
認定番号 ACDE15-0183001

［ルータ機能についてのご注意］●インターネット経由での不正アクセスなどの危険性がありますので、十
分にご注意ください。
［無線に関するご注意］●CL825電話機、WS805電話機、DC600電話機は、傍受されにくくなっておりま
すが、電波を使用しているため、通常の手段を超えた方法で第三者が故意に通話の内容を傍受する場合
がまったくないとは言えません。この点について十分配慮してご使用ください。機密が必要な通話は、
TD618、TD810、TD820のいずれかを使用されることをおすすめします。●移動しながら使用するときは、
位置や向きによって雑音が入ることがあります。●CL825、WS805、DC600は、通常半径100m（見通し
距離）以内でご使用できますが、親機と子機間に障害物などがあると、通話中に雑音が入ったり、子機に「圏
外」と表示され使えなくなることがあります。このため、設置環境を確認の上、CL825親機、WS805親機、
DC600接続装置の設置場所を決めてください。●同一室内で無線LAN、電子レンジなどを使用している
場合、通話中に雑音が入ることがあります。
［CL825電話機、WS805電話機に関するご注意］●この機器は同一周波数を使用する他の無線局と電
波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この機器からの他の無線局に対して有害な電波干
渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上で（親機に接続されている電話機コー
ドを引き抜き、子機の電池パックを取り外します）、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販
売店へご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談く
ださい。●その他、何かお困りのことが起きた場合には、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった
販売店へご連絡ください。

DC600電話機
10mW／MHz送信出力
1.9GHz使用周波数

通話約8時間／待ち受け約24時間 通話約8時間／待ち受け約250時間使用可能時間
約8時間以上 約3時間以上満充電完了時間

見通し距離約100m 見通し距離100m通話エリア

●オートリピートダイヤル
●オートダイヤル
●短縮ダイヤル（4,000件）
●電話帳（カナ／グループ／個別）
●電話帳一覧
●発信履歴発信
●着信履歴発信
●短縮ダイヤル発信規制解除
●外線発信規制
●チェーンダイヤル
●指定外線捕捉
●ポーズ時間可変
●ネスティングダイヤル
●IP電話対応ACR機能＊
●携帯電話対応ACR機能＊
◆停電時（発信／着信）

●外線着信音指定
●着信音種別指定
●夜間着信音指定
●話中着信音
●着信履歴
●誰カラー着信
●識別着信
●短縮簡易検索発信
●外線着信鳴動拒否
●話中設定
●着信音メロディ（固定16／ユーザ4）

●保留音メロディ（固定10／ユーザ4）
●アイホールド表示
●保留警報音

外線発信

外線着信・応答

●口頭転送／自動転送／強制転送
●強制転送警報音
●外線秘話
●外線通話割込
●サービスクラス指定
●通話時間表示
●3分通話警告音
●PB信号切替（自動／手動）
●PB信号送出時間可変
●外線転送（最大4組）
●外線転送（自動／手動）
●外線転送コールバック
●外線会議転送
●外線転送通知音
●識別着信外線転送
●一次応答外線転送
●外線転送タイマ連動
●外線転送リモコン
●通話料金集計表示

●内線番号（1桁／2桁）
●内線オートダイヤル
●内線名前
●内線一覧表示
●内線代表番号指定
●一斉呼出／電話機グループ呼出
●リセットコール
●コールウェイティング
●内線自動応答
●内線代理応答
●パーソナルハンズフリー
●内線ハンズフリー通話
●内線秘話
●待機中通知
●内線PB信号送出
●不在設定

外線保留・転送・その他

●不在転送
●内線番号任意設定
◆ドアホン着信
◆ドアホン着信音指定
◆ドアホンモニタ
◆夜間ドアホン着信音指定

●デジタル留守番
●サイレント留守番
●識別着信留守番
●ウィークリー留守番
●追っかけ転送
●お待たせメッセージ応答
●迷惑メッセージ応答
●非通知拒否
●通話メモ
●留守子機切替
●留守番リモコン

●ユーザ登録機能
●電話機メニュー
●単独電話機／FAX接続
●夜間モード切替（自動／手動）
●会議通話（内線／外線）
●ボタン押下音（鳴動／停止）
●時刻アラーム
●キッチンタイマー
●電話帳Web設定
●リモートコールバック
●緊急地震速報
◆これdeプリント
◆ヘッドセット接続
◆ドアホン接続（2台）
◆リモートメンテナンス機能

