
上手に使って上手に節電 

〒812-8531　福岡市博多区美野島4丁目1番62号 

このカタログの記載内容は 
2008年2月現在のものです。 
TDA-P170-D1

●お問い合わせは...

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。 
もしお分かりにならない場合は当社におたずねください。 

オフィスネットワークカンパニー 

【お問い合わせ窓口】  （03）3491-9191(代表） 
 

システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。詳しくは、下記の販売窓口へお問い合わせ願います。 

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み 
　の上、正しくお使いください。 

安全に関するご注意 

保 証 書に  
関 す る  
お 願 い 

その他使用上の 
ご 注 意  

そ の 他 の  
付 記 事 項  

・システムの運用にあたっては、電話機・主装置などのほか各種ユニット・工事用品が必要です。また、導入時やシステム変更時には工事会社による工事・プログラム設定が必要です。 
・硫化水素・高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因となる場合があるのでご注意ください。 
・バッテリー（専用電池、外付けバッテリー）は、主装置周囲の環境温度が25℃以下の場合、約3年に１度、40℃以下の場合、約２年に一度の交換が目安です。（有償） 
・相手に無断で通話録音すると、個人のプライバシーの侵害にあたる場合があります。相手の方にお断りの上、通話録音をするようにお願いいたします。 
・録音された内容を第三者が無断で聞くことは、法律上問題があるのでご留意ください。 
・ドアホン・カメラの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという 
  法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 
・「ひかり電話オフイスタイプ/個人タイプ」の外付け対応アダプタを接続してご利用いただく場合、接続環境、ご利用条件等がありますので詳細については販売店までお問い合わせください。 

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 
火災、故障、感電などの原因となることがあります。 

・ＳＤロゴは商標です。 
・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。 

■ ラ・ルリエの主な機能 
単独電話機 

●極性反転機能 
●ナンバー・ディスプレイ※ 
●ネーム・ディスプレイ※ 

2.4Gカラーデジタルコードレス★ 

●FFキー名登録/表示 
●ドアホン同時待ち受け 
●ボイスチェンジ 
●ボイスセレクト 
●メロディー着信 
　外線ごと/相手先ごと※/ 
　10曲追加★ 
●ネームトーク着信※★ 
●発信者付加情報表示※ 
●ナンバー・ディスプレイ※ 
●ネーム・ディスプレイ※ 

保守・メンテナンス関連 

●電話機ツイン接続 
●障害情報表示 
●各種ピクト表示 
●Webコンソール 

外部機器接続 

●ドアホン連動★ 
●ネットワークカメラ接続★ 
●センサー連動★ 
●構内放送 
●構内放送（トークバック付）★ 
 

デジタルシステムコードレス★ 

●自営標準 
●高速ハンドオーバー 
●ソフトキー 
●ナンバー・ディスプレイ※ 

●保証書は主装置に添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 
・当社は、このデジタルビジネスホンLa Relier（ラ・ルリエ）の補修用性能部品を、製造打ち切り後７年保有しています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です。） 
・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で、 本装置が使えなかったことによる付随 
 的損害（通話、通信および料金管理など）の補償については、当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。 
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には主装置に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。 

■ ラ・ルリエの主な仕様 ■ オフィス留守番/2Wayラ・ルリエシリーズの主な仕様 

INSネット64

416システム※1項　目 項　目 

同時録音チャネル 

システムの録音容量 

システムのメッセージ数 

ボックス数 

ボックスあたりのメッセージ数 

1メッセージの長さ 

録音開始タイミング 

メールボックスセンターを介したアクセス 

オフィス留守番  

2チャネル 

最大2時間 

最大127 

最大25

6チャネル 

最大約6時間 

最大381 

最大50

824システム※2

電話（アナログ）回線 外線収容数 

IP電話回線※3

多機能電話機 

最大2回線（初実装0） 

最大4回線（初実装0） 

最大4チャネル（初実装0） 

最大16/電話機ツイン接続時最大16 
（初実装4/電話機ツイン接続時8） 

最大4回線（初実装0） 

最大8回線（初実装0） 
合わせて 

最大4チャネル 
合わせて 

最大8チャネル 

最大8チャネル（初実装0） 

最大24※4/電話機ツイン接続時最大48※5※6 
（初実装4/電話機ツイン接続時8） 電話機数 

単独電話機 最大8（初実装4） 

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機 最大6最大6

カールコードレス電話機 最大9最大9

コードレス電話機数 2.4G接続装置 

デジタルコードレス電話機※7

接続装置※7

最大3

最大16

最大4

最大3

最大32

最大6

ドアホン接続数 最大4系統（同時2通話）※8

構内放送接続数 最大１系統 

INSネット64（P-MP、常時起動）、電話（アナログ）回線、公衆IP電話回線、他システム内線 収容外線の種類 

スター１対（停電用電話機は２対） 

内蔵（切り離し可能） 

配線方式 

DSU

障害表示機能 保守 

幅310 mm×奥行き152 mm×高さ386 mm寸法 

約5.5 kg（フル実装時） 質量 

最大70 W 最大80 W、最大120 W（電話機48台時※5） 消費電力 

0℃～40℃/90％以下（結露なきこと） 動作条件（周囲温度/相対湿度） 

最大127件（初期値30件）  

最大5分  

ボタン押下後  

－  

最大249  

 

