
ビジネスコミュニケーションを
もっと便利に。効率的に。

ユニファイドコミュニケーションを実現する

Microsoft
Skype for Business/Lync
Hardware catalog

Application

VoIP Gateway
Reverse-proxy and Loadbalancer

IP Phone
USB Device

Conference System
One Box
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Microsoft 
Skype for Business/Lync とは

予定表や PC の使用状況からリア
ルタイムに在席状況を表示。コミュ
ニケーションを開始する前に相手
の状態を把握し、最適なコミュニ
ケーション手段を選択。

プレゼンス

リアルタイムに文字ベースで会話
する機能。多人数での会話もメン
バーをドラッグ&ドロップするだけ
で可能。

インスタントメッセージ

Device

MOBILE

IP PHONE

VDI  

 SKYPE ROOM
SYSTEM

WEB APP

SURFACE HUB

DESKTOP

MAC

MOBILE

IP PHONE

VDI  

 SKYPE ROOM
SYSTEM

WEB APP

SURFACE HUB

DESKTOP

PC

MAC

Mac

PC

Mac
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Skype for Businessは、
Lyncの機能をすべて引き継いだSkypeのエンタープライズモデルで、
様々なデバイスでメッセージ機能、音声およびビデオ通話、オンライン会議、
共有機能を 1 つのアプリで利用できるコミュニケーションプラットフォームです。
また高度なセキュリティーが備えられ、IT部門による管理、コンプライアンスの
モニターなどが可能なので、信頼性の高い高品質のコミュニケーションを実現します。

容易に利用できる音声/ビデオ会
議。パ ワ ー ポ イ ン ト、エ ク セ ル、
ワード等のコンテンツ共有や会議
の録画も可能。

Web会議

既存の電話交換機との連携やリプ
レイスも可能。

内線/外線電話

スマートフォン、タブレットからも
電話の受発信、Lync会議への参加
が可能。

Lyncモバイル
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Sonusのゲートウェイは、Any-to-Anyのスイッチング機能で、 Lync UC環境、 PBX等の既存インフ
ラ、SIP/WiFi、IPネットワーク、 PSTN、ITSPとの相互接続が可能なので、既存のネットワークへ容易
にユニファイド･コミュニケーション環境の導入を実現します。また、IP電話サービスやFMCサービ
ス、そしてPSTNとの接続は、PRI（INS1500）、BRI（INS64）、アナログ回線、IPにてに対応可能です。

Lyncを電話として利用する場合に

構 成 例

製 品 紹 介

VoIP Gateway
 VoIP ゲートウェイ

Sonusのゲートウェイは既存の音声ネットワークやレガシー PBXシステムにユニファイドコミュニケー
ションをスムーズに導入するために必要な拡張性を備え、エンタープライズレベルでの統合、相互運
用性、セキュリティを実現するように設計されています。アナログ回線から、BRI回線、PRI回線 、SIP
トランク まであらゆるシナリオに対応しています。

SBC2000 SBC1000

SBC2000シリーズは、ルータ、ファイアウォール、
SBAを搭載した高機能VoIPゲートウェイです。回線
はPRIをサポートし、250 ～ 1000ユーザーの拠点を
サポートする性能を持ちます。

SBC1000シリーズは、1-2PRI/4-8BRI/4-24FXS・ 
FXO回線が選択可能なため、幅広いソリューション
展開が可能です。数名から250人程度のオフィスま
で1台で対応できリモートアクセス管理も可能なため
本社はもちろん拠点展開にも最適です。

本社内 Branch Office

Unified Communications
インフラストラクチャ

Unified Communications
インフラストラクチャ

SIP・WiFiクライアント
SIP・WiFiクライアント

アナログ端末
（電話・FAX）

アナログ端末（電話・FAX）

PBX 既存音声インフラ PBX 既存音声インフラ

ITSP
SIPトランク

アナログ回線
PSTN

IP
ネットワーク

アナログ・BRI・PRI対応ゲートウェイで
ブランチオフィスでもUC 環境を実現

TDM to TDM SIP to SIP TDM to SIP

SBC2000シリーズ
SBC1000シリーズ
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Lync構成例

