー1
愛知県名古屋市中区錦1ー11ー20
大阪府大阪市中央区本町2ー5ー7
広島県広島市中区鉄砲町8-18
福岡県福岡市中央区天神2ー13ー7

☎022ー225ー6601
☎052ー201ー7001
☎06ー6260ー5111
☎082ー221ー2211
☎092ー771ー9111

☎03ー3454ー2111

最
大
収
容
数

方
式

機
械
的
仕
様

IP内線電話機※3
一般電話機
多機能電話機
デジタルコードレス基地局
デジタルコードレス基地局（IP対応）
デジタルコードレス電話機

局線

専用線

IP遠隔ユニット（IPLTU）
IP遠隔ユニット（IPGAU）
中継台

遠隔保守I/F（RMI）
制御方式
冗長構成
通話路方式
通話路構成
冗長構成

アナログ
INSネット64
INSネット1500
OD
LD
TTC2M
Dch共通線（1.5M）

チャネル容量※2

内線

トランク

その他

トラフィック容量（1ポート当り）
保守

制御系

通話路系

構造
架数
入力電源電圧
電源装置（整流器）
電源装置（バッテリー）
外形寸法（幅×高さ×奥行mm、1架当り）※4
質量（最大値、1架当り）※5

耐震性

冷却方式
騒音
環境条件（周囲温度・湿度）

XS 最大モデル
DCタイプ（入力電源）

最大モデル
ACタイプ（入力電源）項目

■DISCOVERY neo 仕様

【技術基準適合認定（JATE）】
ACDE12-0183001 M12-0006

【筐体色】　色名称 : ペールホワイト
マンセル値 : 7.5PB8.5/0.5

512
512
512
512
320

512
512

160（320ch）
22（506ch）
320
320

16（480ch）
22（506ch）

16

1
AC100V
本体内蔵

本体内蔵／外付

398kg （バッテリーを含む）

16480
14000
2000
1200
800

9000
1600

400（800ch）
75（1725ch）
800
800

55（1650ch）
75（1725ch）

55

最大2

1024

208

64
7.1HCS
対応

蓄積プログラミング方式
一重化／二重化
PCMデジタル方式

T1段
一重化／二重化

自立型キャビネット（ビルディングブロック）

650×2100×500

標準床固定 ： 水平加速度7.84m/S２ （0.8G）
現地追加措置 ： 水平加速度14.1m/S２ （1.5G）

強制空冷
55dB以下

温度 ： 0～40℃／湿度 ： 20～80％RH（結露なきこと）

16480
14000
11200
11200
3000
1024
9000
12640

3160（6320ch）
608（13984ch）

6320
6320

451（13530ch）
608（13984ch）

208
451
64

最大7
DC48V

外付・別途用意
－

270kg

※1

最
大
収
容
数

一般電話機
多機能電話機
デジタルコードレス基地局
アナログ
INSネット64
INSネット1500

音声符号化圧縮方式
FAX通信方式
ネットワークインターフェース
入力電源電圧
停電時バックアップ
外形寸法（幅×高さ×奥行mm）※9
質量（最大値）※10
冷却方式
環境条件（周囲温度・湿度）

内線

局線

IPLTU A IPLTU B IPLTU C IPGAU
■IP遠隔ユニット 仕様

240
240
80
240

60（120ch）
10（230ch）

192
192
96
192

48（96ch）
12（276ch）
G.711/G.729a

圧縮時 ： T.38／非圧縮時 ： デジタル透過

48
48
24
48

12（24ch）
3（69ch）

430×132×500
11kg

32
32
8
－
－
－
G.711

デジタル透過

420×80×420
7kg

10BASE-T／100BASE-TX（自動認識）
AC100V

強制空冷
温度 ： 0～40℃／湿度 ： 20～80％RH（結露なきこと）

収容数はそれぞれの最大値であり、組み合わせにより変動します。
物理的に拡張可能なチャネル容量を示しています。
IP多機能電話機、Com@WILLソフトフォン、Com@WILLソフトフォ
ンスマート、スーパーホンIP-V2、3G/無線LANデュアル端末の回線
数の総和が、IP内線電話機の回線数になります。
高さは最大値です。回線ユニットの搭載数により異なります。
回線パッケージを搭載したときの最大値です。