通話開始時  

○  

■ 各電話機の機能仕様 

多機能電話機（漢字表示） 

カールコードレス電話機 

多機能電話機（数字表示） 

2.4Gデジタルコードレス電話機 

デジタルコードレス電話機 

― 

― 

10 

― 

― 

ワンタッチ 
ボタン 

○ 

○ 

― 

○ 

― 

コマンド 
ナビキー 

○ 

○ 

○ 

○※4 

○※5

FFボタン 

○ 

○ 

― 

○ 

― 

ネーム・ 
ディスプレイ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

ナンバー・ 
ディスプレイ 

1500 

1500 

1500 

1500 

― 

200 

200 

― 

200 

― 

着信 
履歴 

20 

20 

20 

20 

300

30 

30 

1※2 

30 

10

発信 
履歴 

30※1 

30※1 

1※3 

30※1 

10

着信 
履歴 

※1 416標準運用メモリー（VB-F175D）、416高級運用メモリー（VB-F175JD）をご利用の場合のシステムです。　※2 824高級運用メモリー（VB-F275JD）  ※3 接続可能な公衆IP電話サービスについては、販売店までご確認ください。また、公衆IP電話サービスは、ベストエフォート
型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況等によっては、通話の遅延や切断がおこる場合があります。　※4 単独電話機を5台以上（単独電話機ユニット）利用する場合、多機能電話機は最大20台となります。　※5 単独電話機を5台以上（単独電話機ユニット）
利用する場合、多機能電話機は最大44台となります。　※6 多機能電話機が25台以上（単独電話機ユニット利用時は21台以上）の場合、別途増設用AC電源が必要です。　※7 416標準運用メモリー（VB-F175D）はデジタルコードレス電話機、接続装置には対応していません。
※8 電話とドアホンの同時待ち受けが可能なドアホンはVL-SV130K（カラーモニター親機VL-MW130K×１、カラーカメラ玄関子機×１〔最大2〕）またはVL-SW130K（カラーモニター親機VL-MW130K×１、カラーカメラ玄関子機×１〔最大2〕、ワイヤレスモニター子機×１〔最大6〕）ま
たはVL-SW150K（カラーモニター親機VL-MW150K×１、カラーカメラ玄関子機×１〔最大2〕、ワイヤレスモニター子機×１〔最大6〕）のいずれかになります。 
●カールコードレス電話機、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機、ドアホン側のワイヤレスモニターを併用してご利用になる場合、条件によってそれぞれの接続可能最大台数は異なります。 

★ オプションが必要です。 　※ アナログ回線で利用する場合のみ、オプションのND/DIユニット（VB-F2201）が必要です。　 

※1 着信通話履歴、着信不応答履歴それぞれ15件の合計です。　※2 最後にかけた外線の電話番
号1件のみの対応です。　※3 最後に着信した電話番号1件のみです。　※4 カラー液晶ディスプレ
イへの表示となり、ダイヤルキーで選択します。　※5 ソフトキー（3つ）での対応となります。 

ボタン/キー システム共通 電話機ごと 

（　   ） （　   ） 
個人電話帳 
個人短縮 
ダイヤル 

外線電話帳 
共通短縮 
ダイヤル 

※ご利用条件によりボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。 

内線系 

●ワンキーダイヤル 
●プリセットダイヤル 
●不在設定・不在転送 
●内線トークバック 
●ページング 
●話中時着信 
●内線代理応答 
●会議通話（内線×3） 
●内線電話帳 
●内線番号/名前表示 
●着信ランプ（FFランプ） 
●アラーム 
●カレンダー・時刻表示 
●通話料金・時間表示 
●特殊内線 
●ヘッドセット接続 
●通話録音用端子 
　アダプタ★ 
●雑防ハンドセット★ 
●ホットライン 

外線系 

●外線フリーレイアウト 
●ノンアペアランス外線　 
●マルチライン 
●フローティング保留 
●ワンタッチ発信 
●電話帳（システム共通・個人） 
●着信履歴※（システム共通・個人） 
●発信履歴（個人） 
●オートリピートダイヤル 
●オフラインＡCR・ 
　特定番号迂回発信 
●ケタ数規制 
●県内市外発信規制解除 
●デュアル着信 
●発信者番号表示※ 
●発信者付加情報表示※ 
●迷惑電話着信拒否機能※ 
●メロディー着信 
　外線ごと/相手先ごと※/ 
　10曲追加★ 
●ネームトーク着信★※ 

●FAX着信自動転送 
　（CNG） 
●長時間通話警報 
●ルーム音声モニター 
●手動外線間転送 
●自動外線間転送 
　（ISDN/IP回線★） 
　外線ダブル転送/ 
　セレクト転送/ 
　ネクスト転送/ 
　お助け転送 
●転送メッセージ送出 
●ネームトーク転送★ 
●転送時応答選択 
●昼間/夜間モード切替 
　（自動/手動） 
●FAXワンタッチ転送 
●会議通話 
　（外線×1/内線×2） 
●外線通話割り込み 
●PB信号送出 

オフィス留守番 NTTサービスへの対応 

＜INSネット64・電話回線＞ 
●ダイヤルイン 
●ナンバー・ディスプレイ※ 
●ネーム・ディスプレイ※ 
＜INSネット64＞ 
●発信者番号通知サービス 
●サブアドレス通知サービス 
●i・ナンバー 
●フレックスホン（着信転送、INSキャッチホン、通信中転送） 

●商品名/Ver表示 
●内線ポート確認 
●停電切替 
●リモートメンテナンス★ 

●外部リレー制御★ 
●複合機連動 
●CTI連動 
●電気錠連動★ 

 
●迷惑電話 
　おことわりサービス 
●キャッチホン 
 
●INSボイスワープ 
●INSナンバー・リクエスト 
●INSマジックボックス 

●留守録 
●手動/自動留守設定 
●テナント別留守録 
●留守録解除時 
　自動再生 
●留守録応答モニター 
●外線リモート 

2Wayラ・ルリエ-Ｓ/2Wayラ・ルリエ★ 

●通話録音サービス 
●メールボックス 
　サービス 
●着信代行サービス 
　（留守番電話機能） 
●相手先折り返し発信※ 
●外線リモート 
 
 

●お待たせ応答 
●メッセージ録音、再生 
●折り返し自動発信※ 
●指定電話呼出 
●ボックスパスワード 
●音声データ管理 
　ソフトウェア★ 

●指定電話呼出 
●テナント別留守録 
●お待たせ応答 
●ボックスパスワード 
●音声データ管理 
　ソフトウェア★ 

●メッセージ 
　プライオリティ 
●折り返し自動発信※ 

＜高級版2Wayラ・ルリエ（VB-F206B）のみ＞ 
●同報・コピー・移動 
●トールセーバー※ 
●セキュリティ機能※ 

項　目 

●表示画面、ランプはハメコミ合成です。また、製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告な
く変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため植物性大豆油インキを使用しています。
●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。 