◆コンテンツ表示
◆リモートファームアップ
◆グローバルIPアドレス通知
◆外線転送不成立メール送信

＜ISDN回線＞
●サブアドレス通知
●発信者番号通知
●料金情報通知
▲ダイヤルイン
▲グローバル着信
▲i・ナンバー
▲INS迷惑電話おことわりサービス
▲INSボイスワープ
▲INSナンバーディスプレイ
＜アナログ回線＞
▲ナンバーディスプレイ
▲モデムダイヤルイン
▲キャッチホン

●セーフティモード解除用暗証番号
●通報ガイダンス（4種類）
●通報先電話番号（5ヶ所）
●威嚇音（4種類）
●セーフティモード（セット／解除）
●ルームモニタ&音声威嚇
●セーフティリモコン

◆Web設定
◆PPPoE対応（1セッション）
◆IPルーティング（動的／静的）
◆NAT（動的／静的）

◆IPマスカレード
◆DHCPサーバ
◆ファイアウォール
  （ステートフルインスペクション）
◆IPパケットフィルタリング
◆Telnetサーバ
◆SNTPクライアント
◆認証（PAP、CHAP）
◆ログ出力
◆ステルス
◆Ping送信
◆IP電話優先制御

◆Web設定
◆SIP
◆2ch対応
◆自動ファームアップ

＊IP電話対応ACRおよび携帯電話対応ACRをご利用
になるには、別途キャリアとのご契約が必要です。

主な機能一覧

定　格

●標準機能  ◆オプション機能  ▲付加サービス使用料がかかります

ISDN回線外線収容数
IP電話回線

子機
親機

アナログ回線

最大2ch
最大1回線（2B×1）
最大2回線

最大5台

最大4台

2台
最大1台
最大2台
1台
2芯スター配線（無極性）
待機時約30W以下、最大時約40W以下
AC100±10V 50／60Hz
約210×47×297、約1.4kg
約185×229×93、約850g
約180×228×78、約760g
約180×228×78、約770g

いずれかを選択

※停電ユニットはTD810、TD820電話機に接続します。

TD618電話機
TD810電話機
TD820電話機
CL825電話機
WS805電話機

サイズ（mm）
幅×奥行×高さ、
質量

DC600電話機
ドアホン接続
PF800（ I ）（停電ユニット）※

PF800（A）（停電ユニット）※

単独電話機／FAX接続

主装置
TD618電話機
TD810電話機
TD820電話機

約194×228×83、約630g
CL825電話機

約51×38×212、約150g

配線方式
主装置消費電力
使用電源

合わせて最大5台接続数

子機
親機 約104×128×42、約140g

WS805電話機
約51×38×212、約150g

接続装置
子機 約48×17×135、約70g

DC600電話機
約160×154×43（アンテナ除く）、約310g

内線

留守番関連

IP電話機能（オプション）

システム・その他
ビジネス・セーフティ・システム

ルータ機能（オプション）

ネットワークサービス

CL825／WS805電話機
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サクサ ビジネスホン

■本製品のビジネス・セーフティ・システム（セーフティ機能）は、センサで異常を検知し、電話機からの音と光による威嚇や通報先へ通報する装置であり、いわゆる災害を防止する装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも、弊社では一切の責
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■線路抵抗条件によっては使用できないことがあります。■携帯電話への外線転送は、移動先によりつながらない場合があります。■外線自動転送は、相手応答信号がない場合自動転送できません。■商品の
故障・誤作動、または停電などの外部要因で電話機が使えなかったことによる不随的損害補償については弊社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■IP電話サービスを利用することによる金銭上の損害および逸失利益について、
第三者からのいかなる請求についても弊社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■IP電話サービスの通話品質は、お客様の通信回線の利用状況により、通話品質が低下する場合があります。■電話機の文字表示は、LCDの性能等に
より省略された文字など、正常に表示されないことがあります。■お取付け、お申込みについては、弊社販売店におたずねください。■この製品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いた
だき、大切に保管してください。■仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承おき願います。■カラーは印刷の都合上、実際とは異なることがあります。■電話機のディスプレイ面は、はめ込み合成によるイメージです。■システムの構築
には、主装置・電話機のほか各種ユニット、アプリケーションソフト、工事用品などが必要となる場合があります。■本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理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
おとりください。■本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。■本製品を最適な状態でご使用いただくために、定期点検などによる予防保守が重要です。またBCP（事業継続）の観点から保守契約をお願いしております。保守サービスに
関する詳細内容については、弊社販売店にお問合せください。

