
お問い合わせは下記へ�

NECインフロンティア株式会社　〒101-8532　東京都千代田区神田司町2丁目3番地� Cat.No.AKY232  060750006MM

古紙配合率100％再生紙を�
使用しています�

環境を考えて大豆インクを�
使用しています�

■ Aspire S システム主な仕様�

※1：主装置床置金具は含みません。　※2：ユニットを実装した場合の重量です。�

項目� Aspire S

交換方式�

内線線路条件�

消費電力�

使用電源�

内線呼量�

通話路方式� ＰＣＭ時分割方式�

6.0HCS／内線�

300ｍ以内（0.5ｍｍφケーブル）�

900Ω（20mA）以内（一般電話機の内部抵抗含む）�

20ＫΩ�

ＡＣ100Ｖ±10Ｖ（50／60Ｈｚ）�

技術基準等適合認定番号�

環境条件� 0～40℃／10～90％ＲＨ（結露なきこと）�

主装置外観寸法（W×D×H）※1

主装置重量※2
約418×136×340mm

65W

40W

約6kg（フル実装時）�

ACD 03-0071JP

蓄積プログラミング制御方式�

32ビットマイクロプロセッサ�

個別着信方式、NTTダイヤルイン方式、�
付加番号ダイヤルイン方式、分散方式、�

デジタルボタン電話応答方式（直結型、索線型）、�
ＩＮＳネットダイヤルイン方式、着サブアドレスダイヤルイン方式、�

中継台方式（ＤＳＳ）�

制御方式�

プロセッサ�

Dterm85

一般電話機�

漏洩抵抗�

待機時�

最大�

中継方式�

※1：ＣＳ接続装置の設置環境や電波状況によっては、同時通話可能台数が少なくなる場合があります。　※2：使用モードにより異なる場合があります。�
※3：連続待受時間とは、充電完了後、充電器に置かずに一度も通話しない状態の時の時間であり、通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると連続待受
時間は短くなります。　※4：アンテナ、突起部は含みません。　※5：電池パックを含みます。�

■ ＜デジタルコードレス＞主な仕様�
項目� 6CPS-E Carrity-NS シングルゾーンコードレス�

ー�

約3時間�

約6時間�

約70g

専用リチウムイオン電池�

送信電力�

充電時間�

使用電池�

連続通話時間※2

24同時通話可能台数（最大）※1

無線周波数� 1.9ＧＨｚ�

10mＷ�

約3.5時間�

専用リチウムイオン電池�

連続待受時間※3
約5時間�

約600時間�

約40×20×120mm

約3.5時間�

約5時間�

約73g

専用リチウムイオン電池�

約300時間�

約40×19×123mm

約300時間�

外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※4

重量※5
約40×19×123mm

約73g

安全上の�
ご注意�

リサイクル�
ご協力の�
お願い� Pb Ni-Cd Li-ion 

リチウムイオン電池のリサ
イクルにご協力ください。�

ニカド電池のリサイクルに
ご協力ください。�

小型シール鉛蓄電池のリ
サイクルにご協力ください。�

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読
みください。●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、感電、故障などの原因となります。�

このマークはＮＥＣの定める環境配慮基準を�
満たした商品に表示されるものです。�
この基準の詳細はＮＥＣインフロンティアの�
ホームページをご覧ください。　�

http://www.necinfrontia.co.jp/

2006年7月現在�

NECインフロンティア拠点�

●お問い合わせは、NECインフロンティアへ�
 NECキーテレフォンインフォメーションセンター TEL:044-811-3576�
 受付時間　午前9時～12時 午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）�

 ■E-mailでのお問い合わせ　�
 ■ホームページ　http://www.necinfrontia.co.jp/

北海道支社�
苫小牧出張所
旭 川 支 店 �
東 北 支 社 �
北東北支店�
郡山営業所�
関東甲信越支社�
水 戸 支 店 �
新 潟 支 店 �
北関東支店�
長野営業所�

1(011)221-2711�
1(0144)38-2120�
1(0166)26-1511�
1(022)262-5373�
1(019)654-0504�
1(024)934-3040
1(048)650-1811�
1(029)226-9191�
1(025)245-0311�
1(028)622-7421�
1(026)227-0436

東 京 支 社 �
神奈川支店�
西東京支店�
千 葉 支 店 �
中 部 支 社 �
静 岡 支 店 �
浜松営業所�
関 西 支 社 �
京 都 支 店 �
神 戸 支 店 �
北 陸 支 店 �

1(03)5282-5850�
1(045)662-6241�
1(042)527-2221�
1(043)204-8001�
1(052)264-4851�
1(054)251-3886�
1(053)459-2151
1(06)6120-0700�
1(075)361-0248�
1(078)251-2225�
1(076)221-5044�

中国四国支社�
岡山営業所�
四 国 支 店 �
松山営業所�
九 州 支 社 �
中九州支店�
南九州支店�
宮崎営業所�
大分営業所�

1(082)541-2211�
1(086)244-2002�
1(087)815-2555�
1(089)933-6690
1(092)431-7555�
1(096)381-3030�
1(099)285-0011�
1(0985)25-6333�
1(097)536-7224