※1
※2
※3

※4
※5

収容数はそれぞれの最大値であり、組み合わせにより変動します。
本体の寸法です。突起物（ゴム足、コネクター、取付金具など）は含ま
れません。
回線パッケージを搭載したときの最大値です。

※8
※9

※10

「XS」は小規模オフィス向けのモデルで、513ポート以上への拡張は
できません。「VS（500ポート）」以上のモデルは、ライセンスの追加に
より最大収容数の拡張が可能です。
ACタイプのみのモデルです。

※6

※7

XS※7
VS
 S
M
L
VL
XL

最大収容数ソフトウェアライセンス
■ライセンス別の最大収容数※6  

512
500
1000
3000
5000
10000
14000

項目

バッテリー（外付）
430×354×500

43kg

UPS（外付）

本商品をつねに万全な状態でお使いいただくため、保守契約をお願いしております。
保守契約に関する内容につきましては、当社営業または販売店にお問い合わせください。

※8

SIP-PBX



P.4

P.6

P.7

P.7

あらゆるビジネスシーンに最適なコミュニケーションを、 SIP-PBXの統合環境が強力に支援。

「DISCOVERY neo」は、従来型PBXの信頼性・堅牢性や豊富なPBX機能、高い回線収容力を備えつつ、
SIPサーバー型が得意とする多くのユニファイドコミュニケーション※1に対応。
あらゆるビジネスシーンで、すべてのオフィスワーカーのコミュニケーションを適切につなぎ、
企業の競争優位の確立に貢献します。

電話機や回線ユニットの収容効率の向上により、設置スペース・消費電力を従来機種※2に
比べて最大50％削減しました。

環境に優しいシステム
省スペース・省エネ設計

企業内のすべての電話設備を一括管理
でき、運用・管理コストを大幅に削減で
きます。

すべてのオフィスワーカーをつなげる
コミュニケーションの実現

あらゆるビジネスシーンに即した
適切なコミュニケーション

サテライトオフィス

資料共有やプレゼンスなど高度で多彩
な機能を搭載。簡易的なTV会議も開催
できます。

ソフトフォン

大・中小規模のIPテレフォニーシステム
とのSIP連携で、内線ネットワークの構
築により通信コストを削減できます。

SIP連携

無線LAN（社内）または携帯網（社外）を
介して内線通話ができます。クラウドサ
ービス「EXaaS」との連携も可能です。

本格的なビデオ会議に、ソフトフォンや
スマートフォンから参加できます。

ビデオ会議システム

オペレーターとオフィスの社員が一体
となった柔軟で迅速なお客様対応で、
CS向上に貢献します。

コールセンター

SSD（Solid State Drive）と最長9年の長寿命バッテリーの採用で、定期的なメンテナン
スに要する手間・コストを大幅に削減できます。

「SIP（Session Initiation Protocol）」はIPネットワーク上の双方向リアルタイム通信で使われるプロトコルで、IP
電話やビデオ会議、チャットなどのさまざまなコミュニケーション端末で採用されています。
OKIでは、従来型IP-PBXに比べ、より多くのSIP対応の端末を収容でき、ユニファイドコミュニケーション※1も強化し
たPBXを「SIP-PBX」としてご提案しています。

※1 電話、メール、モバイル、ビデオ会議などのさまざまなコミュニケーション手段を、IPネットワークに統合することを指します。人と人をつなぐシームレスなコミュニケーション環境、時間と場所を選ば
ないオフィス環境、お客様との密接な関係を作るコンタクト環境が実現できます。

