
FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

既設PBXの光回線ルーターとして
MobiSartを利用するハイブリッド構成

課題

• 既存PBXのキャリア回線を光回線に変更して通信コ
ストを削減したい。

• 既存PBXでスマートフォンを社内の内線電話機とし
て利用したい。

• 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。

解決

• 光回線用ルーターとしてMobiSartを導入することで
音声運用を変えることなく光回線に変更可能です。

• スマートフォンに無償アプリ「内線プラス」をインストー
ルするだけで簡単に内線として利用可能になります。

• 内蔵の無線LAN機能により、手軽に社内の無線
LAN環境を提供できます。

• 光回線（NTT 、KDDI対応）収容により通信コストの削減が可能。
• スマートフォンの内線利用が可能
• 手軽に社内の無線LAN環境を実現。

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

FUJITSU Network MobiSart を、光回線用ルーターとして導入することにより、現在の音声運用を変えることなく回線運用
コストの低減が可能です。また、オフィス機器のモバイル化により、ビジネス対応力を強化・TCO削減を実現し、利便性に富んだ
オフィス環境をお届けいたします。

MobiSartで既設電話交換機の有効活用

光回線

内線プラス

保留

ピックアップ

転送

短縮ダイヤル

WiFi利用

最大32内線収容

既存PBX

アナログ

PC

既設PBX MobiSart

ハイブリッド構成

＜既存PBXの光回線用ルータとしておすすめ＞
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オフィスに新しいスタイル。
場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

FUJITSU Network MobiSartは、小規模オフィスに必要なインフラ機能（SIPサー
バ / ルータ / 無線LANアクセスポイント / スイッチ / PSTN-GW）を、A4サイズ1台に
コンパクトに集約。

導入後

アナログ回線 インターネット回
線

~32内線

導入前

光回線

既設電話
設備

ルータ

スイッチ

対応キャリア
• NTT東日本／NTT西日本（ひかり電話オフィスA、

ひかり電話オフィスタイプ）
• KDDI(KDDI光ダイレクト）

SIP固定電話機
の対応機種

• SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2

MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。

対応機種
最新の接続確認機器は公開HPよりご確
認ください。

公開HP
http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/featur
e.html

内線プラス クライアントソフトBMobiSart

既設の電話設備はそのまま
で、スマートフォン／SIP固定
電話機の内線利用が可能。

自席以外でもPCなどの業務
デバイスの利用が可能です。

MobiSart 利用シーン

スマートフォンの内線利用既設電話設備の有効活用

事務所内でのスマートフォンを利
用した内線電話が可能です。

無線LAN利用

PBX
（交換
機）

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/

MBST007-2  2016年1月

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
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FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

光回線でデータ回線と音声回線を統合
ランニングコスト削減へ

課題

• データ回線と音声回線を統合した光回線を導入し
基本料金と通話料金の通信コストを削減したい。

• 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。

• スマートフォンを社内の内線電話機として利用したい。

解決

• MobiSartは光回線を収容し、PBX機能とインター
ネットへのアクセスを提供します。

• 内蔵の無線LAN機能により、手軽に社内の無線
LAN環境を提供できます。

• スマートフォンに無償アプリ「内線プラス」をインストー
ルするだけで簡単に内線として利用可能になります。

• ネットワーク機器と音声機器を収容
• 光回線対応（NTT、KDDI対応）
• オフィス機器のモバイル化

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

FUJITSU Network MobiSart は、小規模オフィスに必要なインフラ機能（SIPサーバ / ルータ / 無線LANアクセスポイン
ト / スイッチ / PSTN-GW）を、A4サイズ1台にコンパクトに集約したオールインワン装置です。光回線を収容し、通信キャリア
契約をデータ回線と音声回線を統合することで通信コスト削減につながります。

MobiSartでデータ/音声統合環境を実現

光回線

SIP固定電話機

ネットワーク機器

音声機器

WiFi利用

PC

サーバ

内線プラス

保留

ピックアップ

転送

短縮ダイヤル

光回線

＜データと音声通信環境を統合し、
通信コストを削減したいお客様向け＞
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オフィスに新しいスタイル。
場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

FUJITSU Network MobiSartは、小規模オフィスに必要なインフラ機能（SIPサー
バ / ルータ / 無線LANアクセスポイント / スイッチ / PSTN-GW）を、A4サイズ1台に
コンパクトに集約。

導入後

アナログ回線 インターネット回
線

導入前

光回線

既設電話
設備

ルータ

スイッチ

対応キャリア
• NTT東日本／NTT西日本（ひかり電話オフィスA、

ひかり電話オフィスタイプ）
• KDDI(KDDI光ダイレクト）

SIP固定電話機
の対応機種

• SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2

MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。

MobiSart

MobiSart 利用シーン

内蔵のPBX機能によりSIP
固定電話機の内線利用が
可能。

自席以外でもPCなどの業務
デバイスの利用が可能です。

ネットワーク機器の収容固定電話機の運用

事務所のネットワーク機器を収
容しインターネット接続します。

無線LAN利用

ネットワーク機器
音声機器

対応機種
最新の接続確認機器は公開HPよりご確
認ください。

公開HP
http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/featur
e.html

内線プラス クライアントソフトB

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/

MBST008-2  2016年1月

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
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FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

