
FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

アナログ電話機のVoIPアダプタとして
MobiSartを利用する構成

課題

• アナログ電話機で極小規模拠点を構築したい。

• アナログ電話機をPBXに接続したい。

• 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。

解決

• MobiSartで4台以下のアナログ電話機をVoIPネッ
トワーク(SIP中継線)に接続した拠点構築が可能
に。

• VoIPアダプタとしてMobiSartを利用することで、アナ
ログ電話機の有効活用が可能。

• 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。

• Si-V702SEを複数台導入するよりコストメリットがあります。
• 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、VoIPネットワークアダプタとして導入することにより、現在ご使用のアナログ電話機資産を
流用して音声のIPネットワーク化が可能です。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でアナログ電話機/FAXの有効活用

WiFi利用
SIPサーバ

ルータ

PC

VoIP
ネットワーク

ルータ

WiFi利用
PC

【Si-V702SEとの比較（アナログ内線4ポート）】

・MobiSart : 200,000円
・Si-V702SE：240,000円

40,000円安い!!

※1

※2

※1:シングル構成のSIPサーバに対応しています。
※2:FAX通信は音声みなしとなります。

＜SIPサーバのサテライト拠点のコミュニケーション環境を
アナログ電話機/FAX等で構築したいお客様向け＞
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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

アナログ電話機接
続台数

最大4台（ナンバーディスプレイ対応電話機も接続可）

※FAX電話機はG3 FAXに限る

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

アナログ電話機の内線利用
が可能です。

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

• 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。
• 手軽に社内の無線LAN環境を実現。

SIP中継線

内線プラス

アナログ電話機

WiFi利用保留

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

5GHz
2.4GHz

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/

MBST011-2  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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LAN
(SIP中継線)

内線プラス

転送

ピックアップ

保留

短縮ダイヤル

SIP固定電話機

FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

課題

• 来訪者に訪問先を呼び出していただく際に内線電
話機でのダイヤル操作からタッチパネル方式にしたい。

• 受付で来訪者に新商品や企業情報の案内を流し
たい。

• オフィスの模様替えが簡単に出来るように配線レスで
受付端末を設置したい。

解決

• タブレット端末を使った受付台により、部門や個人別
でタッチパネルにて訪問先を呼び出すことが可能にな
ります。

• 待機中は、静止画や動画を表示することができます
ので、企業イメージのアップにつながります。

• 無線LANで接続しますので、配線レスで受付台を
設置することができます。

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart と 無人受付システム 」で解決いたします。

MobiSartと無人受付システムで対応力強化と企業イメージ向上

MobiSart と 無人受付システム を導入することにより、受付にて新商品や企業の情報を流すことで企業イメージを高められ、
来訪者の取次業務を簡素化することができます。また、スマートフォンを業務に利用することで、ビジネス対応力の強化・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。

受付取次業務の簡素化と
速やかな来訪者対応で企業ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ!

受付台制御装置
受付台

株式会社neix
無人受付案内システム
（SGA INFO-F）

• 無人受付案内システムで取次業務が簡素化されます。
• 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対応しています。

受付ソリューション

＜無人受付システムを導入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

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

無線LAN利用

PBX
（交換
機）

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）

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

スマートフォンの内線利用

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。

ネットワーク機器の収容

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。

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/

MBST012-2  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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製品カタログ

通信費用の削減とスマートフォンを中心とした内線環境によるワークスタイルの変革を実現します。

お客様のメリット

 音声通信とインターネット通信に必要な機能をオールインワン（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台に集約）で提供し、エコオフィスを実現。

 IP公衆回線(注3)との接続で、音声回線とデータ回線を1回線で共有が可能。

 スマートフォン活用で、ビジネス対応力の強化、TCO削減を実現。

FUJITSU Network MobiSart

小規模オフィス向けオールインワンネットワーク装置

FUJITSU Network MobiSart

（注1）SIPサーバとは、IP電話サービスの管理・制御を行なうサーバ（交換機）のこと。
（注2）PSTN-GWとは、公衆電話交換回線網と接続するゲートウェイのこと。
（注3）KDDI版MobiSart：KDDI（KDDI光ダイレクト）、NTT版MobiSart：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、ひかり電話）
（注4）FMC携帯とは、携帯をオフィスの内線として利用する通信キャリアの内線ソリューション。

KDDI版MobiSart：KDDI ビジネスコールダイレクトに対応。
（注5）スマートフォンは、「内線プラス」アプリが必要です。内線プラスは、App StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