リバースプロキシ― / ロードバランサー
Reverse-proxy and Loadbalancer

製 品 紹 介
Thunder™ ADCシリーズは、アプリケーションの高速化に加え、可用性の向上とセキュリティの確保を
実現する、ハイパフォーマンスな次世代アプリケーションデリバリーコントローラーです。Thunder ADC
の提供するリバースプロキシー、負荷分散機能は、Lyncシステムにセキュアなリモートアクセス性並びに
システム全体の高可用性を実現します。マイクロソフト社の認定を受けた専用アプライアンス機器である
Thunder ADCはA10独自OS(Advanced Core Operating System) が実現する圧倒的なパフォーマン
ス性能で、Lyncシステムの様々な要件の構成にも対応できます。また、潜在的なパフォーマンス能力を十
分に活用し、Lync以外のExchangeやSharepoint向けに負荷分散やリバースプロキシー機能を提供可能
です。更に、昨今急増しているOffice 365採用企業が直面する可能性が高いセッション数問題にも柔軟
に対応し、Office 365 導入時に必要なネットワーク構成変更の追加投資を抑制する効果も期待できます。

Lyncモバイルを利用したいときに

Thunder 1030S ADC Thunder 3030S ADC

コストパフォーマンスに優れたエントリーレベルの 
アプリケーションサービスゲートウェイ
・ Lyncシステム向けリバースプロキシー、負荷分散機能を1台で対応で

きるキャパシティー
・  Lyncの完全な高可用構成を1セットで実現可能
・  SSL専用チップで、外部接続クライアントからのアクセスやWACの

SSL負荷軽減にも対応可能
・  パ フォーマンス 要 件 次 第 で、他アプリケーション(Office 365、

Exchange、Sharepoint)もサポート可能

更なるパフォーマンスを提供するミッドレンジレベルの 
アプリケーションサービスゲートウェイ
・ Lyncシステム向けリバースプロキシー、負荷分散機能 + 他アプリケー

ション(Office 365、Exchange、Sharepoint) 向け機能も1台で対応
可能

・ サポート可能なアプリケーション向けに、完全な高可用性を1セットで
実現可能

・ 高度なSSL専用チップで、多数の外部接続クライアントからのアクセス
や、WAC、Exchange、Sharepoint向けのSSL負荷軽減にも対応可能

・ Thunder 1030S ADCの2倍程度のパフォーマンスで、複数のアプリ
ケーション向け機能(負荷分散、リバースプロキシー、負荷軽減)を同時
にサポート可能

ボ
イ
ス
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ

エッジサーバー

公衆回線網

インターネット

フロント
エンド

Sharepoint
Exchange

Webサービス
SIPシグナリング等
音声・ビデオ等

オプション
顧客要望ベース

外部
エッジ

リバース
プロキシー

内部
エッジ

集約可能
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製 品 紹 介
IP PhoneはMicrosoft Lyncにおける内線電話、外線電話、音声会議の利用をする際に必要となる製
品です。日本の方には使い慣れた固定電話となります。LyncはPCのコミュニケーションシステムです
が、IP電話であればPCを閉じている際も電話機能を維持できます。スピーカ通話にすれば4 ～ 5人の
音声会議を始める事もできます。電話の多い事務スタッフの方、経営層の方にお勧めです。

固定型電話機を利用したい場合に   　　PCが起動していなくてもLync電話を利用したい場合に

IP電話機 
IP Phone

Polycom CX 500

Polycom VVX 500

Polycom  VVX 300

Polycom CX 600

Polycom　VVX 600

Polycom VVX 400

中小企業から大企業まで、さまざまな環境
に対応できるように設計されており、ユー
ザーのPCにインストールされている業務用
アプリケーションを補完し、生産性を向上
します。
電話機の画面上でMicrosoft® Out look
のカレンダー表示や管理ができます。また、
会社のディレクトリにアクセスしたまま会議
のリマインダーを受信することも可能です。

VVX 300ビジネスメディアフォンは、低～
中程度の通話量を処理するユーザーに最
適なコスト効率の高い高品質なソリュー
ションです。Polycom VVX 300の直感的
なユーザーインターフェースは、最小限の
トレーニングで簡単に操作することができ
ます。

先 進 のUC機 能 を 搭 載したPolycom VVX 
400ビジネスメディアフォンは、中程度の通
話量を処理するオフィスワーカーやコールセ
ンターオペレーター向けのコスト効率に優
れた高品質なソリューションを実現します。
Polycom VVX 400の直感的なカラーユー
ザーインターフェースは、最小限のトレーニン
グで簡単に操作することができます。