SSD・長寿命バッテリー

※2 当社製IP-PBX「DISCOVERYシリーズ」を指します。

支社・支店 支社・支店

本 社

SS9100

Visual Nexus

UM7700

CTstage 5i

携帯電話

P.5

約700種の豊富なPBX機能に加え、ユニファイドコミュニケーションを強化。従来機種※2

の回線パッケージ・電話機を利用でき、リプレース時の導入コストを大幅に削減できます。

長年培ってきた従来機能と高い信頼性を継承
豊富なPBX機能

制御部や回線ユニットの各種パッケージの冗長構成により、システムの信頼性が向上。サバ
イバル対応によりネットワーク障害にも強いシステムです。

冗長構成、サバイバル対応

P.6

P.6

P.8

P.8

オフィスの電話機と外出先のモバイル
端末が内線番号で通話でき、業務効率
化と通信コスト削減を図れます。

FMCサービス

「ひかり電話オフィスA（エース）」をはじ
めマルチキャリアのサービスに対応し、
通信コストを削減できます。

IP電話サービス

IPネットワーク

携帯網

IPネットワーク

ホテルコンピューターとの連携で、お客様
に質の高いサービスを提供。モバイル端
末で、お客様からの問い合わせに迅速に
対応できます。

ホテル P.9
ナースコールシステムとデジタルコード
レスの連携で、患者さんからの呼出に迅
速に対応できます。

病院 P.9

OKIのSIP-PBX

携帯網

P.7スマートフォン

P.9
オフィスの配線を最小限に抑えながら、
業界最長クラスの長時間通話で、いつで
も、どこにでも手軽に持ち運べます。

デジタルコードレス電話機
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従来機種※3

電話機や回線ユニットの収容効率が飛躍的に向上しました。

省スペース・省エネ設計
「DISCOVERY neo」では、内線電話機の
収容効率を高めるとともに、回線ユニット
の収容数を拡張しました。
これらにより、設置スペース・消費電力とも
に従来機種※1に比べて最大50％削減※2。
内線・外線を最大数収容してもキャビネット
7架に収まります。

定期的なメンテナンスに要する手間やコストを大幅に削減できます。

SSD・長寿命バッテリーを採用
SSD※1の採用により、駆動部分の劣化に
ともなう定期交換が不要になりました。ま
た、停電時でもPBXサービスを提供※2す
るためのバッテリーには、標準タイプ（交換
目安は最長5年）に加え、入力電源に
AC100Vを利用するタイプではPBXの
法定耐用年数を超える長寿命タイプ（交
換目安は最長9年）もご利用いただけるよ
うになり、バッテリー交換の手間やコストを
大幅に削減できます。

環境に優しいシステム
設置スペース・消費電力を大幅に削減。メンテナンス性も向上しました。

長年培ってきた従来機能と高い信頼性を継承
従来型PBXの豊富な機能と、冗長構成などによる高い信頼性を引き継ぎました。

オフィスのさまざまな
コミュニケーション形態

に柔軟に対応

内線電話機の収容数
9600台/7架

バッテリーは標準タイプのみ
（交換目安 最長5年）

内線電話機の収容数14000台/7架

長寿命タイプ（外付）
交換目安：最長9年
停電時の動作時間：3時間

長寿命タイプ（内蔵）
交換目安：最長9年
停電時の動作時間：2時間

設置スペース・消費電力
最大50％削減※2

（従来機種比※1）

SSD※1採用で
定期交換が不要

ネットワーク障害時は
サバイバルBOX運用に自動切替

従来機種※1

DISCOVERY neo

DISCOVERY neo

DISCOVERY neo

約700種の豊富なPBX機能

サバイバルBOX

従来機種※1

SS9100

IP多機能電話機

IP遠隔ユニット

デジタル
コードレス

ビデオ会議システム
「Visual Nexus」

コールセンターシステム
「CTstage 5i」

継承 継承

IPネットワーク

※1 Solid State Drive。フラッシュメモリを用い
たドライブ装置です。

※2 バッテリーによるPBXサービスの提供時間は、
標準タイプは3時間（キャビネット内蔵）、長寿
命タイプは2時間（キャビネット内蔵）もしくは3
時間（キャビネット外付）です。

※3 当社製IP-PBX「DISCOVERYシリーズ」を指
します。

※1 当社製IP-PBX「DISCOVERYシリーズ」を指
します。

※2 IP多機能電話機2000台で試算したものです。
システム構成により削減効果は異なります。

リプレース時の導入コストを大幅に削減できます。

従来機種の豊富なPBX機能と回線パッケージ・電話機を継承
従来機種※1で長年培ってきた約700種の
豊富なPBX機能をすべて継承しながら、
IPテレフォニーサーバー「SS9100」が
得意とするユニファイドコミュニケーショ
ンやSIP関連の機能も継承することで、
オフィスで求められるさまざまなコミュニ
ケーション形態に柔軟に対応できます。
また、従来機種の約80種におよぶ回
線パッケージをはじめ、各種電話機を
「DISCOVERY neo」でも継続してご利
用※2いただけますので、従来機種からリプ
レースするときの導入コストを大幅に削減
できます。