安全に関するご注意
●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他
　の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

このカタログの記載内容は2017年3月現在のものです。

本社/〒108-8050　東京都港区白金1-17-3　ＮＢＦプラチナタワー

■ソリューション事業部
第一営業部   ☎（03）5791-5524
第二営業部   ☎（03）5791-3931
第三営業部   ☎（03）5791-5530

●営業拠点
東 北 支 社   ☎（022）297-5835 
中 部 支 社   ☎（052）220-3930   
関 西 支 社   ☎（06）6367-0393
九 州 支 社   ☎（092）473-1511
札幌営業所   ☎（011）281-1035

●お客様相談室：        0570-001-393   ☎（050）5507-8039

URL  http://www.saxa.co.jp/
E-mail  customer@saxa-as.co.jp

大宮営業所   ☎（048）650-9311
静岡営業所   ☎（054）653-7711
金沢営業所   ☎（076）255-0393
高松営業所　☎（087）861-7450
広島営業所   ☎（082）511-7555

SA-0434

HX300



迅速でスマートな
コミュニケーションを実現します。

IP電話ひかり電話 転送電話機能 つながる ささえる

便利で使いやすい
多彩な機能を搭載しています。

通話メモ留守番電話

しらせるまもる 地震の発生やお客様の来訪を
素早く知らせます。

ドアホン チャイム緊急地震速報通報・威嚇 監視カメラ人感センサ

室内をつねに監視して、
防犯対策に貢献します。

いま、ビジネスホンには、業務効率アップはもちろん、経費削減や

セキュリティ対策が求められています。サクサの「ActysⅢ」が、

これらの課題を一挙に解決！IPネットワークやモバイルの活用を

実現するほか、不審者の侵入や地震への対応など、

さまざまな先進機能をコンパクトなボディに凝縮。

SOHOや店舗などの小規模事業所で、多様なワークスタイルに

ぴったりフィットする有能なコミュニケーションパートナーとして活躍します。

スマート＆スムーズに安心をプラスした、
頼れるコミュニケーションパートナー。

サクサ ビジネスホン

HX300



先進のIP環境や
転送機能を
賢く使いこなし、
スマートな
コミュニケーション
環境を提供します。

IP電話／インターネットオールインワン対応

格安のIP電話や
高速インターネットがすぐに使える。

全国一律の低料金や同一事業者の契約者間無料通話など、
格安な電話料金が魅力のIP電話。
ActysⅢは、最大2chのIP電話回線を収容可能です。また、主装
置にはブロードバンドルータが内蔵できるので、IP電話と同時
に高速インターネット環境も提供します。
※IP電話サービスを利用するには、各IP電話事業者との契約が必要です。

マルチキャリア対応＊1

＊1：複数キャリアのIP電話サービスを同時に収容することはできません。
＊2：OCNドットフォン オフィスサービスを受けるには、
①NTTコミュニケーションズ株式会社のOCNサービス OCN 光「フレッツ」、OCN 光 with フレッツ、OCN ADSL「フレッツ」、
OCN ADSLセットの契約が必要です。

②アクセス回線としてフレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライト／フレッツ・光プレミアム／Bフレッツ／フレッツ・ADSL／OCN ADSL
セットの開通が必要です。

＊3：FUSION IP-Phoneサービスを受けるには、
①フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（FUSION IP-Phone）
②フュージョン・ネットワークサービス株式会社（FUSION GOL）
③NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライト／フレッツ・光プレミアム／Bフレッツの契約が必要です。

FUSION IP-Phone  発信表示画面OCNドットフォン オフィス  発信表示画面

好みのIP電話サービスが選べる。

ですくde掲示板 
表示画面

コンテンツ表示機能

「ですくde掲示板」機能は、パソコンからグループ内の連絡事項
やスケジュール情報などを入力することで、社員の電話機ディス
プレイにスクロール表示させることができ、連絡事項の通知など
に便利です。また、電話機のディスプレイにインターネットで
配信されている、情報（RSS）を一定時間ごとにスクロール表示
する「ですくde RSS」＊1をご利用いただけます。
＊1：「ですくde RSS」は、RSS1.0
　およびRSS2.0に対応しています。