Microsoft® Lync™ ソフトウェアが 組み
込まれた Polycom® CX500 IP電話機は、
Microsoft Lync環境にシームレスに導入す
ることができます。シンプルなデザインに、
通話情報や連絡先情報を表示するための
大きなカラーディスプレイを搭載しており、
会社の休憩室やロビーなどの共有スペース
での使用に非常に便利です。

Polycom® CX600 IP電 話 機 は、Micro 
soft Lync環 境のあらゆる機 能に対応 す
る、コスト効率の高い個人用電話機です。
個室および個人のデスクでの利用に適した
Polycom CX600、通話においてクリアな音
声を実現するPolycom HD Voice™技術へ
の対応、Microsoft Lync プラットフォーム
との高い相互運用性により、従業員の生産
性を最大限に高めます。

ナレッジワーカーの生産性向上に最適なオールインワンツー
ルとして、多様なUC環境にシームレスに統合

クリアな音声コミュニケーションを実現する
高性能なエントリーレベル ビジネス メディア フォン

中程度の通話量を処理するオフィスワーカーや
コールセンターオペレーター向けに最適

会社の休憩室やロビーなどでの利用に適したUC電話機 個人のデスクでの利用に適した
フル機能UCデスクトップ電話機

役員や管理職、ナレッジワーカー向けに設計さ
れた、ワンタッチ操作の理想的なオールインワ
ン型デスクトップ UC ソリューションにより、グ
ループ内のコラボレーションおよび個人の生産
性の向上を実現します。使いやすい機能を豊富
に備えた VVX 600 ビジネス メディア フォンが
あれば、円滑なコミュニケーションにより業務
の効率化が可能です。

多忙な企業幹部や管理職の生産性を最適化する
高性能なビジネス メディア フォン
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HP 4110 IP Phone HP 4120 IP Phone

430HD420HD

440HD

●  2ラインIP電話
  (回線あたり同時2コール)
●   多言語対応グラフィックLCD
  (128×48)
●  4個のプログラム可能なソフトキー
●  GbEサポート(オプション)

●  6 ライン（回線あたり同時2コール）
●  多言語対応グラフィックLCD
　(132×64)
●  6個の多機能キー
●  4個のプログラム可能なソフトキー
●   12個のプログラム可能なスピードダ

イアルキー
　（376×60プレゼンス専用LCD付）
●  GbE サポート
● USB ヘッドセットサポート

HP 4110 IP Phoneは、Power over 
Ethernet（PoE）接続に対応している
ほか、オプションの電源アダプターか
ら給電することも可能で、取り付けが
簡単な壁面マウント機能も備えてい
ます。HP 4110 I P Phoneは、「ホッ
トデスキング（デスクの共用）」用の電
話機として使用できます。電話機で
PIN番号を入力してMicrosoft Lync
ユーザーアカウントにログインすれ
ば、ボイスメール、個人の連絡先、カ
スタマイズしたユーザープロファイル
などにアクセスできます。

HP 4120 IP Phoneは、Power over 
Ethernet（PoE）接続に対応している
ほか、PoEを使用しない場合は、オプ
ションの電源アダプターで給電でき
ます。Microsoft Lync UC環境での
使用に適しており、電話機でPIN番号
を入力してMicrosoft Lyncユーザー
アカウントにログインすれば、ボイス
メール、個人の連絡先、カスタマイズ
したユーザープロファイルの設定など
にアクセスできます。

●  6 ライン（回線あたり同時2コール）
●  多言語対応グラフィックLCD
　(132×64)
●  6個の多機能キー
●   プレゼンス監視と12個のプログラ

ム可能なスピードダイヤルキー
●  4個のプログラム可能なソフトキー
●  GbEサポート
●  USB ヘッドセットサポート

420HD SIP IP 電話は、
手頃な価格で最先端の技術、高い音声品質と
洗練されたモダンなデザイン、すべてを提供する、
高精細のIP電話です。

440HD SIP IP電話は、
ハイエンドでエグゼクティブなIP電話です。
440HDは連絡先や自分の存在（状態）を表示する
専用の液晶画面を備えています。

スタンドアロン型で費用対効果が高く、
ロビーなどの共用エリアへの導入に最適

スタンドアロン型で費用対効果が高く、
従業員のデスクトップへの導入に最適

430HD SIP IP電話は、
高度なミッドレンジのエンタープライズIP電話です。
使いやすさと利便性のために作られた、
大型LCDディスプレイと、
12個のプログラマブルスピードダイヤルキーが特徴です。