安心してご利用いただける、信頼性の高いシステムです。

冗長構成、サバイバル対応
SSDの採用に加え、制御部や回線ユニッ
トの各種パッケージ※1の冗長構成により、
システムの信頼性が向上しました。
また、支社・支店に「サバイバルBOX」を設
置することで、ネットワーク上の機器が故
障した場合でも、支社・支店内ではサービ
スを継続してご利用いただけます。
国土交通省の耐震基準（水平加速度
7.84m/s2、0.8G）※2に準拠しています。

※1 当社製IP-PBX「DISCOVERYシリーズ」を指
します。

※2 ご利用いただける回線パッケージや電話機は、
担当営業にお問い合わせください。

※1 冗長構成が可能なパッケージは、担当営業に
お問い合わせください。

※2 国土交通省「電気通信設備工事共通仕様書」
（平成22年版）における「耐震据付設計基準
（1階及び地階／重要機器B）」の値に準拠し
ています。標準工法（床固定のみ）での数値で
す。追加措置を施した場合は、14.1m/s2、
1.5Gに向上します。

バッテリー

制御部

バッテリー

 各種電話機・中継台など 

ユニファイドコミュニケーション

 約80種の
回線パッケージ

各種SIP端末収容

 IPstageシリーズとのSIP連携

本社 支社・支店

DISCOVERY neo

回線
ユニット
（二重化）

待機中 運用中

故障

故障

自動切替

ネットワーク
機器

冗長構成により
システムの信頼性が向上

制御部
（二重化）

内線電話機の
収容効率を向上

回線ユニットの
収容数を拡張
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すべてのオフィスワーカーをつなげるコミュニケーションの実現
サテライトオフィスを含むすべての拠点をIPでシームレスに接続。スマートフォンも活用でき、利便性の高いビジネス環境をご提供します。

本社・支社・支店の電話設備の一括管理で、運用・管理コストを削減できます。

サテライトオフィス収容
本社に「DISCOVERY neo」を設置し、
支社・支店など他の拠点（サテライトオ
フィス）にIP遠隔ユニットやIP多機能電話
機などを設置することで、IPネットワーク
を介したセンター集中管理の運用形態を
構築できます。
企業内のすべての電話設備を一括管理す
ることで、運用・管理コストの大幅な削減
とともに、省スペース・省エネにも貢献し
ます。

ソフトフォンならではの多彩な機能が、業務効率を高めます。

Com@WILLソフトフォン
高度なIPテレフォニー機能を簡単に利用
できる高機能なソフトフォンです。プレゼ
ンス表示※、TV会議、録音などの多彩なコ
ラボレーション機能を装備し、ビジネスの
流れがよりスムーズになるようサポートし
ます。

企業全体での迅速なお客様対応で、CS向上に貢献します。

コールセンターシステム「CTstage 5i」（国内シェアNo.1※）
コールセンターとオフィスをつなぐこと
で、コールセンターへの問い合わせをオ
フィスの関連部門に転送するなど、企業
全体での柔軟で迅速なお客様対応が可
能になり、CS（顧客満足度）の向上に貢献
します。
拠点ごとに対応している電話受付を、コー
ルセンターの受付窓口に一本化すること
で、運用・管理コストを削減できます。

SIP連携でシームレスな内線ネットワークを実現します。

SS9100、IPstage
とのSIP連携
IPテレフォニーサーバー「SS9100」と
I P - P BX「 I P s t a g eシリーズ」を、
「DISCOVERY neo」とSIPで接続するこ
とで内線ネットワークを構築でき、通信コ
ストを削減できます。
拠点間でのTV会議やプレゼンス確認、ア
プリケーション共有も利用でき、シームレ
スで利便性の高いコミュニケーション環境
をご提供します。

本格的なビデオ会議に、ソフトフォンやスマートフォンから参加できます。

ビデオ会議システム
「Visual Nexus」
「DISCOVERY neo」の内線端末として
ご利用いただけるソフトフォンやスマート
フォンを使って、OKIの「Visual Nexus」
が提供する本格的なビデオ会議に参加で
きます。
拠点間の会議はもちろん、出張先や自宅
からも会議に参加でき、情報共有と意思決
定プロセスのスピード向上とともに、移動
コストの削減にも貢献します。
BCP（事業継続計画）におけるコミュニ
ケーション手段としても効力を発揮します。