■ Aspire S システム容量�

項目�
基本主装置�

初実装� 初実装＋拡張�

スロット数�

デジタルコードレス接続装置（CS）�

短縮番号�

ボイスメール�

最大外線数�

最大内線�

電話機数�

最大IP�
接続数※2

アナログ�

INSネット64

INSネット1500

LD専用線�

OD専用線�

カールコードレス電話機※1

Dterm85多機能電話機�

デジタルコードレス電話機※7

ＩＰ外線�

ＩＰ内線（IPterm）�

ＩＰ内線（SIP）�

一般電話機�

－� 16

－� 8

－�－�

12

－� 12

－�

8
24

8

2 18

－� 40

シングルゾーンコードレス※1 ※7 －� 8

－� 16

－�

－�

－�

40

24

8

ディスプレイボード※5

ＤＳＳコンソール※3

ドアホン※4

－� オプション（1）�

－� 4

－� 24

共通短縮＋グループ短縮：2000�、個別短縮：20

フリースロット：6、専用スロット：2

16

50

4

4

コアライン※6

※表中の数値は各項目を単独でみた場合の最大値であり、実際に収容可能な数値は、 組み合わせにより異なります。�
※1：シングルゾーンコードレスとカールコードレス電話機は、合わせて最大8台まで利用が可能です。�
※2：IP内線は最大内線収容数、IP外線は最大外線収容数に含まれます。�
※3：DSSコンソールはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。�
※4：ドアホンはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。�
※5：ディスプレイボードはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。�
※6：コアラインは最大内線数に含まれます。コアラインHUBアダプタ（CAD-F（8）-11 ADP）にて構成。�
※7：デジタルコードレスシステム利用時はシングルゾーンコードレスのご利用はできません。�

●「FOMA／フォーマ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 ●本商品のかな漢字変換プログラムにはエー・アイ・ソフト株式会社のＷＸⅢを使用しています。ＷＸⅢはエー・アイ・ソフト株式会社の商標です。　ＷＸⅢ：Copyright © A.I.SOFT,INC.1992-1999 ●本カタログに掲載されている会
社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●正常なご使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品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、商品の故障・誤動作、または、停電等の外部要因で電話機等が使えなくなったことによる付随的損害（通話など）の保障については、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。 ●本商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後７年です。 ●本商品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出
の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。また当社は本商品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。 ●本カタログに掲載されている商品の色
は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。また、画面はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。 ●このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。�

●本商品を最適な環境でご使用いただくため、定期点検等による事前予防が重要です。保守サービスに関する詳細内容については弊社または販売店にお問い合わせください。�

オフィス コミュニケーション ゲートウェイ�

もっと快適でビジネスの効率アップと�

コストダウンを実現�

SIP、H.323 V3及び独自手順�

G.711、G.729AB、G.723.1

8～128ms（G.168）�

10／100Mbpsイーサネット�

RJ45

■ ＜ＶｏＩＰ機能＞主な仕様�
項目� 概要�

ゲートウェイ機能�

呼設定プロトコル�

対応ネットワーク�

コネクタ種別�

符号化方式�

エコーキャンセラー�

インタフェース�

最大1000アドレス（H.323端末の内線登録用）�アドレス変換テーブル数�ゲートキーパー機能�

■ ＜QoS無線LAN AP＞主な仕様 
項目� 概要�

無線通信�

環境条件�

準拠規格�
国際標準規格：IEEE802.11b/g�
国内標準規格：ARIB STD-T66／RCR STD-33

伝送方式� 11b：DSSS方式、11g：OFDM方式�

外形寸法（W×D×H）※1 約198×155×62mm

電源� AC100～240V／50～60Hz対応ACアダプタ（0.36A～0.2A,33VA）�

温度：0～40℃,　湿度：20～80％（動作時）（結露なきこと）�

周波数：2.4GHz（ISM波帯）（2.400GHz～2.497GHz）�
チャネル数：11b･･･14ch、11g･･･13ch�
通信速度 ：11b･･･11/5.5/2/1Mbps�
                11g･･･54/48/36/24/18/12/9/6Mbps

※1：アンテナ、突起部は含みません。�

シングルゾーンタイプ�

※1：アンテナ、突起部は含みません。�

■ ＜CS接続装置＞主な仕様 
項目� ダイバシティタイプ�

重量�

接続台数（最大）� 8

3

8

1同時通話可能台数（最大）�

給電方式� システム給電�

主装置～接続装置間距離� 200ｍ以内（0.5ｍｍφ）�

約320g
外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※1 約160×４４×154mm 約160×44×154mm

約300g

■デジタルコードレス電話機のご注意�
※電波を使用しているため、障害物等により電波の届かない所ではご使用になれません。またテレビ・ラジオ・アンプ・スピーカボックスなど電磁波や磁気の発生する機器のそばでご使用した場合やご使用中に電波状態の悪い所へ移動した場合は、雑音が発生したり、通
話が途中で途切れるなどの原因となる場合がありますので避けてください。※電波を使用している関係上、第三者が特殊手段を講じた場合には盗聴を完全に防ぐことはできません。機密を要する重要な会話には有線式の電話機をご使用いただくことをおすすめします。
※デジタルコードレス電話機の通話できる範囲（屋内）は、接続装置（CS）から見通し距離約100ｍでご使用になれますが、周囲の環境条件（コンクリート、壁、金属等）やご使用状況により多少通話がとぎれたり、通話エリアが狭くなることがあります。※デジタルコードレ
ス電話機でPHS公衆サービスをご利用になるには、別途PHS事業者との契約が必要です。���
■カールコードレス電話機のご注意��
※この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定小
電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。※この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してくださ
い。※万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにこの機器の電波の発信を停止した上で、お買い上げの販売店あるいはお客様相
談室にご連絡頂き、混線回避のための処置などについてご相談ください。※その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの
ことが起きたときは、お買い上げの販売店あるいは弊社営業拠点へお問い合わせください。�
■コードレス電話機の電池パックは消耗品です。電話機の使用頻度にもよりますが、デジタルコードレス電話機は約1年程度、カールコードレス電話機は約2年程度ご使用になれます。長時間充電
してもすぐに電池の残量が少なくなる場合には新しい電池パック（別売品）に交換してください。�
■装置設置後２年半を目安に停電バックアップ用鉛蓄電池の交換が必要になります。�
■装置設置後３年を目安に主装置のメモリバックアップ用電池の交換が必要になります。�

2.4FH8

本商品は、2.400～2.4835GHzの帯域を使用する無線設備
を内蔵しています。移動体識別の帯域が回避可能で、変調方
式は「FH-SS方式」、与干渉距離は
80mです。本商品には、それを示す右
記のマークが貼り付けられています。�



ビジネスを強力に支援する多彩な機能、優れたコストパフォーマンスが魅力のシステム。�

電話を、もっとビジネスに活かしたい。しかも、通信コストは削減したい。�
そんなニーズに応えるシステムが、オフィスコミュニケーションゲートウェイ「Aspire S」です。�
コンパクトなシステムに便利な機能を満載、将来のシステム拡張にも対応が可能。�
さまざまな点でビジネスに貢献できる、いいこと盛り沢山のAspire Sです。� ※アスパイアとは、「Aspire＝熱望する、大志を抱く」を意味しています。�

IP電話サービスによる通信コストダウン� 通信コストを削減できます�

コードレス電話機がシームレスなコミュニケーションを実現� オフィスの機動性がアップします�

ボイスメールで確実・スピーディーな情報伝達� ビジネスチャンスを逃しません�

洗練された多彩なビジネスホン機能� ビジネスの役立つ機能で効率アップ�

人間工学に基づいたDterm85電話機� 高機能と使いやすさを両立させました�

ニーズに合わせて選べる端末� 多彩さが魅力のラインナップです�

各通信事業者が提供するＩＰ電話サービスは一般公衆回線と比べ格安なため、通信コストを削減可能なサービスです。通話料金は日

本全国3分8．4円（税込）＊1、国際通話料アメリカ1分9円（免税）＊1。同一のIP電話サービス同士の通話は無料で利用できます。また、

インターネットと共用可能なIP電話サービスを利用することにより、インターネット用アクセス回線を複数契約する必要はありません。�

社内ではコードレス、外出先ではＰＨＳ＊、1台2役のマルチラインデジタルコードレス電話機�

マルチキャリア対応�
いろいろ選択できるIP電話サービス�

マルチゾーンコードレス�
社内のどこにいても電話がつながる�

社内のどこにいても電話が利用できますので、離席中にお客様

から電話があっても迅速に対応、お客様をお待たせしません。また、

折り返し電話が減ることで、通信コストの削減にもつながります。�

�

シングルゾーンコードレス�
デジタルコードレスシステムの操作性を

そのままに子機とアンテナを１対１で運

用する安価なコードレス電話機です。�

カールコードレス電話機�
多機能電話機の操作性を継承した、

ハンドセットコードの無い、受話器を持ち

歩けるタイプのコードレス電話機です。�

機能ボタンとして使える�
6個のファンクションボタン�

外線ボタン、パーク保留ボタン、ボイスメール

の機能ボタン等、よく使う機能をファンクショ

ンボタンに割り当てることにより簡単操作を

可能にします。�

一般公衆回線／IP電話サービス�
自動選択発信�

IP電話の発信操作がらくらく簡単�

ＩＰ電話サービスに対応していない電話番号へかける

場合、また、万が一IＰ電話サービスに障害が発生した

場合はあらかじめ設定した一般公衆回線を自動的に

選択して発信します。�

内線IP多機能電話機�
内線電話もIP化してレイアウト変更工事費削減�

ＩＰ多機能電話機なら、PC同様LANに接続するだけ

で内線環境を実現。レイアウト変更時、同一LAN内

なら電話機を移動先のHUBに差し込むだけ。従来

必要だった設定・配線工事が不要になります。�

DX2D-6CPS-E

保留1 保留2 保留3

外線1 外線2 ボイス�
メール�
�

2

5

1

4

3

6

ファンクションボタン割り当て設定例�

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社�
・Fusion IP-Phone

一般公衆�
回線�

IP電話�
サービス�

110、119、�
フリーダイヤル�
などへの発信�

ＩＰ回線異常�

※マルチゾーンコードレスとシングルゾーンコードレスは1つのシステム内で併用できません。� ※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。�

NTTドコモ FOMA®「N900iL」の内線収容�

NTTドコモのFOMA「N900iL」をAspire Sに内線収容することに

より、事務所では内線端末として、外出先ではFOMA端末として利

用できます。�

事務所からの発信はAspire Sに収容している外線を利用しますの

で携帯電話の通話料金を削減できます。�
NTTドコモ �

FOMA「N900iL」�

お客様�

事務所�

倉庫�

同一ＩＰ電話サービス同士の通話は無料�

通信コスト削減の切り札�

インターネットアクセス回線�

長距離 3分 84円（税込）＊3
�

日本全国 3分 8.4円（税込）＊2
�

オフィスの機動性をアップする�

相手先�

一般公衆回線�

インターネット�
IP電話サービス�

￥�￥�￥�

COS
T�

DOW
N!