400HD SIP IP電話シリーズ　共通機能
●  高精細音声品質
●  全二重スピーカフォンとヘッドセットの接続
●  強固なセキュリティメカニズム
●   Power over Ethernet (PoE) 対応
●  多言語ユーザーインターフェイス
●  EMS※で集中管理

※EMS(Element Management System）…音声ネットワーク製品の効率的な
運用、管理、管理およびプロビジョニング（OAM＆P）のすべての側面をカバーした
中央集中管理型製品
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個人での会議参加や通話をしながら作業を継続したい方に推
奨です。装着と同時に着信可能な自動応答機能や、席を離れ
ても通話を継続できるBluetooth機能など、高性能多機能で
Lyncをサポートします。

USB Headset Phone 
～事務スタッフに最適なヘッドセット電話機 ～

USBデバイスはMicrosoft Lyncにおける内線電話、音声会議、Web会議の利用を容易に実現できる製品
です。 日本の方には使い慣れたハンドセット端末から、事務スタッフに最適な通話をしながら作業を続け
られるヘッドセット端末。Bluetooth機能や装着と同時に自動応答が可能なヘッドセット、Web会議用のマ
イク付きカメラなど、USBデバイスは安価で高性能なLyncコミュニケーションの実現をサポートします。

製 品 紹 介

手軽に電話、Web会議を行いたい場合に

USB端末
USB Device

Blackwire C320 USB-M
ヘッドセット

エントリーレベルの両耳タ
イプ、業務用 USB ヘッド
セット

UC Voice 150 MS Duo

SC 60 USB ML SC 260 USB ML SC 660 USB ML

Jabra BIZ 2400 USBUC Voice 550 MS Duo
リーズナブルな有
線 タイプ の 両 耳
USBヘッドセット

両耳式エントリー
ヘッドセット。通
話コントロールが
可能なコールコン
トロール付き

クラス 最 高 の 快
適な 装 着感を 併
せ持つプロフェッ
ショナル向け両耳
式ステレオヘッド
セット

ウ ル トラノイ ズ
キャンセルマイク
及び、高品質のネ
オジムスピーカー
搭載。
保証期間3年の最
高級モデル。

次世代ハイエンド仕様、至
高のヘッドセット

電話会議やWeb会
議に最 適でオーソ
ドックスなオーバー
ヘッド式。有線タイ
プの 両耳 USBヘッ
ドセット

Blackwire C720-M USB
ヘッドセット

オーバー ヘッドタイプの
業務用、両耳 USB ヘッド
セット。Bluetooth にも対
応しており、ワイヤレスヘッ
ドセットとしても利用可能

Blackwire C520-M USB
ヘッドセット

会議に最 適なヘッドセッ
ト。センサーによる自動着
信応答可能
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PC ソフトホンを今まで
の電話機のように使 用
でき、 数人での会議にも
スピーカーフォンとして
も使用可能。業務での電
話機 使用に慣れている
日本のビジネススタイル
を意識して開発。

Calisto P240M

Savi GO MOC

Jabra SUPREME UC

Clarity P340M

Voyager Legend UC B235M

MB PRO 2

Jabra MOTION UC

Jabra DIAL 550

Blackwire C435

Voyager Edge UC B255M

PRESENCE™ UC ML

ワイドバンド（ 広 帯域 
VoIP）に対応しており
周囲の騒音を低減する
ノイズキャンセルマイ
クを搭載。より自然な
音質での音声通話を実
現。少人数向けのスピー
カーフォン搭載。

モバイルプロフェッ
ショナル向けワイド
バンド対応ワイヤレス
ヘッドセットシステム

電 話 会 議 やWeb会
議に最適でコンパク
トな有線タイプの 片
耳USBヘッドセット

エレガントさ、快適さ
に革新的なオーディ
オテクノロジーを融
合したヘッドセット

強力なノイズキャンセ
ル機能が搭載された次
世 代Bluetoothヘッド
セット。センサーによる
自動着信応答可能。専
用スタンド、バッテリー
内蔵の収納ケース付。