スマートフォンによる内線通話で、モバイルワーカーを強力に支援します。

Com@WILLソフトフォンスマート
スマートフォン※1にアプリケーション
「Com＠WILLソフトフォンスマート」をイ
ンストールすることにより、社内の無線
LANまたは社外の携帯網（データ通信）を
介して内線通話ができます。OKI独自のIP
電話技術「eおと」を採用することで、高品
位な通話を実現しました。
クラウドサービス「EXaaS Mob i le  
Desk」※2との連携により、社内のドキュメ
ントやメール、業務システムをスマート
フォンに情報を残すことなく安全に利用で
きます。

※1 ご利用いただけるスマートフォンは、担当営業
にお問い合わせください。

※2 「EXaaS（エクサース）」は、クラウドを利用するため
のお客様の端末や、端末とクラウドサービスをつな
ぐネットワークの導入支援から構築、運用までを手
掛ける、OKIのクラウドサービスの総称です。

※ 出典：株式会社矢野経済研究所 
コールセンター／コンタクトセンター市場
の実態と展望 2011

サテライトオフィス

※ご利用にはアプリケーションサーバー「AS8700」が必要です。

「DISCOVERY neo」の内線端末

オフィス

豊富な機能を持つ「CTstage 5i」の
管理ツールにより、稼働状況の把握や
業務効果の分析が可能

・オフィスに転送し、専門的な質問にも
 迅速に対応
・電話受付をコールセンターに一本化
 し、運用・管理コストを削減

既設の会議専用端末（他社製）も利用可

どこからでも
オフィスの社員に内線で連絡

VoIP対応無線LAN
アクセスポイント VPN装置

V
P
N

内線発信

内線発信

オフィス

内線通話で通話料が無料

拠点A
お客様 コールセンター

（電話受付）

拠点B

スマートフォン

資料共有
資料の内容をTV会議の相手と一緒に確認したい
ときには、TV会議の画面上にファイルをドラッグ
＆ドロップするだけで資料を共有できます。

プレゼンス・行き先の表示※

連絡したい相手の在席／離席などの状態や行き
先を、アイコンやテキストによって連絡する前に確
認できます。

会議の録音
電話・会議の内容を録音できます。録
音した会話は履歴の一覧からワンクリ
ックで再生できます。

TV会議
遠隔地同士でも自席で簡単に
TV会議（最大4者）を開催でき
ます。内線／外線を問わず、一
般・多機能電話機も参加でき
ます。

本　社

DISCOVERY neo

IP遠隔ユニット

DISCOVERY neo

DISCOVERY neo

支　社

一般電話機

IP多機能
電話機

デジタルコードレス

1システムに収容できる最大数センター集中で運用・管理コストを削減、
省スペース・省エネにも貢献 IP遠隔ユニット：208台

デジタルコードレス基地局（IP対応）：1024台

オペレーター
問い合わせ

IPネットワーク

拠点間会議 担当者間の
ミーティング

研修・セミナー 在宅勤務

転送

在宅勤務

外出先
DISCOVERY neo

ソフトフォン

既存設備／他社製PBX EX300

MX

SX

BV1270SIP
BV1600SIP

seriesIVG

TV会議、プレゼンス確認、
アプリケーション共有内線番号で発信／着信

会議に
参加

出張先のホテル

Visual Nexus Endpoint

スマートフォン

TV

TV

IP
ネットワーク

IP
ネットワーク

携帯網

インターネット
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あらゆるビジネスシーンに即した適切なコミュニケーション
さまざまな業種・業務形態にマッチする多彩なサービスをご用意。迅速な顧客対応が可能に なり、コスト削減にも貢献します。

※1 今後、対応予定です。
※2 ビューワー機能は、ネットワークカメラに接続することで利用できます。接続でき

るネットワークカメラの機種は担当営業にお問い合わせください。

業界最長クラスの長時間通話で、いつでも、どこにでも手軽に持ち運べます。

デジタルコードレス電話機「UM7700」
小型で軽量、シンプルな外観に、オフィス
での内線通話に求められるベーシックな
機能を搭載。業界最長クラスの長時間通
話（連続通話7時間、連続待受700時間）
に加え、高速ハンドオーバーで途切れの少
ない通話を提供します。
他の拠点に「DISCOVERY neo」または
「SS9100」が設置されている場合は、そ
の拠点に移動しても内線番号はそのまま
で利用できます（ローミング対応）。