知らせたいことをディスプレイに表示。

夜間や休日、不在時などにかかってきた電話は、あらかじめ登録
した担当者の携帯電話や自宅などの電話番号に自動転送する
ことができます。この場合、オフィスの電話機の着信音を鳴らす
「着信鳴動外線転送」と、着信音を鳴らさない「無鳴動外線転送」
の2つのモードが選択できます。また、オフィスにスタッフがいる
場合は、取次ぎ者を介して手動転送も可能です。大切なお客様
からの電話には、いつでも、どこにいても迅速な対応ができる
ので、ビジネスチャンスを逃しません。

外線自動転送を行う場合の転送先は、最大8か所、転送セット
は4組まで登録可能です。また、1つの転送につき、転送先を
2か所セットし、2つの転送先を同時に呼び出す「ツインショット
外線転送」機能もサポート。例えば、1人の担当者の自宅と携帯
電話もしくは、2人の担当者の携帯電話などを登録することが
できるので、より確実な転送が可能です。

外線自動転送で電話がつながらなかった場合（応答なし、話中、
電源OFF時など）＊1は、登録されたメールアドレス＊2にメールを
自動送信します。相手先の電話番号と着信時間をお知らせする
ので安心です。

転送電話がつながらないときは
メールで通知できる。ビジネスチャンスを逃さずキャッチする。

スタッフが
いる場合

自動転送

2か所同時に外線転送ができる。

＊1：転送先の電話が留守番応答した場合、メールは送信されません。
＊2：メールアドレスは、転送先ごとに1ヵ所登録可能です。

❶応答なし、話中、電源OFFなど

ツインショット外線自動転送

外線転送不成立メール送信外線自動転送

ひかり電話対応

「ひかり電話」をより便利に、スムーズに使いこなす。

NTT東日本、NTT西日本が提供する「ひかり電話」は、全国一律
の通話料金［8円／3分（税別）］と低額な基本料金の電話
サービスです。ActysⅢは、ひかり電話に対応しているので、通常
のビジネスホンと同様の感覚でひかり電話のサービスが利用
できます。

ひかり
電話網

＊ダブルチャネルと2番号（契約者回線番号＋追加番号1つ）をご利用の場合

多機能電話機
03-XXXX-1111
（契約者回線番号）

アナログFAX
03-XXXX-2222
（追加番号）

ひかり電話
対応端末機器

IP直収

電話とFAXで
別の電話番号が利用可能

IP電話対応ACR機能

＊1：IP電話サービスに対応していない電話番号については、各IP電話サービス事業者にお問合せください。
＊2：プリセットダイヤルまたはオンフックダイヤル時のみ有効です。

IP電話／一般電話回線を
自動で選択し、発信する。

お客様

オフィス・店 舗

オフィス・店 舗

一般通話 フリーダイヤル
110、119 など

一般電話回線IP電話回線

ADSL／
光モデム

ActysⅢは、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する
「OCNドットフォン オフィス」＊2と、フュージョン・コミュニケーションズ
株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」＊3のIP電話サービス
に対応。IP電話キャリアを意識することなく、通常の電話機と
同様の操作で格安なIP電話サービスが受けられます。

フリーダイヤルや110通報など、IP電話サービスに対応していない
電話番号＊1をダイヤルした場合でも、自動的に一般回線から
発信＊2します。回線を気にすることなく通常の電話機と同じ感覚で
使えるので安心です。

通話先A

通話先B

お客様

担当者Aと担当者Bを
同時に呼び出し

担当者A

担当者B

お客様
❷転送電話がつながらない
　場合はメールでお知らせ

全員が
不在のときなど

外出先の担当者お客様

手動転送

担当者

つながる

担当者は
外出していますが、
転送します。
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デジタル留守番

夜間／不在時・多忙時の電話の応答をサポートする。
留守番電話を標準装備し、夜間／休日のデジタル留守番はもちろん、在席者が少ない場合や多忙時の通話メモ、さらに、外出時には
用件が録音されたことを通知する機能をサポートします。

ウィークリー留守番 ワンショット留守番

かかってきた電話に出られ
ないとき、ワンタッチ操作で
「メッセージを録音してくだ
さい」と自動応答させて、用件
を録音することが可能。接客
中や在席者が少ない多忙時
などに便利な機能です。