＊1：本カタログに記載している通話料金は2006年3月現在のものであり、料金改訂で変更になる場合があります。通話料金は各キャリアにお問い合わせください。�

＊2：KDDI（株）のKDDI IPフォンを利用して一般電話へかけた場合の通話料金です。�
＊3：KDDI（株）の一般公衆電話サービス平日昼間100km超の通話料金です。�
　�
※IP電話サービスの料金及びサービスの詳細につきましては、各キャリアへお問い合わせください。�

＊デジタルコードレス電話機でPHS公衆サービスをご利用になる場合、別途PHS事業者との契約が必要です。�

ルータ� ルータ�

NTTコミュニケーションズ株式会社�
・OCNドットフォン オフィス�

KDDI株式会社�
・KDDI IPフォン�
・KDDI IPフォン セントレックス（タイプ  ）�
・KDDI IPフォン（イントラ型）�
・KDDI 光ダイレクト�

一般公衆回線へ�
自動的に迂回�

内線端末として利用�FOMA端末として利用�

・ひかり電話ビジネスタイプ�

西日本電信電話株式会社�

・ひかり電話ビジネスタイプ�

東日本電信電話株式会社�

Aspire Sは通信事業者が提供するIP電話サービスを収容できます。�



ビジネスを強力に支援する多彩な機能、優れたコストパフォーマンスが魅力のシステム。�
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Computer Telephony連携�

電話機とコンピュータを連動させるCTIシステムを構

築できます。ビジネスのニーズにあわせた、豊富なア

プリケーションで電話応対をサポート。担当者以外

でも、お客様の詳細情報を見ながら応対ができます。�
お客様�

■着信拒否機能�

非通知でかかってきた着信に対してメッセージ＊を送出することが

可能。迷惑電話などを防止します。�

着信機能�

身近でシンプルに使いこなせる便利な機能を満載�

1

多機能電話機Dterm85をPC画面で表示し、外線表示をはじめとする電

話機能をそのまま利用でき、机の省スペース化を実現します。ソフトフォン

に搭載している電話帳機能で検索や発信を効率化できます。�

省スペースとフリーアドレス環境を実現するソフトフォン�

あらかじめ登録した電話番号への発信を規制します。�

個人登録発信規制�2

事務所から携帯電話にかける際、通話料金が安くなるアクセスコー

ド、『00××』を自動的に付加します。�

固定発携帯アクセスコード自動付加�4

ビジネスの役立つ機能で効率アップ� ビジネスチャンスを逃さない�

留守番電話や外線の自動転送など、業務終了後の電話応対モー

ドをワンタッチで設定、解除できます。�

夜間モード切替�5

電話機でドアホン呼び出しに応対できるのに加え、ドアの電子ロッ

クも開錠可能です。※接続できるドアホン・TVドアホンは弊社推奨品に限ります。�

カラーTVドアホン連動機能�6

迷惑電話�

非通知で発信�

大変申し訳ござい
ませんがお客様の
電話番号通知をお
願いします。�

アクセスコード「00××」を自動付加�

090-1234-5678 00××-090-1234-5678

個人電話帳が最大500件、共有電話帳は最大1,000件まで登録可能です。また、

すでにお客様がお持ちの電話帳データベース（Contact XML／Excel／Access）

を利用できます。�

●電話帳機能�

USBハンドセット�

付属のUSBハンドセットは発着信に必要

なダイヤルキー、ファンクションキーを搭載

しております。また、ソフトフォンをインストー

ルしたPCがスクリーンセーバー時もUSB

ハンドセットで発着信可能です。�

●ビジネス用途を追求したUSBハンドセット�
●動作環境�

Microsoft® Windows® XP Professional Edition 日本語版�
Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版�
Microsoft® Windows® 2000 Professional Edition 日本語版�

OS

インテル® Pentium®Ⅲ プロセッサ 1GHz以上、AMD Athlon/Duron 1GHz以上�CPU

256MB以上�メモリ� HDD 30MBの空きスペースが必要�

XGA 1024x768 High Color（16bit、65536色）対応�ディスプレイ�

LANポート（100BASE-TX）：1ポート、USBポート：1ポート以上�
Internet Explorer 6 Service Pack 1（SP1）�

その他�

URL

●顧客管理・受発注管理など�

（株）アクティブ情報サービス�ソフトブレーン（株）�

●Web対応�
　営業支援パッケージ�

（株）電算インフォメーション�

●小規模宿泊施設向け顧客管理�
　予約管理・会計処理など�

●総合CRM

スーパーシーアールエム Co.,Ltd.