オフィスの受付対応

汎用OSの採用で、用途に
合わせて新しいアプリの
開発・搭載が可能

ビューワーでカメラの
向きを操作     

「ひかり電話オフィスA（エース）」での通信コスト削減（月間）の例

受 付

ネットワークカメラ

ピンポーン

受付案内システム
部 署 選 択

個 人 選 択

※2

モバイル端末と固定電話の融合で、業務効率化と通信コスト削減を図れます。

FMCサービス対応
携帯キャリア各社のネットワーク（携帯網）
と専用回線で接続することで、オフィスの
電話機と外出先のモバイル端末※の間で
内線番号を使った発信／着信が可能にな
ります。
定額プラン（FMC利用料）により全国どこ
にいても、いつでも通話料は無料です。

※ 法人契約の「FMCサービス」に対応した携帯電
話／PHSを指します。

※ API：Application Programming Interface

全国一律・割安の通話料で通信コストを削減します。

IP電話サービス対応
マルチキャリア※1のIP電話サービスを利用できます。通話料は全国一
律で、従来の加入電話に比べ割安。同一契約者グループなら無料※2で
す。キャリアネットワークが提供する高音質で信頼性の高い音声サー
ビスを利用でき、長距離通話や拠点間通話の多いお客様ほど通信コス
トを削減できます。

大画面タッチパネルが受付・倉庫などさまざまなシーンで活躍します。

スマートデスクホン（パナソニック製「KX-UT670N」）※1
スマートフォンの多機能性・操作性と、固定電話機の通話のしやすさ。
両者の長所を兼ね備えるのがスマートデスクホンです。
7インチ（WVGA、800×480、高精細26万2千色カラー）の大画面
タッチパネルを通話時のダイヤルにも、ネットワークカメラのビュー
ワーにも使え、オフィスの受付や工場・倉庫の映像監視など、さまざま
なシーンで活躍します。既存のLANを使って簡単に設置できます。

ホテルコンピューターとの連携で、お客様に質の高いサービスを提供できます。

ホテル向けソリューション
モーニングコールやメッセージランプをは
じめ、ホテルコンピューターとの連携によ
るチェックイン／チェックアウト時の通話
料金の精算など、お客様に質の高いサー
ビスを提供できます。
ホテルスタッフがFMC対応の携帯電話や
スマートフォンを持つことで、館内を移動
しているときでも、お客様からの問い合わ
せに迅速に対応できます。

ナースコールシステムとの連携で、患者さんからの呼出にもすぐに対応できます。

病院向けソリューション
ナースコールシステムとの連携により、患
者さんからの呼出がデジタルコードレス
電話機のディスプレイに表示されるので、
どこにいても呼出を確認し、迅速に対応で
きます。
また、ナースコール親機からデジタルコー
ドレス電話機を呼び出して通話できます
ので、ナース同士がスムーズにコミュニ
ケーションをとることができます。

実績のある付加価値の高いAPI公開で、業務アプリ開発が容易になりました。

Com＠WILLアプリケーションパートナープログラム
オープンで開発しやすい「Com＠WILL」の
API※を公開することで、お客様のニーズに
きめ細かく対応する業務アプリケーション
を容易に開発できます。CRMパッケージと
連携して質の高いお客様対応を実現したり、
在席管理システムと内線電話の連携でプ
レゼンス確認やワンクリック発信が可能に
なります。

UM7700

※1 NTT東日本およびNTT西日本の「ひかり電話オフィスA（エース）」「ひかり電話オ
フィスタイプ」、NTTコミュニケーションズの「.Phone IP Centrex」、KDDIの
「KDDI 光ダイレクト」に対応しています。

※2 提供サービス・料金の詳細は、担当営業または各キャリアにお問い合わせください。

※3 グループ通話定額料金として月420円／チャネル（税込み）が必要です。
※4 アナログ回線100チャネルと、「ひかり電話オフィスA（エース）」100チャネルの

1ヶ月の通信費を比較したものです。

ご利用いただけるFMCサービス
・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」
・SoftBank「ホワイトオフィス」
・ウィルコム「W-VPN」