電話に出られないときも
しっかり応対できる。

スケジュールに合わせて
留守番電話を自動設定できる。

留守番電話のセット／解除は、スケジュールに合わせて曜日ごと
のきめ細かな設定が可能です。カレンダーとタイマーによる自動
設定なので、留守番電話のセット／解除ミスを未然に防止します。

留守番（終日）

夜間モード／留守番夜間モード／留守番
8:00 解除 19:00 セット

留守番電話機能
留守番電話として、以下の3つの機能を提供します。また、各機能のセット／解除はボタン
ひとつで設定可能です。もちろん、録音された日時や用件の数もひと目で確認できます。

応答メッセージを流した後、相手の用件を録音
します。応答録音にはモード1～3の3パターンが
あり、利用状況に応じて使い分けが可能です。

相手の用件を録音せずに、応答メッセージのみ
を流す機能です。応答専用にはモード1～3の
3パターンがあり、利用状況に応じて使い分けが
可能です。

留守番電話セット中に用件が録音されると、あらかじめ登録しておいた携帯電話や自宅の電話など
に自動的に電話をかけ、伝言が録音されたことを通知します。そのまま外出先からリモコン操作で
用件を再生し確認することもできます。

留守番電話2ch運用
留守番電話は、2chでの運用が可能
です。事務所兼自宅の場合では自宅と
事務所で個別に設定したり、部署別の
設定をしたりすることができます。

応答録音（留守録）

追っかけ転送

応答専用（お知らせ）

バラエティ応答

アナログ／ISDN回線の発信者番号通知サービス＊１、ナンバー・
ディスプレイ、IP電話の番号通知に対応し、電話機のディスプレイ
に相手先の番号や名称を表示します。また、相手先電話番号を
得意先、取引先、社員などに分類し、グループ登録すれば、かかって
きた相手に応じて、さまざまな応答が可能です。

相手に応じたスムーズな応対ができる。

＊1：発信者番号通知サービスは、ISDN回線の基本機能です。
※相手先の回線、発信方法によっては、電話番号の表示ができず、以下のバラエティ応答機能が使用できない場合もあります。

誰カラー着信
相手を着信ランプの

色で識別

 非通知メッセージ応答 
非通知には

通知設定を依頼

識別着信
相手を着信音で識別

識別留守番
留守番応答／
外線転送を選択

迷惑電話
メッセージ応答

迷惑電話をシャットアウト

着信メロディダウンロード

きれいな和音の音源ICを搭載しています。また、お客様が用意した
MIDIデータ＊1をパソコンから登録＊2することや、電話機から直接
楽曲をダウンロードできるサービスを利用して、着信・保留メロディ
を自由に入れ替えることも可能です。

着信・保留メロディが自由に選択できる。

＊1：MIDIデータの内容によっては、再生できない場合があります。
＊2：MIDIデータを登録するには、ネットワーク設定が必要です。
＊3：固定楽曲・・・愛の挨拶／さくら（独唱）／夏を抱きしめて／秋桜／Everything／花／世界に一つだけの花／
　　ニューヨーク・シティ・セレナーデ／組曲「惑星」の木星／カノン

応答メッセージの種類
・固定内蔵メッセージ：2種類（応答録音用／お知らせ用）
・ユーザ録音メッセージ：6種類（応答録音用×3／お知らせ用×3）

固定の楽曲10曲＊3着信・保留メロディは
2ch

効果音6パターン

営業中
平日　月～金曜日（通常営業日）

休日・祝日、土・日曜日、創業記念日、長期休暇…など

多彩な機能で
素早いレスポンスを
可能にし、
顧客満足度を
大幅に向上できます。

ただ今留守に
しております。

本日の営業は
終了いたしました。

2F
自宅

1F
事務所

リモートコールバック

社員などの携帯電話（事前登録が必要）から、オフィスの指定
された番号へワンコールして切れば、オフィスのActysⅢから自動
的にコールバック。IP電話などの格安回線を利用している場合、
外出先からの携帯電話料金の削減が可能です。