●ホテル・旅館向けシステム�

（中・小規模向け）� （小規模向け）�（株）クリップス�

イリイ（株）�

●項目設計自由なパッケージ�
　CTIアプリケーション�

●米穀小売店向け顧客管理�
　販売支援・売上管理など�

（株）ソフトウェア設計�

●顧客管理・販売管理など�

NEC

●顧客管理・�
　地図連動販売分析など�

インフォネット（株）�

ユアササポートサービス�

●販売管理・顧客管理など�

（株）大塚商会　　�

業務で選べるCT連携アプリケーション� 各アプリケーションソフトの詳細な機能は下記ホームページをご覧ください。 �
　　　 http://www.necinfrontia.co.jp/

発信者番号通知�

○○様、�
いつもお世話に�
なっております！�

＊メッセージを送出するために標準／高機能ボイスメールが必要です。�

外線自動転送設定時、転送先を最大8ヶ所まで登録できスムーズ

に転送します。大事な電話を逃がしません。�

外線自動転送（ステップ転送）�3

お客様�

ステップ�
転送�

第1転送先� 自宅�

第2転送先� 携帯電話�

第1転送先が不応答の場合は
第2～8転送先へ接続されます。�

■識別着信機能�

発信者から通知された番号情報＊を識別して、あらかじめ設定した

内線電話機に着信させる、または、着信を拒否することが可能です。

設定可能な番号情報は、最大2000件です。�

お得意様�

＊ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。�

担当者�

事務員�

通話を録音できますので、伝言メモは不要。外出先から録音内

容を聞くこともできます。�

通話録音�

ボイスメール機能による業務効率アップ�

Aspire Sでの通話内容をそのまま録音して、簡単にミスなく伝言を伝えられます。�

ボイスメールシステムには、基本

機能に絞った標準ボイスメールと、

応用機能を追加した高機能ボイ

スメールがあります。�

1

社内または外出先のプッシュ信号の出る電話機から、伝言の録

音や聞き取りができます。�

メールボックス�2

応答者が少なくて速やかに電話応答できない時に、自動的に音

声メッセージでご案内します。�

着信お待たせメッセージ�3

すべての着信を留守番電話で応対する他に、不応答時や話中

の留守番電話設定や解除もワンタッチで操作できます。�

留守番電話設定�4

※一般着信の場合のみ対応�

●仕様�

※ボイスメールユニットが必要です。�
�

チャンネル数�
最大録音時間�
メッセージ数�
伝言ボックス数�

複数の相手に�
メッセージを録音�

同報メッセージ�
バイリンガル対応�

標準ボイスメール�
�

約1時間�
100件／1ボックス�

15個（宛先不明ボックス1個含む）�

-�
�
-�
-

高機能ボイスメール�
�

約30時間�
100件／1ボックス�

300個（宛先不明ボックス任意で設定）�

最大20ボックス�
�

10グループ　100メールボックス�
英語ガイダンス�

最大8（再生：8、録音：8）�

おっ！�
伝言だ。�

お客様� 外出先の�
担当者�

お知らせ�
メッセージ�

田中は外出して�
おります。�
伝言を承ります。�

田中さん�
いらっしゃい�
ますか？�

事務所で録音�
外出中の営業マンに�
メッセージを録音�

明日10時から�
会議があります。�

外出先でメッセージを�
聞き取り�

明日は�
会議だな。�

明日10時から�
会議があります。�

お客様� 他のお客様の応対中�自動音声メッセージ�

ただ今電話が�
混み合っております。�

お客様�
翌日留守番電話の�
伝言を確認�

ただ今の時間は�
営業しておりません。�

留守番電話で応対�

※ソフトフォンはQoSをサポートしておりません。ネットワーク環境により音声品質が劣化する場合があります。�

●販売仕入管理 PCA商魂対応�
　CTIソリューション�

※上記アプリケーションソフトのＬＡＮ方式（TAPI1.4）によるCT連携は後日対応予定です。�
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-