7インチ

内線番号はそのままで
利用可能（ローミング対応）

DISCOVERY neo

従来の加入電話

回線基本料

県外通話料

県内市外通話料

市内通話料

他拠点への通話料

携帯電話への通話料

ひかり電話オフィスA（エース）

通信コストを

削減
65 ％最大

※4

内線番号で発信／着信

お客様 Bさんを
お願いします。

はい、お待ちください。
（転送しよう）

BさんAさん

Pi, Pi

FMCで
通話無料

携帯網

Aさんはどこかな？

FMCで
通話無料

内線番号
1234

オフィス

「ひかり電話オフィスA（エース）」の通話料（税込み）

同一契約者
グループ 無料※3加入電話、INSネット、ひかり

電話への通話 

8.4 円/3分全国一律
NTTドコモの
携帯への通話 →50.4 円/3分73.5 円

デジタルコードレス電話機に
呼出種別や病室情報を表示

302号室から
呼び出しだわ。

病室(302号室)

デジタルコードレス
基地局

       

API
連携

API
連携

DISCOVERY neo 在席管理システムと連携CRMパッケージと連携

ホテル本館 別館

フロント

ホテルコンピューター

DISCOVERY neo

デジタルコードレス（客室清掃）

客室

メッセージランプ

スマートフォン
（FMC対応）

Chat
TV

履
歴

バ
デ
ィ検索

関西建設
□□ □□様

役職：課長
TEL:
情報：

対応者
△△ △△
自席

DISCOVERYneo導入企業

△△ △△
自席
○○ ○○
自席
XX XX
101会議室

イントラ

在席管理システム
部門一覧 個人情報部門一覧 関西支社　5F北

アドレス

営業1部 在席

南棟 北棟

不在

不在
総務

経理

営業部

技術部

氏名
所属
役職
勤務地
場所
行き先

□□□□
営業1部
部長
関西支社
外出
東京本社

電話

監視モード

6F
5F
4F
3F
2F
1F

6F
5F
4F
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ラインナップ

防爆電話機

本　社 支社・支店（サテライトオフィス）

アプリケーションサーバー ： AS8700
IP公衆電話網接続サーバー ： VC-D01
課金情報集計サーバー ： MM01-B

各種サービス用サーバー

IP遠隔ユニット

支社・支店（SIP連携）

ホテル 病院

サバイバル装置 IP公衆電話網接続装置

IP多機能電話機 デジタルコードレス電話機

MKT/IP-30DKWHF-V2

デジタルコードレス基地局デジタルコードレス基地局
（IP対応）

多機能電話機

UF7100

IPLTU B

IPテレフォニーサーバー
「SS9100」

（大規模オフィス向け）

ホテルコンピューター
PC課金コンソール（PCとソフト）

ルームインジケータ

IP-PBX「IPstageシリーズ」
（中小規模オフィス向け）

一般電話機

BV1270SIP
BV1600SIP

既設PBX

ナースコールシステム※3

UF7200IP

スーパーホンIP-V2 KX-UT670N
(パナソニック製)

ソフトフォン

Com@WILLソフトフォン

3G/無線LAN
デュアル端末※3

携帯電話

VoIP対応無線LAN
アクセスポイント※3

Com@WILL
ソフトフォンスマート※3

スマートフォン

一般電話機 中継台

パロルCX
2型/3型

基本架＋増設架（最大7架）

FMCサービス

携帯電話

コールセンターシステム

CTstage 5i

ビデオ会議システム

Visual Nexus

WX330JZ
(ウィルコム)

防水※1

WX330JZ E
(ウィルコム)

UM7700
（OKI製）

IPネットワーク

IPLTU A

MKT/G専用
DSSコンソール

サバイバルBOX VC-D01S

※1 IPX5、IPX7相当の防水性能です。　※2 今後、対応予定です。　※3 ご利用いただける商品については、担当営業にお問い合わせください。

IVG series
インターネット・ボイス・ゲートウェイ

パロルix
1型/2型（ライトグレイ）

親機 子機

EX300 MX SX

SIP電話機 スマートデスクホン※2

MKT/G- 30DK/S（標準タイプ）
30DKPF/S（アナログ回線停電対応、録音端子付）
30DKIPF/S（ISDN回線停電対応）
30DKX（DSSコンソール対応）

IP公衆電話網

IPLTU C IPGAU
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