
FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

スマートフォンを
既設電話設備の内線として利用

課題

• 既設の電話設備をそのままでオフィスのモバイル化を
実現したい。

• スマートフォンを、社内の内線電話機として利用した
い。

• 自席以外でも内線電話を利用したい。

解決

• 既設の電話設備にMobiSartを追加することで、ス
マートフォンを内線電話として利用できます。

• 「内線プラス クライアントソフトB」アプリ（無償）をス
マートフォンにインストールするだけで簡単に内線として
利用が可能になります。

• スマートフォンの内線化で、自席以外の場所でも転
送、ピックアップが可能な内線電話として利用できます。

• 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。

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

MobiSart を、ご利用中の電話設備にスマートフォンを内線化するアダプタとして導入することにより、スマートフォンが企業の内
線電話端末として利用が可能になります。スマートフォンを内線として業務に利用することで、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でスマートフォンの内線化を実現
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＜スマートフォンを内線として利用したい
お客様におすすめ＞
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お問い合わせ先

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/

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

• 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）

既設電話
設備

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

スイッチ

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

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。

MobiSart 利用シーン

ピックアップ、転送スマートフォンの内線利用

離席時に電話のピックアップや、
転送が出来る内線電話機とし
て利用が可能です。

既設の電話設備はそのまま
で、スマートフォンの内線利用
が可能です。

既設電話交換機の有効活用
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FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

スマートフォンを
既設電話設備の内線として利用

課題

• 既設の電話設備をそのままでオフィスのモバイル化を
実現したい。

• スマートフォンを、社内の内線電話機として利用した
い。

• 自席以外でも内線電話を利用したい。

解決

• 既設の電話設備にMobiSartを追加することで、ス
マートフォンを内線電話として利用できます。

• 「内線プラス クライアントソフトB」アプリ（無償）をス
マートフォンにインストールするだけで簡単に内線として
利用が可能になります。

• スマートフォンの内線化で、自席以外の場所でも転
送、保留が可能な内線電話として利用できます。

• 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。

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

MobiSart を、ご利用中の電話設備にスマートフォンを内線化するアダプタとして導入することにより、スマートフォンが企業の内
線電話端末として利用が可能になります。スマートフォンを内線として業務に利用することで、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でスマートフォンの内線化を実現

アナログ回線
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スマートフォン内線を
最大32台収容
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＜スマートフォンを内線として利用したい
お客様におすすめ＞
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お問い合わせ先

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

• 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）

既設電話
設備

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

スイッチ

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

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。

MobiSart 利用シーン

ピックアップ、転送スマートフォンの内線利用

離席時に電話のピックアップや、
転送が出来る内線電話機とし
て利用が可能です。

既設の電話設備はそのまま
で、スマートフォンの内線利用
が可能です。

既設電話交換機の有効活用

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/

MBST002-2  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。

3