MobiSart • 音声／インターネット通信を1回線に集約。
• PCやタブレット端末を、高速無線LAN接続で

安定したインターネット通信環境をご提供。

IP公衆回線（注3）

非常用局線

• 万が一の停電時にも、ライフラインを1回線確保。
※アナログ局線契約が必要

内線設備（～32内線）

• SIP固定電話機、アナログ電話機、FMC携帯（注4）、
スマートフォン（注5）を収容可能。

• 外線からの着信時、グループ登録している複数の
内線を同時に鳴動させ、最初の応答者と通話が

可能。

スマートフォン PC タブレット

内線電話機
スイッチ

ルータ

SIPサーバ

PSTN-GW

無線LAN
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ
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製品カタログ

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休日を除く）

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

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED

FUJITSU Network  MobiSart

１．快適なオフィス環境

スマートフォンを中心とした内線設備の導入で、機器配
線の無線化により、モバイル中心の快適なオフィス環境を
提供します。

導入後

アナログ
回線

インターネット
回線

~32内線

• SIPサーバ
• ルータ
• 無線LAN

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ
• スイッチ
• PSTN-GW

導入前

IP公衆網
（インターネット回線）

ボタン電話

ルータ

• SIP固定電話機
• アナログ電話機
• FMC携帯
• スマートフォン

２．通信・運用コストの削減

インターネット回線と電話回線を統合することにより、通信
コストを削減します。また、必要な周辺機器の運用・管理
コストも削減することができます。

３．環境に合った内線利用

32内線の利用が可能です。ご利用環境に合った内線運
用が可能です。

スイッチ

導入効果

製品名 MobiSart

インター
フェース

有線
LAN 

WAN 1 （10／100／1000BASE-T）

LAN 
（スイッチ）

4 （10／100／1000BASE-T）

無線
LAN

通信規格 IEEE802.11a／b／g／n 

最大伝送速度 ※1 450Mbps（IEEE802.11n使用時）

周波数帯 2.4GHzと5GHz（W52／W53／W56）を同時利用

アナログ局線ポート 1

アナログ内線ポート 4

USBポート ※2 2

音声収容

外線
IP局線 ※3 1回線（最大8ch）

アナログ局線 1回線

中継線 SIP中継線 ※4 1回線（最大8ch）

内線

総内線数 最大32内線収容

SIP固定電話機 ※5 最大32内線収容（総内線数の内数）

SIPモバイル（内線プラス） 最大32内線収容（総内線数の内数）

アナログ内線 最大4内線収容（総内線数の内数）

FMC携帯 ※6 最大32内線収容（総内線数の内数）

添付品
ACアダプター、壁掛け兼縦置き台、スタートガイド、

製品保証書、壁掛け用ネジ類一式

諸元

外形寸法（W.D.H）
50×210×274mm（スタンドなし）
120×210×283mm（スタンドあり）

質量 1.3kg （スタンドあり）

電源／電源（コンセント）形状
AC100V／平行2極プラグ （ACアダプター）

[装置本体にケーブル抜け防止機構あり] 

消費電力／皮相電力 ※7 26W／47VA

冷却方法 自然空冷

設置方法 縦置き、壁掛け

EMI VCCI Class B準拠

RoHS対応 RoHS準拠

設置条件（動作時）
温度：0～40℃ 

湿度：15～85%RH（結露なきこと）

カラー ロイヤルホワイト

※1  理論上の最大伝送速度であり、実際のスループットとは異なります
※2  今後提供予定
※3  KDDI版MobiSart：KDDI（KDDI光ダイレクト）

NTT版MobiSart：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、ひかり電話）
※4  NTT版MobiSartのみ対応
※5  SIP固定電話機は、SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2
※6  KDDI版MobiSart：KDDI ビジネスコールダイレクトに対応。
※7  USBポート未使用時

SIP固定電話機

製品名 SS-170A2 SS-170B2 SS-170C2

対応プロトコル SIPプロトコル

PCポート 1ポート（10BASE-T／100BASE-TX）

可変機能ボタン数 12 23 36

ディスプレイ 漢字表示 全角10文字×4桁

発着信履歴 発着信履歴：各20件

電子電話帳 1,000件

諸
元

外形寸法
（W.D.H）

177×261×74mm

質量 840g

ローカル給電
ACアダプター（オプション）
AC100V／平行2極プラグ

センター給電 IEEE802.3af準拠

カラー オフホワイト

MobiSart

●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。
●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●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。

内線プラス クライアントソフトB

コンソールポート

LANポート

WANポート

アナログ内線ポート

アナログ局線ポート

セキュリティスロット

※最新の動作確認済端末は公開HPよりご確認ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/feature.html

2016年4月
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