電 話 会 議 やWeb
会 議 に 最 適でコ
ンパクトな有線タ
イプの 片耳USB
ヘッドセット

ノイズキャンセリン
グ技術を採用した両
耳タイプのヘッドセッ
ト。両耳/片耳兼用。

ヘッドバ ンド 型 無 線
ヘッドセット。マイクロ
フォンとスピーカーが
非常に高品質なので、
快適な通話が可能で
す。尚、片耳タイプもあ
ります。スタンド及び
Bluetoothド ン グ ル
付属。電池交換可能。

非常に強力なノイズキャンセル技術をマイクに
機能。モバイルプロフェッショナル向けワイヤ
レスヘッドセット。

携帯電話のようなフィット感で高音質な会話をサポート。
スピーカーモードに変更すればその場で3 ～ 4名での音
声会議も実施可能に。

USB Handset　Phone 
～ 日本では人気の高いUSBハンドセット電話機 ～

増 幅サウンド、大 型の
ハイコントラストLCDカ
ラースクリーン、デジタ
ル信号処理とワイドバ
ンドオーディオを提供
し、自然な音質を実現
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USB Web Camera  ～ 相手の表情を見てWeb会議をしたいときに ～

スピーカーフォン  ～ 多人数でWeb会議を開始したいときに ～

LifeCam Studio

CC3000e

Polycom CX100 Polycom CX3000 Jabra SPEAK 510 MS

Calist P620-M PJP-20UR

SP10 SP20

Calisto P610-M

YVC-1000　YVC-MIC1000EX

C930e

cc2000e

すぐそばにいるかのように映し出す
1080p HDセンサー搭載で、優れたHDビデオ品質
です。10cmから無限大まで対応するオートフォー
カスで、被写体を生き生きと撮影します。LifeCam
の高精度ガラスレンズやワイドアングルにより、よ
り高精細に撮影します。

複雑なシステムいらず! 
6人以上のグループ会議に最適!
● カールツァイス光学レンズ採用
● 1080p HD動画クオリティ
●  メカニカル パン&チルト (260°パン、130°チルト)
●  デジタルズーム(x10) ・オートフォーカス搭載

高画質&広視野角で選ぶならコレ!
● 1080p HD動画クオリティ
● カールツァイス光学レンズ搭載
● 最大30fps、90°の視野角
● UVC H.264 エンコーディング対応
● デジタルズーム(x4)・オートフォーカス搭載

受話器やヘッドセットを
使わずにハンズフリー
で、1 対 1 の通話やグ
ループでの会話に対応

HD品 質の広 帯 域 音
声により、優れた音声
通話品質を実現する
IP 音声会議システム

電 話 会 議 やWeb会
議 に最 適 な 高 品 質
Bluetooth対 応USB
スピーカーフォン

小型・軽量設計により
簡単に持ち運べ、3 ～
5人程 度の小 規 模 会
議に最適

マルチデバイス対応
コンパクトで 軽 量を
ワイヤレススピ－カー
フォン

独自の高音質技術を多
数搭載。マイクを5台ま
で連結可能で、8 ～ 40
人程度の中・大規模会
議に最適

コンパクトか つ 軽 量、
かつ非常に高音質なス
ピーカーフォン。360度
全方位をカバーするマ
イクロフォン搭載。USB
接続専用モデル。

非常に高音質なスピー
カ ーフォン。USB接 続
の他に、3.5mm 4極ミ
ニプラグでスマートフォ
ンやタブレットに有線
で接続可能です。

会議室間の持ち運びに便利な 
オールインワンデザイン
● 充電式 (VD: 3時間, SP: 15時間)
● 1080p HD動画クオリティ
● デジタルズーム(x4)・オートフォーカス搭載

物理セキュリティー対策が取れた有線スピー
カーフォン。ワイヤーロックの取付けが可能。
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ビジネスでは、グループ内で効率的にコミュニケーションを行うことがますます重要になってきていま
す。グループ会議の生産性を向上させる重要なツールであるビデオコラボレーションは、距離の障壁
をなくし、人と人のコラボレーションのすばらしさを推進する環境を生み出します。Polycomビデオ
会議システムとLyncの連携、そしてLync専用のWeb会議システム「Crerstron RL」で会議をすること
で、ハイクオリティなコラボレーションをご提供します。