光回線収容と無線LAN運用
MobiSartでデータ通信環境の整備

課題

• ADSLでインターネットアクセス速度が遅い。

• 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。

• スマートデバイスを業務で利用したい。

解決

• MobiSartは光回線を収容し、高速で安定したイン
ターネットアクセスを提供します。

• 内蔵の無線LAN機能により、手軽に社内の無線
LAN環境を提供できます。

• 無線LANを使ってスマートデバイスの業務利用が可
能になります。またスマートデバイスの通信パケット節
約も可能になります。

• 光回線対応（NTT、KDDI対応）
• オフィス機器のモバイル化

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

FUJITSU Network MobiSart は、企業向け無線LANルータです。高速で安定した光回線収容と、オフィス機器のモバイル
化により、ビジネス対応力を強化・TCO削減を実現し、利便性に富んだオフィス環境をお届けいたします。

MobiSartでデータ通信環境整備を実現

光回線

WiFi利用

PC

サーバ

複合機

スマートデバイス

WiFi利用

MobiSart

無線LAN運用

＜データ通信環境を整備したいお客様向け＞
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オフィスに新しいスタイル。
場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

対応キャリア
• NTT東日本／NTT西日本（ひかり電話オフィスA、

ひかり電話オフィスタイプ）
• KDDI(KDDI光ダイレクト）

SIP固定電話機
の対応機種

• SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2

MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。

MobiSart

MobiSart 利用シーン

内蔵のPBX機能によりSIP
固定電話機の内線利用が
可能。

自席以外でもPCなどの業務
デバイスの利用が可能です。

ネットワーク機器の収容固定電話機の運用

事務所のネットワーク機器を収
容しインターネット接続します。

無線LAN利用

• スマートフォンをピックアップや転送も可能なスマートフォン内線として利用できます。
• 対応機種は、Android / iPhone対応にしています。

光回線

内線プラス

SIP固定電話機

保留

ピックアップ

転送

短縮ダイヤル

5GHz

2.4GHz

内線を最大32台収容

対応機種
最新の接続確認機器は公開HPよりご確
認ください。

公開HP
http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/featur
e.html

内線プラス クライアントソフトB

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/

MBST009-2  2016年1月

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
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内線プラス

転送

ピックアップ

保留

短縮ダイヤル

FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

拠点間通話料を従量から定額制へ
データ通信網を活用し通話コストを削減

課題

• 公衆電話網を利用した拠点間通話料(従量制)を
定額化し、通話コストを削減したい。

• 拠点間通話料のコストを削減するため、電話設備
以外にVoIPゲートウェイなどの機器を設置し、管理
する手間を増やしたくない。

• 別拠点の担当者へ代表を経由せずに直接電話を
かけたい。

解決

• 既設データ通信網を活用し、MobiSartのSIP中継
線機能で拠点間内線電話網が構築でき、拠点間
通話料を定額化することができます。

• MobiSart 1台に必要な機能を集約していますので、
運用・管理コストが削減できます。

• 拠点間内線電話網を構築することで、直接相手に
電話をかけることができます。

• 内線電話網を構築することで拠点間通話料のコスト削減が可能。
• 内線電話網化することで、通話したい相手に直接電話することができます。

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

MobiSart は、小規模オフィスに必要なインフラ機能※をA4サイズ1台にコンパクトに集約しています。MobiSartを複数拠点に
導入することにより、既設データ通信網を活用した拠点間内線電話網を構築できます。これにより、公衆電話網を利用した拠
点間の通話料を従量制から定額化することができ、通話コスト削減につながります。

MobiSartで拠点間通話料のコスト削減を実現

SIP固定電話機

※ インフラ機能とは、SIPサーバ /ルータ / 無線LANアクセスポイント / スイッチ / PSTN-GW / DHCPサーバ 機能のこと。

SIPサーバ ※

（ゲートキーパー）

PC
業務サーバ

センタールータ

IPトランク

<本社>

5GHz

2.4GHz

拠点ルータ

<小規模拠点A>

拠点ルータ

<小規模拠点B>

拠点ルータ

<小規模拠点n>

・・・・

既設データ通信網
（閉域網）

※10拠点以上の場合は、SIPサーバ(ゲートキー
パー)の設置が必要です。

通話コスト削減

＜拠点間の通話料金を削減したいお客様におすすめ＞
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オフィスに新しいスタイル。
場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

MobiSart 利用シーン

内蔵のPBX機能によりSIP
固定電話機の内線利用が
可能。

自席以外でもPCなどの業務
デバイスの利用が可能です。

ネットワーク機器の収容固定電話機の運用

事務所のネットワーク機器を収
容しインターネット接続します。

無線LAN利用

• 個人スマートフォンをピックアップや転送も可能なスマートフォン内線として利用できます。
• 対応機種は、Android / iPhone対応にしています。

光回線

内線プラス

IP電話機

保留

ピックアップ

転送

短縮ダイヤル

5GHz

2.4GHz

内線を最大32台収容

対応通信キャリア
• NTT東日本／NTT西日本（ひかり電話オフィスA、

ひかり電話オフィスタイプ）
• KDDI(KDDI光ダイレクト）

SIP固定電話機
の対応機種

• SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2

MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。

対応機種
最新の接続確認機器は公開HPよりご確
認ください。

公開HP
http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/featur
e.html

内線プラス クライアントソフトBMobiSart

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/

MBST010-2  2016年1月

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
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