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多機能型 SIP 電話機　ボイスキャスター・アイピーフォン

STUN サーバに対応　自由なネットワーク接続を実現します
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※ ラインキー着信、マルチライン着信、バーチャルライン着信の通話チャネル数は合わせて 24 です。
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■このカタログの記載内容は 2018 年 11 月現在のものです。
■本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■記載されている製品名、サービス名称は各社の商標です。
■カタログと実際の商品の色とは印刷の関係上異なる場合
　があります。

■本製品は日本国内用です。海外ではご使用になれません。
■本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国
　の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取り
　ください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。
©NAKAYO,INC.

使用上のご注意

項 目 内 容

イ ン タ フ ェ ー ス
回線ポート：100BASE-TX/10BASE-T（自動認識）

PCポート：100BASE-TX/10BASE-T（自動認識）
プロトコル SIP
液晶表示文字 漢字（全角 10 文字×6行）

電話帳 500 件
発着信履歴 各 20 件

外形寸法 約 179(W)×254(D)×122(H)mm
（液晶低位置設定時、スタンド 20°の場合）

質量 約 0.9Kg

電源
HUB 給電：IEEE802.3af 準拠
AC100V±10V(50/60Hz)：
専用 ACアダプタによる（別売）

消費電力 約 4.5W

製造

環境条件 温度：0～40°湿度：25～80%（結露なきこと）

MADE  IN  JAPAN

主な仕様

主な特長

主な機能

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

システム構成例

STUN サーバに対応
STUNサーバと連携することでNAT 越えを行い、専用線（仮想含む）や閉域網、
キャリアサービス、ALG等を利用せずにクラウド上 /別拠点（インターネット経由）
の SIP サーバに接続して通話することが可能です。

バーチャルラインに対応
複数の番号を一つのボタンに着信させることができます。
複数番号がある場合に便利な機能です。

3 者通話に対応
端末側の操作で 3者通話が可能です。

クリック to コール、クリック to アンサーに対応
パソコンにて、電話機の発信・応答操作をすることができます。

オートコンフィグ機能
電話機を運用するために必要なデータをサーバから自動取得することができます。

SIP サーバ /IP-PBX

SIP サーバでの運用例

ルータ

クラウド PBX での運用例

HUB

STUNサーバ クラウド PBX

インターネット

■外線 /内線発信
■GW指定発信
■IP アドレス指定発信
□発信ラインキー捕捉
■オンフックダイヤル
■プリセットダイヤル（一括発信）
■電話帳ダイヤル
■短縮ダイヤル
■発着信履歴ダイヤル
■再ダイヤル
■ワンタッチダイヤル
■ワンタッチミックスダイヤル
■ワンタッチオンフック発信
■ホットライン呼出
■発信者番号通知
□代表番号通知
□発信者番号通知 /非通知指定発信
■発信者番号通知 /非通知固定発信
□発信者番号表示
■表示情報選択
■市外局番自動付加

発信

着信
□外線着信識別
□外線個別着信（ダイヤルイン着信）
□外線代表着信（マルチライン着信）

□バーチャルライン
□外線着信音選択
□内線着信識別
□内線個別着信
□内線代表着信
□内線着信音選択
□ラインキー着信表示
■オフフック自動応答
■プリセレクション
□代理応答（コールピックアップ）
■ドアホン着信
□クリックトゥコール自動応答
□クリックトゥアンサー
□内線自動応答
■自動応答（ヘッドセット使用時）
■不在設定（A）

通話
■スピーカ受話
■盗難防止通話
■ヘッドセット通話
■ハンズフリー通話
■ハンドセット通話ミュート
□3者通話
■DTMF 送出
■セッションタイマ（リンク監視）
■自動切断（ヘッドセット使用時）

保留・転送
■自己保留（RTP）
■端末保留（SDP）
□パーク保留（グループ保留）
□パーク保留解除
■自動保留選択
■電話帳閲覧転送
□応答後転送
□応答前転送
■保留警報
■パーク保留警報
□ラインキー保留

表示
■サーバ接続状態表示
■カレンダ表示
□カレンダ情報源選択
■自己 ID表示
■相手 ID表示
■通話時間表示
■切断理由表示
■電話機状態表示

その他
■音量切替
■サービストーン
■電話帳
■発信記録
■着信記録
■プログラマブルキー
□サービス起動ボタン
□オートコンフィグレーション
□メッセージ表示機能
■RAS 接続
■P2P 発着信対応
□DHCP サーバ登録
□SIP レジストラサーバ登録
■サーバ二重化対応
□着信転送機能設定
■ETHER インタフェースモード設定
■PC接続ポート接続
■VLAN対応
■QoS フラグ付与
■システムデータ設定（電話線設定）
■システムデータ設定（FTP 設定）
■PING 試験
■カメラ ID通知
□BLF 機能
□STUNサーバ

■：電話機機能　□：サーバ連携機能

※　ラインキー着信、マルチライン着信、バーチャルライン着信の通話チャネル数は合わせて 24 です。
注：記載された機能は SIP サーバ、IP-PBX と連動して実現する機能です。これらの機能を実現するために電話機の仕様を開示いたします。
　　詳しくは、営業窓口へお問合せください。
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