製 品 紹 介

Web会議を専用で行いたい場合に

会議用システム
Conference System

ビデオ会議システム  ～ Lync専用の会議室を用意したいときに ～

Crestron RL2

UNITE PTZ Camera
YVC-1000 CX5100

Microsoft Lyncに対応する
ビデオ会議システム

●シンプルな操作
ボタンをワンタッチするだけで、誰もが会
議室に入室することができ、すぐに共同会
議を始める事ができます。

●パッケージ型で実装が簡単
Lync用クレストロンUCコーデックを始
め、HDカメラ、マイク、スピーカーバー、65
インチタッチディスプレイ、10インチ卓上
タッチスクリー ンを含む完全なパッケー
ジ化されたソリューションです。また企業
内LANに接続する事ができるので、実装
が簡単で手間がかかりません。ディスプ
レイを取り付けて、Crestron RLをネット
ワークに接続し、認証するだけで直ぐにご
使用いただけます。システムデザインも、
プログラミングも必要ありません。もし
Lyncサーバーをすでにお持ちなら、ライ
センスも手数料も、MCUやゲートウェイの
ようなインフラ費用も必要ありません。

ハードウェアを組み合わせることでビデオ会議システムの様な利用も可能

USB接 続でワイドア
ングルレンズとフルパ
ン チ/チルト/12倍 光
学ズームを備えたカ
メラ

360度のパノラマビュー
とマイクスピーカーがひ
とつになった一体型デ
バイス

大規模会議室でも
対応可能なマイク
スピーカー
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スマートな設計で使いやすく、グループでの会議に適した
高性能なビデオコラボレーションシステム
ビジネスコミュニケーションでは、グループ内で効率的にコラボレーションを行うこと
がますます重要になってきています。地理的に分散されたチームは、より少ないリソー
スでより多くの業務を実施する必要があります。グループ会議の生産性を向上させる
重要なツールであるビデオコラボレーションは、距離の障壁をなくし、人と人のコラボ
レーションのすばらしさを推進する環境を生み出します。オープンスタンダードに基づ
くポリコムのシステムは、多くの投資を必要とせずに、世界中の標準規格に準拠したシ
ステムやデバイスと相互運用します。

Microsoft Lync用に最適化された
ユニファイド カンファレンス ステーション
Polycom CX5100 ユニファイド カンファレンス ステーションにより、HD品質の音声
およびビデオコラボレーションを Microsoft® Lync®環境で効率的に実現できます。
発言者を自動的にクローズアップしてHD 1080pで表示※1する機能や、 会議室全体を
映し出す 360 度のパノラマカメラを備えています。音声帯域160Hz ～ 22 kHz※2に動
的に対応する卓越したPolycom HD Voice技術により高い音質を実現し、会議の生
産性が向上します。
※1　1080p映像は、Microsoft Lync 2013を使用した場合
※2　Microsoft Lyncの音声処理は、最大7kHz まで

Lync会議を簡単に利用できるミーティングデバイス
SfB（Skype for Business）小規模会議パッケージ

「SfB小規模会議パッケージ」はSkype for Businessオンライン会議専用のパッケージ
製品です。
・会議室はたくさんあるけど、全ての会議室にモニターやPCは置けない
・4,5人でSfB会議をするとノートPCだけでは物足りない
・もっと手軽に安価にSfBの会議を利用したい
そのようなときに『SfB小規模会議パッケージ』があればユーザー様のご要望を満たす
ことが可能です。タッチパネル搭載PCにSfB会議用アプリケーションをインストール
し、マイクスピーカやWEBカメラ（オプション）をセットしてお届けいたします。

Polycom Group500

Polycom CX5100

Simple Meeting

構 成 例

PSTN

中大規模
3G/LTE
WiFi中大規模小規模小規模

Office365やオンプレミスのサーバー、PSTNと接続する事で様々な場面での会議を実現可能です。
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オールインワンで導入したい場合に

構 成 例

PSTN

アクティブ
デレクトリー

ac-onebox.com

自社 アクティブディレクトリー
ob4lync.com

IP フォン (Lync 通信端末①)

PC (Lync 通信端末②)

PC（管理端末）

Edge Server Front End Server
(LyncServer2012) 

Hyper-V

PRI/BRI/SBC

③端末間通信

①DNS スタブゾーン、 
　フォレスト間信頼設定

②ob4lync.com から 
　ユーザーをインポート

ワンボックス
One Box

AudioCodes OneBox365はOffice 365のLync vocie機能を利用する上で費用対効果の高い製品
であり、企業全体のOffice 365のサブスクリプションと組み合わせにより、IM・プレゼンス・内線、外
線発着信の展開を容易に、最も早く、簡単に実現させることが可能な、AudioCodesが提供するLync 
ソリューションのアプライアンスです。