携帯電話料金を抑える裏ワザ機能。

プルプル♪
❸ガイダンスに従い、
　「＊」＋内線番号を入力する

❶ActysⅢに発信し、
　一定時間以内に切る

❷ActysⅢが携帯電話に
　折り返し電話をかける

❹入力した内線が
　鳴動する

電話／FAX自動切替

着信の際、ActysⅢが自動応答し、相手がFAXを送信した場合
は、アナログポートに接続したFAXに自動的に切替えます。これ
により、FAX専用回線を確保する必要がなくなり、また、FAXの
着信を電話で対応するといった煩わしさが解消できます。

FAX専用回線の確保が不要。

TEL／FAX自動切替機能の種類

ささえる

＊1：ブラウザから登録を行う場合は、
　 ネットワーク設定が必要です。

電話帳機能

電話帳に電話番号と名前を登録（最大4,000件）すれば、携帯
電話と同様に相手の名前から検索することも、表示された発信
履歴や着信履歴から登録することもできます。また、登録された
相手からの着信の場合、相手先の名称をディスプレイに表示し
ます。電話帳への登録は、パソコンのブラウザ＊1からも行えます。

相手の名前で検索し、発信できる。

電話帳画面

通話メモ

かかってきた通話内容をワンタッチ操作
で録音することができます。録音内容の
再生もワンタッチで行え、ニュアンスの
違いなどによる伝言ミスを防止します。

お客様の用件を
確実にキープする。

※最大録音時間は120分（2ch）。2ch合計で最大120分を10分単位で
各チャンネルに割付け可能です。

その他の機能

チャイムタイマ連動
始業・休憩・終業時間などを
チャイムが知らせる。

特定日設定
ユーザ独自の休日を
設定し、運用できる。

キッチンタイマー
数分間の時間経過を
お知らせする。

会社からの
コールバックです。
内線番号を

入力してください。

はい、納品の件
ですね

忘れちゃいけないから
通話メモしておこう

②一次応答する

①着信が入る

❶ 先 鳴 動 な し 自 動 切 替

①着信が入る

❷ 先 鳴 動 あり自 動 切 替

①着信が入る

❸ オンフック F A X 転 送

④CNG信号を検出したらFAXへ

③オンフックしてFAXへ転送

③CNG信号を検出したらFAXへ

③CNG信号を
　検出しなければ電話に着信

③電話に着信

②電話で着信応答

②一次応答する

メッセージを
録音してください

内線2

内線1
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人を感知する赤外線センサを搭載したTD810／TD820／CL825
電話機を収容すれば、夜間・休日・不在時など、無人のオフィスを
監視する「ビジネス・セーフティ・システム」が構築できます。不審者
が侵入した場合、電話機の赤外線センサがそれを検知し、複数台
の電話機から大音量の警報とランプで不審者を威嚇。同時に
あらかじめ指定された連絡先へ異常を通報します。また、通報先
の電話から音声で威嚇したり、携帯電話などからネットワーク
カメラが捉えたオフィス内の映像を確認したりすることも可能。
SOHO、店舗の防犯対策として効果的な機能です。

気象庁から配信される高度利用者向けの緊急地震速報に対
応し、地震発生時は電話機のディスプレイ表示、音声、LEDで
お知らせします。サクサが運営するサーバから配信しますので、
ActysⅢだけで使用できます。

ネットワークカメラ＊2を接続すれば、センサ検知と同時に、カメラ
アングルを不審者の検知方向へターンすることが可能。異常時
の画像の録画保存はもちろん、グローバルIPアドレス通知＊3に
より外出先の携帯電話などからオフィスの映像を確認することも
できます。
＊1：お使いになるネットワークカメラの機能やネットワークの環境により、機能が制限される場合もあります。
＊2：最大3台までの接続が可能です。
＊3：有料の独自ドメインや固定IPアドレスを取得していなくても、自動的にIPアドレスを通知し、携帯電話などからネットワーク
カメラにアクセスするための機能です。

ネットワークカメラ

インターネット一般電話回線 ※警報音だけにすることもできます。

センサ付電話機が不審者を検知

通報先の電話から不審者を威嚇

不在オフィスを監視

不審者検知と同時に通報
（最大5ヶ所まで順次通報）

退室時などにセーフティモード
にセットすると、電話機に搭載
されたセンサが自動的に作動
します。

異常を検知すると、複数の電話
機が大音量の警報音と電話機
のLEDランプで不審者を威嚇
します。

威嚇と同時に、あらかじめ登録
した電話番号に自動的に異常
事態を通報。また、通報先の
電話番号は最大5ヶ所まで
登録可能で、通報先の相手が
応答するまで順次、通報を継続
します。

電話機は自動的にハンズフリー
状態で、電話機のスピーカ受話
音量は最大になるので、通報
を受けた人はそのまま音声で
不審者を威嚇することができ
ます。

ビジネス・セーフティ・システム

夜間・休日など無人のオフィス、
店舗を電話機が見守る。

不審者検知から通報・威嚇までのプロセス

ネットワークカメラ連動機能＊1

外部からオフィス内の
映像を確認できる。

緊急地震速報対応

地震の発生をディスプレイ表示と音声とLEDで即座にお知らせ。

ビジネス・セーフティ・
システム（セーフティ機
能）をご利用になるに
は、万一、盗難などの被
害にあったときに役立
つ「盗難見舞金制度」へ
の加入が必要です。

Internet

地震
発生

ネットワークカメラ

人感センサ

サクサ
データセンタ

緊急地震速報は
震度5弱以上のとき

通報

気象庁

ピロン・ピローン
緊急地震
速報です

ピロン・ピローン
緊急地震
速報です

コールスピーカ

電話機がオフィスや
店舗内を常時監視。
万が一の際は通報や
威嚇などを行います。

まもる

地震の発生をいち早く
知らせて安全確保。
お客様の来訪も素早く
伝達・確認できます。

しらせる

※緊急地震速報を利用するためにはActysⅢがインターネットに接続できる通信環境が必要です。
※緊急地震速報は、可能な限り素早くお知らせするために、誤差や誤報の可能性もあります。また、震源地に近い場合は、
緊急地震速報が間に合わない場合もありますので、緊急地震速報の特性や限界を十分にご理解ください。（気象庁発表
　後の「緊急地震速報特性や限界、利用上の注意」をご参照ください。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html）
※緊急地震速報は、地震による被害を極力軽減するためのものであり、地震による被害を防ぐものではありません。また、万一、
地震による被害が発生した場合でも当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

電話機のLEDと表示、
音声ガイダンスでお知らせします。

※予測震度は表示のみです。
※主装置の設定で許容震度を設定できます。

TD810 TD820
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＊画像はPF800（A）です。
＊TD810、TD820の底面に装着して
　お使いいただけます。

アナログ停電ユニット
PF800（A）
ISDN停電ユニット
PF800（ I）

ホワイト

ホワイト

システム構成例＆製品ラインアップ

多機能電話機
人感センサ標準搭載

コードレスホン

人感センサ非搭載

30
ボタン

18
ボタン

18
ボタン

30ボタン電話機
TD820

18ボタン電話機
TD810

コードレスホン 30ボタン電話機
CL825

18ボタン電話機
TD618

30
ボタン

ホワイト ブラック

コードレスホン
WS805

デジタルコードレスホン
DC600 シルバー

ホワイト ホワイトブラック

8
ボタン

ホワイト ブラック

停電ユニット

インターネット

ISDN回線
最大1回線

アナログ回線
最大2回線
or

IP電話
最大2ch

ひかり電話
最大2ch
or

主装置

最大
5台

最大
5台

最大
4台

最大
5台

最大
4台

8
ボタン

最大
4台

※多機能電話機とドアホン合わせて最大5台の接続です。

壁掛けタイプ

横置きタイプ

単独電話機／FAX接続 ドアホン

ネットワークカメラ

単独電話機
S83C（ロリーヌ4）

最大
1台 最大

2台

最大
3台

主装置は、設置場所を選ばないA4サイズのコンパクトボディ。

ドアホン
DR71

カラーモニタ
ユニット
TM-23

カラーテレビ
ドアホン
DR63C

ドアホンアダプタ
DA100

ブラック

TD820電話機　各部の名称と表示

人感センサ

チルトディスプレイ

着信ランプ

外
線
ボ
タ
ン
／
オ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル
ボ
タ
ン

マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン（
M
F
）キ
ー

確
定
ボ
タ
ン

マ
イ
ク

指塞ぎ防止ガイド
送信部マイク穴を、つい指
で塞いでしまうのを防ぎ
ます。

チルトディスプレイ
液晶の角度は45°まで調整
可能です。

角度可変スタンド
操作面の角度を平置き、
20°、35°、50°に変更でき
ます。
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