初実装 VB-F263装着時 

6チャネル 

最大12時間 

最大3000 

最大100 

 

最大30分 

VB-F205B

8チャネル 

最大24時間 

最大5000 

最大250 

 

最大120分 

VB-F206B

2Wayラ・ルリエ-Ｓ 2Wayラ・ルリエ 

 

2008

デジタルビジネスホン 
カタログ 
●ラ・ルリエシリーズ 

詳しくはパナソニックホームページで　panasonic.biz/netsys/pbx/

ラ・ルリエ 
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子機に12個のFFボタン搭載 

カールコードレス 
電 話 機 

ラインアップ充実 
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ラ・ルリエ 

主装置 

デジタル多機能電話機 2.4Gカラーデジタルコードレス電話機 IP電話サービス対応
※3i・ナンバー対応

※1

※1 NTTとの契約（有料）が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。　※2 アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。　※3 別途契約（有料）が必要です。対応可能な公衆IPサービスは13ページをご覧ください。 

※1※2

グッドデザイン賞 
受賞商品 

デジタル多機能電話機 
VB-F611K-W/K

業務効率アップのための様々な機能を、より気軽にお使いいただくため、 

デザインから液晶表示部、ボタン配置まで一新。操作性を向上しました。 

使いやすさに徹底してこだわりました。 多機能なのに 
使っていない・・・ 

セキュリティへの関心が日々高まる中、テレビドアホンやセンサーとの連動により、 

安心して仕事ができるオフィス環境づくりをサポートします。 

セーフティなオフィス環境を提案します。 これからの課題は 
安心・安全・・・ 

急速に普及しつつある公衆IP電話サービスに対応。 

御社の通信コスト削減に貢献します。 

IP電話で経費削減を支援します。 通信 
コスト削減が 
先決… 

多機能電話機の増設はもちろん、外部機器とのシステム連動も含めて、 

自在にシステムアップ可能。工事や保守の規模・コストも抑えます。 

増設・システムアップも容易に行えます。 将来の 
システム拡張は 

大丈夫？ 

対応
※1※2ダイヤルイン  

INSダイヤルイン 

待機時消費電力 24％削減 

待機時消費電力　約22.8 W 
当社従来機種 VB-E250比 24％削減 

2 3

No.BS-06-001  VB-F050（824システム）  温暖化負荷（CO2換算）604.3 
No.BS-06-002  VB-F050（416システム）  温暖化負荷（CO2換算）467.6

エコリーフ環境ラベル 
資源採取から製造、物流、使用、さらに
リサイクルや廃棄に至るまで、製品の
ライフサイクル全体における環境負荷
が適正な手順でデータ化されている
ことを示すラベル。 
 
「デジタルビジネスホン」のエコリーフ
環境ラベルはPBXシステム本体と内線・
外線インタフェースの環境負荷を計算
しています。 



事務所 FAX自 宅 サービス 

複合機 保留2保留1迷惑電話 

電気錠 夜間切替 

事務所 FAX自 宅 サービス 

複合機 保留2保留1迷惑電話 

電気錠 夜間切替 

使いやすさを追求した 
デジタル多機能電話機。 

●見やすい角度に調節できるチルトディスプレイ 
置き場所や設置状況に合わせて、

液晶画面を見やすい角度に調節

できます。 

発信者付加情報表示例 電話帳登録画面 

見やすいバックライト付 
大型漢字表示ディスプレイ 

見やすいバックライト付大型ディスプレイを採用。かかってきた相手

の名前や電話番号などを全角で10桁4行まで漢字で表示します。 

電話帳を 
押 す  

文字入力して 
検 索  

ワンタッチで 
発信 

■ 電話帳フリガナ検索時の例 
電話帳検索はフリガナ、グループ、ダイヤル、短縮番号より選択できます。 

電話帳検索やシステム設定も簡単 
コマンドナビキー 

電話帳の検索や機能設定が簡単に行えるコマンドナビキー

を採用。携帯電話のような感覚で操作できます。 

デスクでも持ち歩いても便利 

＜子機単体＞ 

カールコードレス電話機 
VB-F611KＣ -Ｗ（白） 

原寸大  デジタル多機能電話機 
24キー電話機K-W 

VB-F611KA -W（白） 
●外形寸法：幅188 mm×奥行249 mm×高さ97 mm 
　※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時： 
　　幅188 mm×奥行230 mm×高さ169 mm 

●質量：約980 g

��件 

個人 
発信履歴 

��件 

個人 
電話帳 

��件※ 

個人 
着信履歴 

����件 

外線電話帳 
（共通短縮ダイヤル） 

���件 

着信履歴 
（システム共通） 

※着信応答履歴15件、 
　着信不応答履歴15件の合計。 

メロディー着信対応 

ネームトーク着信対応 
（オプション） 

発信者付加情報 
表示対応 

※内蔵保留音(6曲)で対応。 
　オプションで10曲分追加できます。 

2色大型着信ランプ バックライト付 
大型漢字表示ディスプレイ 
（液晶表示部） 

設
定
／
転
送
ボ
タ
ン 

短縮ボタン 

FFボタン 
（機能ボタン） 

コマンドナビキー 音量ボタン 

再
ダ
イ
ヤ
ル
ボ
タ
ン 

グッドデザイン賞 
受賞商品 

デジタル多機能電話機 
VB-F611K-W/K

子機 

親機 

12個の 
FFボタン 
付 

●外形寸法※1：幅188 mm×奥行241 mm×高さ103 mm 
　　　　　　　（親機のアンテナ除く） 
　※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時： 
　　幅188 mm×奥行221 mm×高さ169 mm（親機のアンテナ除く） 

●質量※1：約960 g

●外形寸法：幅50 mm×奥行36 mm×高さ192 mm 
●質量：約190 g（電池パック含む） 
●連続通話時間：約5時間 
   連続待ち受け時間：約80時間 
●充電完了時間※2：約12時間 

＊本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの
周辺や無線LAN機器、医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境
では、子機で通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。 

親機に搭載されているFFボタン、コマンドナビキーを 
子機にも採用しました。 

留守番 
お店 

留守番 
事務所 

留守番 
自宅 社 長  佐 藤  聞 取  

折り返し発信 お待せ応答 カレントアラーム 

夜間切替 保留1 保留2 電気錠 

FAX転送 複合機 迷惑電話 事務所 サービス 自 宅  

※1 子機を親機に置いたとき。 
※2 電池残量のない状態から充電完了までの時間。 
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オフィス内で移動して使える 
コードレス電話機。 

持ち歩ける多機能コードレス 
機能ボタン/液晶表示部 

保留や転送操作も簡単 
FFキー画面表示 

お断りします！ 
女性の声を 男性のような低い声に 

お断りします！ 

声を変えて応対できる 
ボイスチェンジ 

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機 
VB-W411B

2.4Gカラーデジタルコードレスセット  VB-W400B

2.4G接続装置（同時2通話対応） 
VB-W460B

●外形寸法 本体：幅48 mm×奥行41 mm×高さ171 mm 
　　　　　 充電台：幅86 mm×奥行96 mm×高さ65 mm 
●質量 本体：約165 g（電池パック含む） 充電台：約76 g　 
●連続通話時間：約5時間（電話通話時）・約2時間（ドアホン・カメラ通話時） 
　連続待ち受け時間：約150時間（バックライト消灯時） 

●単品販売は行っておりません。 
●外形寸法： 
　幅164 mm×奥行36 mm×高さ133 mm（アンテナ除く） 
●質量：約275 g

増設用として2.4G接続装置にもう一台登録できます。 

ドアホン画像も見られる 
多機能コードレス（オプション） 

カラー液晶 
対　応 原寸大  

��件 

個人 
電話帳 

����件 

外線電話帳 
（共通短縮ダイヤル） 

※NTTとの契約（有料）が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。 
　アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。 
●本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、 
　2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。 

※ 

���件 

着信履歴 
（システム共通） 

��件※ 

個人 
着信履歴 

��件 

個人 
発信履歴 

※着信応答履歴15件、 
　着信不応答履歴15件の合計。 

メロディー着信対応 

ネームトーク着信対応 
（オプション） 

発信者付加情報 
表示対応 

※内蔵保留音(6曲)で対応。 
　オプションで10曲分追加できます。 

※NTTとの契約（有料）が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。 
　アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。 

���件 

個人 
電話帳 

��件 

個人 
着信履歴 

��件 

個人 
発信履歴 

※ 

原寸大  

デジタルコードレス電話機 
VB-C911A

接続装置 
VB-C380A（同時3通話対応） 

●外形寸法 
　本体：幅41 mm×奥行18 mm×高さ132 mm（アンテナ除く） 
　充電台：幅68 mm×奥行80 mm×高さ41 mm 
●質量：約68 g（電池パック含む）　 
●連続通話時間：約6時間、 
　連続待ち受け時間：約340時間 
　（オフィスモードで使用時）　 

●外形寸法： 
　幅154 mm×奥行38 mm×高さ142 mm（アンテナ除く） 
●質量：約390 g

倉庫で、社外で、作業効率を向上。 
デジタルシステムコードレス（オプション） 

416システムの場合で最大16台まで、 
824システムの場合で最大32台まで 
登録できます。 

416システムの場合で最大4台まで、 
824システムの場合で最大6台まで 
登録できます。 

●システムで最大3セット接続できます。 

●416標準運用メモリー（VB-F175D）は、対応しておりません。 

テレビドアホンとつないで、 
電話はもちろん、ドアホンにも 
応対できます。 

電話/ドアホン同時待ち受け 

こんなことも！ 

●同時待ち受け可能なカラーテレビドアホン「どこでもドアホン」（VL-SV130K、
VL-SW130K、VL-SW150K）はパナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホー
ムネットワークカンパニー製です。 
●映像はカラーモニター親機からの受信となります。 
●2.4Gカラーデジタルコードレス電話機で音声付の画像を再生しても音声は再生
されません。また、ドアホン親機の外部機器２やセンサー入力に接続された機器
に対しての操作はできません。 

各種機能ボタンにより、便利な機能を多機能電話機と同じ

感覚で利用できます。 

戻るボタン 

発信ボタン 

保留ボタン 

コマンドナビキー 

転送ボタン 

終了ボタン 

機能ボタン 

外線の状態を液晶画面に表示。該当するダイヤルボタンを

押すことで多機能電話機と同じ感覚で簡単に保留転送を

行えます。初期画面は設定により3種類から選択できます。 

女性の声を男性のような低い声に変えることができます。

迷惑電話やいたずら電話の対策として役立ちます。 

12ページもご覧ください。 お客様 来訪者 
カラーカメラ 
玄関子機 カラーモニター親機 

少々お待ち 
ください 

2.4G接続装置 

（　　　　　　） 2.4G接続装置×1、  2.4Gカラーデジタル 
コードレス電話機×1の基本セット 

通話エリアを拡大できる！ 
 
中継アンテナ KX-FAN1

中継アンテナ（別売）対応 
 
 

シングルゾーン 
登録した接続装置の 
電波の届く範囲で 
通話できます。 

マルチゾーン 
どの接続装置配下でも 
通話でき、通話エリアが 

広がります。 

●通話ゾーンは見通しで 
　約100 mです。 

●通話ゾーンは見通しで 
　約100 mです。 

高速ハンドオーバー対応 

液晶表示部 

機能ボタン 

コマンドナビキー 

FFボタン 
FFボタンを押すと 
画面が切り替わります。 

＜12キー表示着信画面例＞ 

転送ボタン 

保留ボタン 

発信ボタン 

スピーカーホンボタン 
（ドアホン利用時のみ） 

ソフトキー 

保留ボタン 

電話帳ボタン 
再ダイヤル 
ボタン 

よく使う機能を 
登録できます。 

倉庫で 
在庫を見ながら 

外出先で 
公衆PHSとして 

●登録可能なキャリアサービスは 
　「ウィルコム」のサービスです。 
　詳しくはお問い合わせください。 

●中継アンテナのご利用は、システムで１台となります。●通話ゾーンは2.4G接続装置と
中継アンテナと2.4Gカラーデジタルコードレス電話機の間に障害がない場合で、見通しで
100 mですがご利用条件や設置環境により電波の届く範囲は異なります。●中継アンテ
ナ1台をドアホンのカラーモニター親機と2.4G接続装置の両方に重複して登録することは
できません。●詳しくはお問い合わせください。●パナソニック コミュニケーションズ株式
会社 ホームネットワークカンパニー製です。 

ドアホンに応答 外線を受ける 

1台2役 

 

ハイ 
○○です 

＜ボタン表示（12キー）＞ ＜ボタン表示（6キー）＞ ＜リスト表示＞ 
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松下太郎　       15  
          0451234567 
鈴木商事 
一覧表示 折返発信 

松下太郎　   15   E 
＊＊ メッセージ聞取＊＊ 
新規：10　保存：10 
保存         消去 

マツシタさんから 
お電話です 

●外線電話帳（最大1500件）に登録したフリガナ（最大10文字）です。 

マツシタタロウさんから 
お電話です 

着信相手を音声で読み上げ 
ネームトーク着信（オプション） 

外線電話帳に登録した相手から電話が

かかってくると、着信音の代わりに、相手

の名前を音声ガイダンスで読み上げて

お知らせします。 

外線電話帳（共通短縮ダイヤル） 1500件対応 

あっ、 
このお客さまは 
松下さん担当ね 

このお客さまには、 
3月に新規ご登録を 
頂いているわ 

●本ページの発信者を識別する着信機能（ネームトーク着信、メロディー着信、セレクト転送、発信者付加情報表示、着信ランプ識別、迷惑電話着信拒否、ワンタッチ拒否メッセージ送出）をご利用になるにはＮＴＴとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。 

お客さま 

●詳しくは「2Wayラ・ルリエシリーズ ご提案カタログ」をご覧ください。 

社員 

申し伝えます。 

録  

音 

呼
出 
＜通話時＞ 

＜通話終了＞ 

田中 吉田 山田
 加
藤 

佐藤 中田 B社
 A
社 

部長 社長 D社
 C
社 

録
 音
 聞き取り 

聞き取り 録
 音
 

メールボックス 

社内 
社外 

電話に出る前に画面で確認 
発信者付加情報表示 

着信中に電話帳に登録した発信者の

付加情報（最大全角40文字）を自動表示

できます。また、通話中や通話録音中

にワンタッチ操作で付加情報画面に

切り替えて確認することもできます。 

外線電話帳（共通短縮ダイヤル） 1500件対応 

光って着信をお知らせ 
2色大型着信ランプ 

着信時に内線、外線や相手先を識別して、

2色のランプでお知らせ。社員とお客さま･

取引先などのように、使い分けもできます。 

応対の内容をそのまま保存 
通話録音サービス 

受話器をおろす前に担当者のボタンを

押せば、通話のはじめから録音。難しい内容

でも正確に伝言できます。録音後に携帯

電話などへお知らせすることもできます。 

社内・社外でメッセージを受け渡せる 
メールボックスサービス 

社内や外出先からメールボックスにアクセス

して、伝言を録音・確認できます。外出先

社員や交替勤務の社員間で、報告・連絡・

相談ツールとして活用できます。 

不在時・夜間・休日でも自動応答 
着信代行サービス（留守番電話機能） 

夜間や休日などに、社員に替わってガイダンス

が自動応答。相手の用件を録音することが

できます。着信先ごとに、別々の応答ガイダンス

で運用することもできます。 

多彩な着信機能 音声メールシステム2Wayラ・ルリエシリーズ 
 

社内で 

メロディー着信 ネームトーク 

セレクト転送 発信者付加 
情報表示 

例）お客さまからの 
  　電話は赤 

例）社員からの 
  　電話は緑 

余裕の1500件 
外線電話帳（共通短縮ダイヤル） 

コマンドナビキーとダイヤルボタンで、最大

1500件の相手先を登録・検索できます。

登録した相手からの着信を、ランプや音、

ディスプレイ表示で識別することもできます。

電話帳登録はパソコンからでも行えます。 

ニュアンスまで正確に伝言 
2Wayラ・ルリエ-Ｓ/2Wayラ・ルリエ 

ワンタッチで通話の内容をまるごと録音。

伝言メモが不要でニュアンスまで正確に

伝わり、適切な応対をバックアップします。 

この電話は 
お受けできません 

登録番号 
最大60件 

セールスなど 

音声ガイダンスで拒否 
迷惑電話着信拒否 

あらかじめ登録した番号からの
電話や非通知電話に、音声
ガイダンスを流して着信を拒否。
通話中の相手や着信履歴から
の登録もできます。 

音声ガイダンスで拒否 
ワンタッチ拒否メッセージ送出 

通話中に、設定したFFボタンを
押すことにより、通話先に音声
ガイダンスを流して強制切断する
こともできます。 

電話を受ける前に、誰からの電話かがわかる。 メモの代わりに、「声」を伝える。 

ワンタッチで 
拒否 

この電話は 
お受けできません 

セールスなど 社員 

メッセージを選んで再生 
メッセージ一覧表示 

一覧表示から聞きたいメッセージを、選択して
再生することもできます。 

●4行表示の場合、プライオリティ登録表示、未読（新規）メッセージ
表示、登録日付、登録時刻、録音時間が表示されます。 

重要なメッセージをマーク 
メッセージプライオリティ 

通話録音に優先順位順
を付けることができます。
優先順位を付けた未読
（新規）メッセージを、優先的
に聞き取ることができます。 

こんなことも！ こんなことも！ 

ワンタッチで 
かんたん！ 

聞き取り中に相手先へ発信 
折り返し自動発信 

メッセージ聞き取り中に、電話をかけて
きた相手にワンタッチで折り返し発信
することもできます。 

●NTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。 

折り返し発信 

電話を受ける 正確に伝える 

●内線と外線を識別する場合、内線は赤、外線は緑となります。 

このメッセージは 
緊急ね。 

社員 

録る 
ワンタッチで 

1

伝える 
そのまま 

2

対応 
すばやく 

3

○○さんを 
お願いします。 

外出しておりますが 
ご用件をどうぞ。 

社内で 

社外で 

お客さま 

社員 

外出先社員 

社員 

外出先社員 外出先社員 

オプション 

お電話ありがとうございます。 
メッセージをどうぞ 

パナソニック商事です。 
ご伝言を承りますので 
メッセージをどうぞ 

事務所宛には 

サービス宛には 

本日の営業は 
終了いたしました。 
営業時間は… 

お店宛には 

プライオリティマーク 

●高級版2Wayラ・ルリエ（VB-F206B）のみの機能です。 
●ランプ（緑色）は漢字表示付電話機のみ対応。 

発信者電話番号 
発信者名前 

●聞取り時一覧イメージ（2行表示） 

外出先で 
聞き取り 

E N：10/12 17:00  4分 
              0334919191 
    N：10/12 15:00  5分 
 鈴木商事 

未読（新規）メッセージ表示 

相手先名称または 
相手先電話番号 

プライオリティ登録表示 

登録日付 録音時間 登録時刻 

外出しておりますが 
ご伝言をどうぞ 

●416標準運用メモリー（VB-F175D）は対応しておりません。 
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電話をとる前に相手がわかる 
ネームトーク転送（オプション） 

転送先で電話にでると、接続する前に

相手の名前を音声ガイダンスで読み上げて

お知らせします。応答する前に確認できる

ので、安心して電話を受けることができます。 

転送先を2台同時に呼出し 
外線ダブル転送 

外線からかかってきた電話を、担当者の

携帯電話と自宅の電話など、あらかじめ

登録した2つの外線の宛先へ同時に転送。

他の転送機能と組み合わせて、電話を

確実につなぎます。 

転送電話を留守録に切り替え 
転送先応答ガイダンス 

電話をかけてきた相手や転送先に応答

ガイダンスを流すことができます。また転送を

受けた人が電話に出られないとき、ダイヤル

操作で留守録に切り替えることができます。 

着信先ごとに留守録設定・解除 
テナント別留守録設定 

お店や自宅など複数宛先への留守録を個別

に設定・運用することができます。また、夜間

切り替えと連動させて曜日や時刻ごとに自動

で留守録の設定・解除を行うこともできます。 

センサー連動で侵入者を威嚇 
センサー連動（オプション） 

センサーが侵入者などを検知すると、電話機

の着信音で威嚇することができます。また、

指定した外出先の携帯電話などに自動で

お知らせすることもできます。 

電話機から電気錠を開錠・施錠 
電気錠連動（オプション） 

電気錠と連動すれば、席にいながら多機能

電話機のFFボタンでドアの開錠・施錠を

行えます。 

多彩な転送機能 留守番＆セーフティ 留守中でも 

都合に応じて設定できる 
自動転送／個別転送 

各種転送モード、時間帯や転送先を設定

すると、着信を設定に合わせて自動転送

します。さらに、個別の着信を特定の転送

先に自動で転送することもできます。 

不在がちなオフィスをサポート 
「オフィス留守番」内蔵 

新着の伝言が入ると、自動的に外出先の担当者

の携帯電話などに知らせることができます。 

不在時や少人数のときでも、 
電話応対を適切にサポート！ 

不在時の電話応対も安心！ 
オフィスの環境も安全！ 

担当者につなぐ オフィスを見守る 

ただいま 
留守にして 
おります 

サトウさんからの 
電話を 

転送します。 

サトウさんからの電話を 
転送します 

お客さま 

外出先社員 

●1つの転送につき3回線（3チャネル）必要です。 

お客さま 

外出先社員 

自宅 

同時呼出し 

時間帯や転送先に 
合わせて応対・転送！ 

はい、 
松下です。 

先に応答した 
相手と接続します。 

お客さま 

外出先社員 

転送 留守録に切り替え 

転送電話です。 
応答する場合は1を、 
メッセージを録音する 
場合は2を・・・ 

「接客中なので 
  あとにしよう」 

恐れ入りますが 
おつなぎできませんでしたので 
メッセージをお預かりします。ピッ。 ●外線電話帳（最大1500件）に登録したフリガナ（最大10文字）です。 

外線電話帳（共通短縮ダイヤル） 1500件対応 

ただいま留守に 
しております 

本日の業務は 
終了しました お客さま お店 

自宅 

事務所 

045-×××-×××1

045-×××-×××3

045-×××-×××2

主装置 

留守録セット 

留守録解除 

留守録セット 

プルルル 
　　プルルル 

侵入者 

センサー2

センサー1

ピーポーピーポー 

ピーポーピーポー 

主装置 

●内線電話機への着信音による威嚇と指定した電話機への外線通知
は同時利用できません。外線通知は、ＩＮＳネット64、公衆IP電話回線
のみご利用いただけます。 

お客さま 

セレクト転送 

スライド転送 

デュアル着信 

ネクスト転送 

お助け転送 

お電話ありがとうございます。 
○○商事です。本日の営業は終了しました。 

ご伝言を承りますので 
メッセージをどうぞ。ピッ 

留守録 簡易通話録音 

お待たせ応答 
 

簡易メッセージ録音 

留守録 

夜間や休日などに応答ガイダンス
が自動応答。応答後に伝言を録
音していただくこともできます。 

お待たせ応答 

電話に出られらないときに一定
時間たつと応答ガイダンスで自動
応答。応答後に伝言を録音して
いただくこともできます。 

簡易通話録音 簡易メッセージ録音 

ボタンを押したところから通話の
内容を録音できます。メモ書きの
手間が省け、あとで聞き返すこと
もできます。 

主な転送機能 同時に2つの着信を転送できます。 「オフィス留守番」の便利な機能 
特定の相手先からの電話の着信を、あらかじめ設定した担当者の携帯電話などに自動転送します。 セレクト転送 

電話に出られずに一定時間が過ぎると、設定した転送先に自動転送します。 スライド転送 

内線とあらかじめ設定した転送先の両方に、同時に着信させます。 デュアル着信 

外線転送した相手先が不応答や話中のときに、別の2次転送先へ自動で外線転送します。 ネクスト転送 

電話応対中にかかってきた別の着信を、ワンタッチ操作であらかじめ設定した担当者の携帯電話などに転送します。 お助け転送 ●「オフィス留守番」の録音容量・チャネル数はカタログ裏面をご覧ください。 

ワンタッチ操作でボタンを押した
ところから通話の内容を録音でき
ます。メモ書きの手間が省け、あと
で聞き返すこともできます。 

●本ページの各種転送機能は、INSネット64、公衆IP電話回線でのみご利用頂けます。 また１回の転送につき2回線（2チャネル）必要です。 
●本ページの発信者を識別する転送機能（ネームトーク転送、セレクト転送）をご利用になるにはＮＴＴとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。 

来訪者 

自分の席 

電気錠 

今あけます 

お届けものです 

10 11



弊社ホームネットワークカンパニー製 

システム連動 

省コスト 
対策に 

ドアホン／ワイヤレスカメラ連動（オプション） 

自宅や作業場の状態を画像で確認。 
自宅併設オフィスをシームレスにつなげます。 

○○商会の 
松下です 

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機とカラーテレビ

ドアホンを連動して、各所の様子をその場で画像で

確認。また人感センサー付ワイヤレスカメラと連動して、

訪問者の様子を画像で見られます。 

侵入者 
主装置 

カラーカメラ 
玄関子機 

カラーカメラ 
玄関子機 

カラーモニター親機 

2.4Gカラーデジタル 
コードレス電話機 

2.4G接続装置 

ワイヤレスカメラ 

センサーライト付 
屋外用 

ワイヤレスカメラ 

自宅 
（2階） 

オフィス 
（1階） 

作業場・倉庫など 

複合機やファクスとも連携できます。 
複合機連動 

コピーやファクスの動作や使用状態などを、多機能電話機のディスプレイに表示。FFランプ

や通知音で、コピー完了やファクスの送受信状態などを、席を立たずに確認できます。 

パソコンと連動して顧客情報を表示できます。 
CTI連動 

CTIアプリケーション※1を連動すれば、電話に出る前や通話中にパソコン画面で顧客情報を

確認でき、適切な応対をサポートできます。 

DP-C2635、DP-C2626、DP-C2121、DP-8060、 
DP-8045、DP-8035、DP-3030、DP-2330、DP-1820、UF-9000
●DP-1820、UF-9000は状態表示のみ対応。動作完了通知はできません。 

主装置 

デジタル多機能電話機 

IP電話サービスで 
通信コストの削減を！ 

省コスト 
対策に 

本システムで対応可能なサービス（2008年2月現在） 
●NTTコミュニケーションズ「OCNドットフォン オフィス」 
●KDDI「KDDI-IPフォン」 
●フュージョン・コミュニケーションズ「FUSION IP-Phone」 
●UCOM（USEN GROUP）「MEDiA IP PHONE」 

●IP電話キャリアが指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約（有料）が必要です。月額基本料金や一般固定電話などへの通話料金は、契約キャリアの契約プランごとに異なります。 

一般電話と比較して、割安な公衆IP電話サービスを手軽に利用できる 
多彩な公衆IP電話サービスに対応。本社や支社、

取引先などで同一の公衆IP電話サービスに契約すれば

月額基本料だけで、契約者同士で無料で通話できます。

一般固定電話などへの通話料もお得です。 

契約者間 

無料 

複数拠点間の連絡 

本社 
B 

営業所 

A 
営業所 

カラーテレビドアホン 

VL-SV130K
センサーライト付 
屋外用 

ワイヤレスカメラ 

VL-W811K

ワイヤレスカメラ 

VL-W800

カラーモニター親機 カラーカメラ玄関子機 

カラーモニター親機・ 
カラーカメラ玄関子機 各1台のセット 

カラー複合機に 
対応！ 

システム連動 

離れた場所の複合機の 
状態をディスプレイでチェック！ 

FAXを 
受信したわ 

オプション 

ファクス送信エラー時に自動再送信 
VoIPダイヤル機能 

VoIPダイヤル機能搭載の弊社製ファクスや複

合機と連動することにより、公衆IP電話回線で

送信エラーが発生した場合でも一般電話回線

に自動で切り替えて再送信。未送信を回避します。 

フルカラーデジタル 
複合機 

G3ファクス 

主装置 

1 2　⇒公衆IP電話網を経由して一般電話網へ 　　 ⇒直接、一般電話網へ 

相手先 

デジタル多機能電話機 デジタル多機能電話機 

公衆IP電話回線 

一般電話網 
2

1

エラー 

主装置 

※公衆IP電話サービス提供キャリアでは、一般に公衆IP電話回線のファクス通信を
保証していません。 
※工事会社によるファクス・複合機とラ・ルリエ主装置の設定が必要です。動作環
境等詳細についてはお問い合わせください。 

＜対応機種＞（2008年2月現在） 

●同時待ちうけ可能なカラーテレビドアホンは「どこでもドアホン」VL-SV130K、VL-SW130K、VL-SW150Kです。●同時待ちうけ時のドアホン映像の受信はカラーモニター親機からの受信となります。●カールコードレス電話機、
2.4Gカラーデジタルコードレス電話機、ドアホン側のワイヤレスモニターを併用してご利用になる場合、条件によってそれぞれの接続可能最大台数は異なります。 

●416標準運用メモリー（VB-F175D）は対応しておりません。 
●NTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。 
※1 連動可能なCTIアプリケーションはイリイ株式会社製「BIG MAP Pro for CTI－LA/SA」「BIG 顧客管理Pro for CTI－LA/SA」「BIG 通販Pro for CTI－LA/SA」です。対応バージョンなど、詳細についてはお問い合わせください。 

G3ファクス 

HUB
公衆網  

相手先のFAX
00××など 

付加番号を自動付与 

こんな 
ことも！ 

携帯電話あての 
料金割引サービスが 
いつもの操作で！ 

固定発携帯対応機能 

いつもの通りに 
ダイヤル 

主装置 外出先社員 会社 
●あらかじめ工事会社による設定が必要です。 

公衆IPクローズドナンバリング（オプション） 
本社と営業所間などで電話をするときに、050番号を

使わずに内線番号で直接相手を呼び出せます※1。

「ＫＤＤＩ-IPフォン」を利用した場合、弊社のIP-PBX「IP-

DigaportJⅡ/XⅡ」※2を含めたネットワークを構築する

こともできます。 
営業所 

営業所 

※1 「ＫＤＤＩ-ＩＰフォン」「MEDiA IP PHONE 」サービスご利用時にお使いいただける弊社装置 
   の独自機能です。詳細につきましては、弊社の販売窓口までご相談願います。 
※2 「IP-DigaportJⅡ/XⅡ」は「MEDiA IP PHONE 」には対応していません。 

本社 

営業所 

営業所 

営業所 

最大6拠点で内線番号で 
通話可能 
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（416標準運用メモリ－VB-F175Dは対応していません。） 

416標準運用メモリ－ 
VB-F175Dは対応していません。 

拡張＆ 
メンテナンス 

主装置＋ 
増設用AC電源 

48台 
最大 

■接続イメージ 

システム拡張、機器増設も 
容易に行えます。 

拡張＆ 
メンテナンス 

SDメモリーカードでシステム拡張 
運用メモリー 

SDメモリーカードでサイズ拡張、機能拡張ができます。

824運用メモリー（VB-F275JD）では、増設用AC電源の

追加と電話機ツイン接続により、最大48台 

までの多機能電話機を収容できます。 
●工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。 
●多機能電話機を25台以上を収容する場合、増設用AC電源が 
　必要です。詳しくは販売店までお問い合わせください。 

ケーブル1本で増設。工事を簡便化できます。 
電話機ツイン接続 

多機能電話機の先にもう1台多機能電話機を

接続できます。主装置から配線し直す必要がない

ので、簡単に増設できます。 
●工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。 
●電話機の機種によっては電話機ツイン接続できないものもあります。 主装置 

最大50 ｍ 

パソコンから電話帳登録 
パソコン登録 

WWWブラウザーのあるパソコンから外線電話帳

（1500件）、内線電話帳、個人短縮ダイヤル（20件）、

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機のFFキー

名称の登録・変更が可能です。 

主装置 

2.4G接続装置 2.4Gカラーデジタル 
コードレス電話機 

デジタル多機能電話機ラインアップ 
漢字表示付電話機 

待受画面 

発信者番号表示画面 
VB-F411KA-W（白） VB-F611KA-W（白） 

VB-F611KPA-W（停電用、白）（オプション） 
VB-F411KA-K（黒） VB-F611KA-K（黒） 

12キー 24キー 

システムイメージ図  
回線数と、お好みの回線サービスを合わせてお選びいただけます。 

（初期状態では、回線ポートは実装されておりません。） 

規模や用途にあわせてシステムアップできます。 

デジタル多機能電話機 2.4Gカラーデジタルコードレス※1
（オプション） デジタルシステムコードレス（オプション） 

デジタルコードレス電話機 
VB-C911A

高速ハンドオーバー 
（ゾーン切り替え） 

●初期状態で、4ポート（電話機ツイン接続で8台分） 
　実装されています。 

VB-F411KA-K

VB-F611KA-W 
VB-F331A-W（オプション） 

VB-F611KC-W※1

接続装置 
VB-C380A

接続装置 
VB-C380A

ゾーン1 ゾーン2

状態表示盤 
VB-F081A（オプション） 

 VB-W400B 
（2.4Gカラーデジタルコードレスセット） 

 VB-W411B

単独電話機 

中継アンテナ 
KX-FAN1※2

増設用 
2.4Gカラーデジタル 
コードレス電話機 

●初期状態で、4ポート実装されています。 

UF-6010など 

ファクス 

VB-E504

VE-GP32DL-S※2など 
 

会議用 
スピーカーホン※2 

KX-TS745JP

電話（アナログ）回線 

IP Network
公衆IP電話サービス※3

（オプション） 

U点 

T点 
INSネット64

●主装置　　VB-F050 
●外付けバッテリーケース　 
　VB-F297（オプション） 
●床置きアダプター 
　VB-F241（オプション） 
 

●主装置　　VB-F050

複合機連動 

 システム連動※4

ネットワークカメラ※2 
BB-HCM581など 

ネットワーク複合機 

DP-C2635など CF-W7※5など 

※1 本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、 
　   子機で通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。ドアホン同時待ち受け時のドアホン映像はカラーテレビドアホンのカラーモニター親機からの受信となります。 
※2 パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー製です。  
※3 IP電話事業者が指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約（有料）が必要です。 
※4 動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。 
※5 松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部製です。 

カラーテレビドアホン 
VL-SV130K※2など 

センサーライト付 
屋外用ワイヤレスカメラ 
VL-W811K※2

ドアホン連動※4 （オプション） 

電気錠連動  
（オプション） 

ネットワークカメラ接続 
（オプション） 

DSU

ADSL／ 
光モデム ルーター 

●詳しくは販売店までご相談ください。 

 

センサー連動 

センサー 

（オプション） 

HUB

CT I連動 

CTIサーバ 

 

VB-F611KC-W（白） 

子機 

子機 
12キー 

親機 
24キー 親機 

カールコードレス電話機 

発信者番号表示画面 

親機 子機 

子機 

親機 

数字表示付電話機 

発信者番号表示画面 

待受画面 

VB-F411NA-W（白） VB-F411NA-K（黒） 

12キー 

24キー増設ユニット（オプション） 

VB-F331A-W（白） 
VB-F331A-K（黒） 
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