製 品 紹 介

TM

 

One Box 365 Standard Edition
● Up to 200 users
● Integrated hardware appliance, based on Mediant 800B

●Up to 500 users
●Server-based appliance with integrated Software SBC

●Up to 5,000 users
●Server-based appliance with integrated Software SBC

One Box 365 Pro Edition

One Box 365 Enterprise Edition
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Lyncの機能を拡張したい場合に

Application
アプリケーション

Skype for Business/Lync 向けのアプリケーション開発

モバイル間を含む全てのSkype for Businessクライアント間の通話、および外線通話を録音します
（録音対象とするユーザを指定）。
Front EndサーバとEdgeサーバにプラグインをセットアップし、全ての音声をEdgeサーバ経由に変更
します。また、Front Endサーバから呼情報を取得、 Edgeサーバから音声を取得します。

● Microsoft Skype for Businessの認定ソリューションです。
●  RESTfulなAPIを提供しており、通話録音ファイルの検索・

再生のアプリケーションを簡単に作成できます。
●マイクロソフトのRTA codecの録音に対応しています。
● 会議リソースは必要ありません。
● ポートミラーにも対応しています（オプション）。
● 通話品質への影響がありません。

●  録音ユーザ数 300ユーザ（1サーバ辺り）
●  OS条件 Window7(32bit/64bit)、
 WindowServer2008(32bit/64bit)

Skype for BusinessおよびLyncの機能だけでは足りない
お客様独自のご要望に対して専用のアプリケーションを開
発することが可能です。
※追加機能によってはご要望に沿えない場合もございます。

インターネット

PSTN

Slype for Business サーバ

Mediation Front End AV Conf Edge ChatSQLBackEnd

GW

SmartWORKS Plus

 ANDROID MacMac

呼情報 音声音声呼情報

Skype for Businessを録る「Smart WORKS PLUS」

SmartWORKS PLUSの機能・特徴 SmartWORKS PLUSの動作条件
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機器の
お貸出し

構築時、検証事の
技術サポート
構築時、検証事の
技術サポート

トータル的な
コンサルティング
トータル的な
コンサルティング

パートナー様、
お客様向けの
デモ実施

機器の評価
および検証

構築パートナー
等のご紹介

Microsoft
Communications
コンピテンシー

取得
一括販売
サポート

豊富な実績

●  録音ユーザ数 300ユーザ（1サーバ辺り）
●  OS条件 Window7(32bit/64bit)、
 WindowServer2008(32bit/64bit)

住友商事マシネックス株式会社について

最適な Skype for Business および Lync環境の実現をサポートします。

SmartWORKS PLUSの動作条件



2015.07

住友商事マシネックス株式会社のHPはこちら　　http://www.smx.co.jp/

お問い合わせ

ユニファイドコミュニケーション基盤「Microsoft Lync  Hardware」 認証販売パートナー  サイト

http://www.smx.co.jp/smx/lync-hw-vad/

TEL  03-5560-6122　e-mail  net@smx.co.jp 

検索マイクロソフト　ハードウェア　マシネックス最新情報はWebで！

取り扱い製品メーカー一覧

住友商事マシネックスは、国内唯一のマイクロソフト認定パートナー
「Lync Hardware VAD※」です。

お客様のニーズに合わせて、どの周辺機器を選べばいいのか、
職種や働き方に応じてどのような端末を用いるべきかをサポートいたします。

特徴
●  国内唯一のLync Hardware VAD（Value Added Distributor）と

してLyncの導入をハードウェアの面からトータル的にサポート
●  Lync Voive（外線電話）の導入では国内ほぼ100％のゲートウェイ導

入実績
●  VoIPゲートウェイ、IP電話端末、USB端末モバイルでの利用など、お

客様の導入目的、利用シーンに併せて最適なハードウェアをご提案
●  様々なメーカーの製品を一括で提供

※マイクロソフトが、Lync の周辺機器を提供するパートナーと
してふさわしい企 業 を 選 定 す る「Lync Hardware Value Added 
Distributor（Lync Hardware 付加価値流通業者）」 の略称


