KONFTEL 300 / 200

Konftel 300 / 200

あらゆる会議に対応するカンファレスフォン
生産性の高い遠隔会議には、高音質で使いやすいカンファレンスフォンが不可欠で
す。Konftel 300 シリーズのモデルは、 外観と機能の大部分が類似しています。
OmniSound® によって HD 品質の音声を提供するほか、会議ガイド、電話帳、会議
グループの保存など便利な機能を搭載することで、会議の設定と運営をサポートしま
す。また、多くのモデルでは、複数の接続や回線による通話が可能となっています。
会議や口述を CD カードに録音する機能も搭載されており、録音内容の再生、保存、
共有が可能です。Konftel 200 シリーズは、搭載されている機能数は少なくなりますが、
OmniSound® オーディオ技術は採用されています。
ご自分のニーズに合ったモデルを選ぶには、どのような会議を運用したいか考えてみ
てください。固定回線かワイヤレスか、少人数か大規模な会議か、高機能か最低限
の機能か、といった点を検討しましょう。どのモデルを選んでも、優れた音質を実感
していただけることと思います。

KONFTEL

接続

KONFTEL 300 シリーズ共通機能：
•

複数の接続オプション：
アナログ、SIP、コンピューター、
ワイヤレス DECT、モバイル

•

OmniSound® – HD オーディオ対応の高音質

•

複数の参加者による通話と会議グループの
登録に役立つ会議ガイド

•

電話帳に連絡先を保存

•

多言語でのメニューとクイックリファレンス

•

メモリカードに会議を録音

•

2 年間保証
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KONFTEL 250
* モバイルケーブル付き（オプションアクセサリ）** アナログ DECT ベースステーション *** Konftel IP DECT 10 またはサードパーティの SIP DECT ベースステーションと統合

Konftel 220 – 会議を簡単に

シチュエーション

接続

最先端のオーディオ技術とシンプルな機能により、会議室
でのご利用に最適です。

詳細情報： www.konftel.com/220

12 人まで

シチュエーション

Konftel 250 – シンプルかつ先進的
アナログ接続の Konftel 250 は、大小の会議室でのご利
用に最適です。

12 人まで

接続

20 人まで *

詳細情報： www.konftel.com/250
* 要拡張マイク

Konftel 300 – あらゆる会議に

シチュエーション

接続

複数の接続と拡張オプションにより、大規模な会議にも
対応できる汎用的なモデルとなっています。

詳細情報： www.konftel.com/300

12 人まで

20 人まで *

* 要拡張マイク
** 要 PA インターフェイスボックス

Konftel 300IP – 革新的な電話会議
SIP ベース。同時 5 者通話が可能。直観的な Web ベース
の構成。PoE 対応。拡張オプションにより、大規模な会
議でも活躍します。
詳細情報： www.konftel.com/300IP

Konftel 300Wx – ワイヤレス会議
充電池による通話時間は最長 60 時間。DEBT 環境での
完全なワイヤレス会議を実現します。通話接続オプショ
ンにより、携帯電話やコンピューターへの接続も可能で
す。小規模および大規模な会議用。

詳細情報： www.konftel.com/300Wx

* モバイルケーブル
（オプションアクセサリ）

シチュエーション

12 人まで

20 人まで *

*

VOIP

20 人以上 **

接続

20人以上 **

* 要拡張マイク
** 要 PA インターフェイスボックス

シチュエーション

12 人まで

20 人まで *

GAP/
CAT-iq

VOIP

**

***

* アナログ DECT ベース搭載モデル
** モバイルケーブル（オプションアクセサリ）
*** KONFTEL IP DECT 10 およびサードパーティ
SIP DECT 対応

* 要拡張マイク

Konftel 300Mx – 自由な会議

接続

シチュエーション

接続

SIM カードを差し込むだけでワイヤレス会議を実現。携
帯電話からの通話をIP 通話に簡単に接続できます。充電
池による通話時間は最長 30 時間。大規模および小規模
な会議用。

詳細情報： www.konftel.com/300Mx

12 人まで

20 人まで *

* 要拡張マイク

OMNISOUND® – 高音質オーディオ
特許を取得した OmniSound® オーディオ技術は、印象的で明瞭な全二重 双方向通話を保証します。360 度集音の超高感度マイクとスピーカーによって、
会議の参加者全員に明瞭な音声が十分な音量で伝わります。

OmniSound® は、IP およびプロバイダーのネットワークを介した HD 音声 通話を実現します。また、自動エコーキャンセラーと背景ノイズを抑えるノイズキャ
ンセラー、および個別の音声特性を設定できるイコライザーも搭載しています。
つまり、音質を下げなくても、わずらわしい音声の途切れやノイズ、エコーの影響を受けることなく、部屋の中を自由に歩き回りながら会話し、議論する
ことができ、限りなく現実の音声に近い音質が再現されます。
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