高機能ボイスメール�
�

約30時間�
100件／1ボックス�

300個（宛先不明ボックス任意で設定）�

最大20ボックス�
�

10グループ　100メールボックス�
英語ガイダンス�

最大8（再生：8、録音：8）�

おっ！�
伝言だ。�

お客様� 外出先の�
担当者�

お知らせ�
メッセージ�

田中は外出して�
おります。�
伝言を承ります。�

田中さん�
いらっしゃい�
ますか？�

事務所で録音�
外出中の営業マンに�
メッセージを録音�

明日10時から�
会議があります。�

外出先でメッセージを�
聞き取り�

明日は�
会議だな。�

明日10時から�
会議があります。�

お客様� 他のお客様の応対中�自動音声メッセージ�

ただ今電話が�
混み合っております。�

お客様�
翌日留守番電話の�
伝言を確認�

ただ今の時間は�
営業しておりません。�

留守番電話で応対�

※ソフトフォンはQoSをサポートしておりません。ネットワーク環境により音声品質が劣化する場合があります。�

●販売仕入管理 PCA商魂対応�
　CTIソリューション�

※上記アプリケーションソフトのＬＡＮ方式（TAPI1.4）によるCT連携は後日対応予定です。�



●アナログ一般回線　●INSネット64�
●専用機（OD、LD）　●IPネットワーク�

高機能と使いやすさを両立させました。� 多彩さが魅力のラインナップです。�

センター電話帳�
漢字対応電話機�
DTR-16KM-1D（WH）�
約W175×D240×H96mm

センター電話帳�
漢字対応電話機�
DTR-32KM-1D（WH）�
約W193×D240×H96mm

［ネーム・ディスプレイ着信画面］�

多彩な電話帳機能を搭載＊
�

ナンバー・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイサービスに対応�

相手の電話番号を表示するナンバー・ディ
スプレイサービス＊、相手の名称を漢字で表
示するネーム・ディスプレイサービス＊もご利
用になれます。�

オフィスインテリアに合わせて選べるラインカード�
［電話帳検索結果画面］�

不応答時の着信履歴を表示�

離れたところからでも着
信や伝言の有無が確認
できます。�

大型ランプ�

着信履歴や発信履歴
表示、カーソル移動に
使用し、携帯電話のよう
な使い勝手です。�

十字キー�

DTR-8-1D（WH）�
約W175×D226×H96mm

主装置
IP1D-KSU-S1
約W418×D340×H136mm

DTR-16K-1D（BK）★�
DTR-16K-1D（WH）★�
約W175×D226×H96mm

電子電話帳対応漢字電話機�
DTR-8KH-1D（WH）★�
約W175×D240×H96mm

CS接続装置�
IP1D-CS-D
約W160×D44×H154mm�
（アンテナ部分除く）�

シングルゾーンコードレスセット�
IP1D-SZCLセット�

マルチライン�
デジタルコードレス�
電話機�
DX2D-6CPS-E�
約W40×D19×H123mm�
（アンテナ部分除く）、73g

デジタル�
コードレス�
電話機�
Carrity-NS�
約W40×D20×H120mm�
（アンテナ部分除く）、73g

ドアホン・�
ページングアダプタ�
IP1WW-2PGDAD
約W175×D105×H40mm

無線LAN�
アクセスポイント�
ST-Q100-BGセット
約W198×D155×H62mm�
（アンテナ部分除く）�

αポチ�
（T-1330）�
約W67×D238×H79mm

Dterm25�
シリーズ�

約W140×D230×H90mm ドアホン DP-D-1D�
約W98×D130×H26mm

TVドアホン�
アイホン（株）製�
が使用可能�

電子電話帳対応漢字電話機�
DTR-16KH-1D（WH）★�
約W175×D240×H96mm

電子電話帳対応漢字電話機�
DTR-32KH-1D（WH）★�
約W193×D240×H96mm

DTR-8K-1D（WH）★�
約W175×D226×H96mm

カールコードレス�
電話機
DTR-16KR-1D（WH）�
約W188×D226×H100mm＊5

� �
�

DTR-32K-1D（WH）★�
DTR-32KPA-1D（WH）＊1�����
DTR-32KPD-1D（WH）＊2�����
約W175×D226×H96mm

ITR-8D-1D（WH）＊3��＊4
�������
�

約W175×D230×H96mm
ITR-32K-1D（WH）＊3� �
約W193×D227×H96mm

Dterm85多機能電話機�

周辺機器�

デジタルコードレス�

一般電話機�

IPterm85多機能電話機�

FAX�
他社商品との接続に
ついては、弊社また
は販売店にお問い合
わせください。�

＊1：アナログ回線停電用　＊2：INSネット64停電用　＊3：IP電話機　＊4：カナ表示　＊5：突起部を除く�
★印の電話機にIPユニットを装着すると機能はそのままでIP電話機になります。�

漢字対応電話機DTR-16KH-1D（WH）�
便利な表示機能＆デザイン　※表示画面はイメージです�

電話会議など、複数の
人が同時に通話する時
に使用します。�

会議ボタン�

下記の各種調整が可
能です�
・受話音量調整�
・着信ベル音量調整�
・スピーカ音量調整�
・ディスプレイ濃度調整�
�

ボリューム調整�
ボタン�

電話の使用状況にあわせて
各種サービス機能をサポート
します。�

ソフトキー�

受話器を持たなくても内蔵マ
イクとスピーカでハンズフリー
通話ができます。�

内蔵マイク�

外線ボタンをはじめ、様々な機
能を設定できるランプ内蔵ボ
タンです。�
�
※下記に示す各ボタンの設定は利
用の一例です。�

※工事時に設定が必要です。�

ファンクションボタン�

見やすい�
大型ディスプレイ�

離席時や外出中に応答できなかった着信の電話番
号と名前を着信履歴として表示できます。簡単操作
でコールバックできるので、ビジネス効率もアップします。�

＋�

＊別途NTT東日本／NTT西日本との契約が必要です。�

＊電子電話帳対応電話機ご利用の場合。但し、1台の電子電話帳対応電話機で、
センター電話帳機能と電子電話帳機能の併用はできません。�

レッド�
メタリック�
（別売品）�

ブルー�
メタリック�

用途によって使い分けが可能な
2種類の電話帳機能を搭載。シ
ステム全体で電話帳を共有する
場合にはセンター電話帳機能を、個人毎での使用には、電子電話
帳を電話機毎に切り替えることができます。�

ラインカードは、スタンダードな
ライトメタリックグレーのほかに、
ブルーメタリック、レッド
メタリック（別売）の2カ
ラーをご用意しています。�

※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。�
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お問い合わせは下記へ�

NECインフロンティア株式会社　〒101-8532　東京都千代田区神田司町2丁目3番地� Cat.No.AKY232  060750006MM

古紙配合率100％再生紙を�
使用しています�

環境を考えて大豆インクを�
使用しています�

■ Aspire S システム主な仕様�

※1：主装置床置金具は含みません。　※2：ユニットを実装した場合の重量です。�

項目� Aspire S

交換方式�

内線線路条件�

消費電力�

使用電源�

内線呼量�

通話路方式� ＰＣＭ時分割方式�

6.0HCS／内線�

300ｍ以内（0.5ｍｍφケーブル）�

900Ω（20mA）以内（一般電話機の内部抵抗含む）�

20ＫΩ�

ＡＣ100Ｖ±10Ｖ（50／60Ｈｚ）�

技術基準等適合認定番号�

環境条件� 0～40℃／10～90％ＲＨ（結露なきこと）�

主装置外観寸法（W×D×H）※1

主装置重量※2
約418×136×340mm

65W

40W

約6kg（フル実装時）�

ACD 03-0071JP

蓄積プログラミング制御方式�

32ビットマイクロプロセッサ�

個別着信方式、NTTダイヤルイン方式、�
付加番号ダイヤルイン方式、分散方式、�

デジタルボタン電話応答方式（直結型、索線型）、�
ＩＮＳネットダイヤルイン方式、着サブアドレスダイヤルイン方式、�

中継台方式（ＤＳＳ）�

制御方式�

プロセッサ�

Dterm85

一般電話機�

漏洩抵抗�

待機時�

最大�

中継方式�

※1：ＣＳ接続装置の設置環境や電波状況によっては、同時通話可能台数が少なくなる場合があります。　※2：使用モードにより異なる場合があります。�
※3：連続待受時間とは、充電完了後、充電器に置かずに一度も通話しない状態の時の時間であり、通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると連続待受
時間は短くなります。　※4：アンテナ、突起部は含みません。　※5：電池パックを含みます。�

■ ＜デジタルコードレス＞主な仕様�
項目� 6CPS-E Carrity-NS シングルゾーンコードレス�

ー�

約3時間�

約6時間�

約70g

専用リチウムイオン電池�

送信電力�

充電時間�

使用電池�

連続通話時間※2

24同時通話可能台数（最大）※1

無線周波数� 1.9ＧＨｚ�

10mＷ�

約3.5時間�

専用リチウムイオン電池�

連続待受時間※3
約5時間�

約600時間�

約40×20×120mm

約3.5時間�

約5時間�

約73g

専用リチウムイオン電池�

約300時間�

約40×19×123mm

約300時間�

外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※4

重量※5
約40×19×123mm

約73g

安全上の�
ご注意�

リサイクル�
ご協力の�
お願い� Pb Ni-Cd Li-ion 

リチウムイオン電池のリサ
イクルにご協力ください。�

ニカド電池のリサイクルに
ご協力ください。�

小型シール鉛蓄電池のリ
サイクルにご協力ください。�

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読
みください。●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、感電、故障などの原因となります。�

このマークはＮＥＣの定める環境配慮基準を�
満たした商品に表示されるものです。�
この基準の詳細はＮＥＣインフロンティアの�
ホームページをご覧ください。　�

http://www.necinfrontia.co.jp/

2006年7月現在�

NECインフロンティア拠点�

●お問い合わせは、NECインフロンティアへ�
 NECキーテレフォンインフォメーションセンター TEL:044-811-3576�
 受付時間　午前9時～12時 午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）�

 ■E-mailでのお問い合わせ　�
 ■ホームページ　http://www.necinfrontia.co.jp/

北海道支社�
苫小牧出張所
旭 川 支 店 �
東 北 支 社 �
北東北支店�
郡山営業所�
関東甲信越支社�
水 戸 支 店 �
新 潟 支 店 �
北関東支店�
長野営業所�

1(011)221-2711�
1(0144)38-2120�
1(0166)26-1511�
1(022)262-5373�
1(019)654-0504�
1(024)934-3040
1(048)650-1811�
1(029)226-9191�
1(025)245-0311�
1(028)622-7421�
1(026)227-0436

東 京 支 社 �
神奈川支店�
西東京支店�
千 葉 支 店 �
中 部 支 社 �
静 岡 支 店 �
浜松営業所�
関 西 支 社 �
京 都 支 店 �
神 戸 支 店 �
北 陸 支 店 �

1(03)5282-5850�
1(045)662-6241�
1(042)527-2221�
1(043)204-8001�
1(052)264-4851�
1(054)251-3886�
1(053)459-2151
1(06)6120-0700�
1(075)361-0248�
1(078)251-2225�
1(076)221-5044�

中国四国支社�
岡山営業所�
四 国 支 店 �
松山営業所�
九 州 支 社 �
中九州支店�
南九州支店�
宮崎営業所�
大分営業所�

1(082)541-2211�
1(086)244-2002�
1(087)815-2555�
1(089)933-6690
1(092)431-7555�
1(096)381-3030�
1(099)285-0011�
1(0985)25-6333�
1(097)536-7224

■ Aspire S システム容量�

項目�
基本主装置�

初実装� 初実装＋拡張�

スロット数�

デジタルコードレス接続装置（CS）�

短縮番号�

ボイスメール�

最大外線数�

最大内線�

電話機数�

最大IP�
接続数※2

アナログ�

INSネット64

INSネット1500

LD専用線�

OD専用線�

カールコードレス電話機※1

Dterm85多機能電話機�

デジタルコードレス電話機※7

ＩＰ外線�

ＩＰ内線（IPterm）�

ＩＰ内線（SIP）�

一般電話機�

－� 16

－� 8

－�－�

12

－� 12

－�

8
24

8

2 18

－� 40

シングルゾーンコードレス※1 ※7 －� 8

－� 16

－�

－�

－�

40

24

8

ディスプレイボード※5

ＤＳＳコンソール※3

ドアホン※4

－� オプション（1）�

－� 4

－� 24

共通短縮＋グループ短縮：2000�、個別短縮：20

フリースロット：6、専用スロット：2

16

50

4

4

コアライン※6

※表中の数値は各項目を単独でみた場合の最大値であり、実際に収容可能な数値は、 組み合わせにより異なります。�
※1：シングルゾーンコードレスとカールコードレス電話機は、合わせて最大8台まで利用が可能です。�
※2：IP内線は最大内線収容数、IP外線は最大外線収容数に含まれます。�
※3：DSSコンソールはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。�
※4：ドアホンはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。�
※5：ディスプレイボードはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。�
※6：コアラインは最大内線数に含まれます。コアラインHUBアダプタ（CAD-F（8）-11 ADP）にて構成。�
※7：デジタルコードレスシステム利用時はシングルゾーンコードレスのご利用はできません。�

●「FOMA／フォーマ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 ●本商品のかな漢字変換プログラムにはエー・アイ・ソフト株式会社のＷＸⅢを使用しています。ＷＸⅢはエー・アイ・ソフト株式会社の商標です。　ＷＸⅢ：Copyright © A.I.SOFT,INC.1992-1999 ●本カタログに掲載されている会
社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●正常なご使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品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、商品の故障・誤動作、または、停電等の外部要因で電話機等が使えなくなったことによる付随的損害（通話など）の保障については、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。 ●本商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後７年です。 ●本商品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出
の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。また当社は本商品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。 ●本カタログに掲載されている商品の色
は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。また、画面はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。 ●このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。�

●本商品を最適な環境でご使用いただくため、定期点検等による事前予防が重要です。保守サービスに関する詳細内容については弊社または販売店にお問い合わせください。�

オフィス コミュニケーション ゲートウェイ�

もっと快適でビジネスの効率アップと�

コストダウンを実現�

SIP、H.323 V3及び独自手順�

G.711、G.729AB、G.723.1

8～128ms（G.168）�

10／100Mbpsイーサネット�

RJ45

■ ＜ＶｏＩＰ機能＞主な仕様�
項目� 概要�

ゲートウェイ機能�

呼設定プロトコル�

対応ネットワーク�

コネクタ種別�

符号化方式�

エコーキャンセラー�

インタフェース�

最大1000アドレス（H.323端末の内線登録用）�アドレス変換テーブル数�ゲートキーパー機能�

■ ＜QoS無線LAN AP＞主な仕様 
項目� 概要�

無線通信�

環境条件�

準拠規格�
国際標準規格：IEEE802.11b/g�
国内標準規格：ARIB STD-T66／RCR STD-33

伝送方式� 11b：DSSS方式、11g：OFDM方式�

外形寸法（W×D×H）※1 約198×155×62mm

電源� AC100～240V／50～60Hz対応ACアダプタ（0.36A～0.2A,33VA）�

温度：0～40℃,　湿度：20～80％（動作時）（結露なきこと）�

周波数：2.4GHz（ISM波帯）（2.400GHz～2.497GHz）�
チャネル数：11b･･･14ch、11g･･･13ch�
通信速度 ：11b･･･11/5.5/2/1Mbps�
                11g･･･54/48/36/24/18/12/9/6Mbps

※1：アンテナ、突起部は含みません。�

シングルゾーンタイプ�

※1：アンテナ、突起部は含みません。�

■ ＜CS接続装置＞主な仕様 
項目� ダイバシティタイプ�

重量�

接続台数（最大）� 8

3

8

1同時通話可能台数（最大）�

給電方式� システム給電�

主装置～接続装置間距離� 200ｍ以内（0.5ｍｍφ）�

約320g
外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※1 約160×４４×154mm 約160×44×154mm

約300g

■デジタルコードレス電話機のご注意�
※電波を使用しているため、障害物等により電波の届かない所ではご使用になれません。またテレビ・ラジオ・アンプ・スピーカボックスなど電磁波や磁気の発生する機器のそばでご使用した場合やご使用中に電波状態の悪い所へ移動した場合は、雑音が発生したり、通
話が途中で途切れるなどの原因となる場合がありますので避けてください。※電波を使用している関係上、第三者が特殊手段を講じた場合には盗聴を完全に防ぐことはできません。機密を要する重要な会話には有線式の電話機をご使用いただくことをおすすめします。
※デジタルコードレス電話機の通話できる範囲（屋内）は、接続装置（CS）から見通し距離約100ｍでご使用になれますが、周囲の環境条件（コンクリート、壁、金属等）やご使用状況により多少通話がとぎれたり、通話エリアが狭くなることがあります。※デジタルコードレ
ス電話機でPHS公衆サービスをご利用になるには、別途PHS事業者との契約が必要です。���
■カールコードレス電話機のご注意��
※この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定小
電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。※この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してくださ
い。※万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにこの機器の電波の発信を停止した上で、お買い上げの販売店あるいはお客様相
談室にご連絡頂き、混線回避のための処置などについてご相談ください。※その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの
ことが起きたときは、お買い上げの販売店あるいは弊社営業拠点へお問い合わせください。�
■コードレス電話機の電池パックは消耗品です。電話機の使用頻度にもよりますが、デジタルコードレス電話機は約1年程度、カールコードレス電話機は約2年程度ご使用になれます。長時間充電
してもすぐに電池の残量が少なくなる場合には新しい電池パック（別売品）に交換してください。�
■装置設置後２年半を目安に停電バックアップ用鉛蓄電池の交換が必要になります。�
■装置設置後３年を目安に主装置のメモリバックアップ用電池の交換が必要になります。�

2.4FH8

本商品は、2.400～2.4835GHzの帯域を使用する無線設備
を内蔵しています。移動体識別の帯域が回避可能で、変調方
式は「FH-SS方式」、与干渉距離は
80mです。本商品には、それを示す右
記のマークが貼り付けられています。�


