
 
 

 

平成 22 年 3 月 25 日 

「ひかり電話オフィス A（エース）」対応アダプタの販売開始について 

 
■ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本は、「ひかり電話オフィスＡ（エース）」の対応アダプタとして「Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉ

ｔｙ ＶＧ－Ｘ」（以下、ＶＧ－Ｘ）および「Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＶＧ２３３０Ｘ」（以下、ＶＧ２３３０Ｘ）を、平成 22 年

3 月 30 日（火）より販売開始いたします。 
 
 
１．商品概要 

 
 ＶＧ－Ｘ、ＶＧ２３３０Ｘは主に 9 チャネル以上の事業所において、既存の電話設備（ビジネスホン等）を

更改することなく、「ひかり電話オフィスＡ（エース）」※1 をご利用いただくためのアダプタです。 
 2 機種のラインアップより、ご利用回線（チャネル）規模やご利用設備に応じて柔軟に「ひかり電話オ

フィスＡ（エース）」の導入が可能です。 
 

商品名 Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ
ネ ッ ト コ ミ ュ ニ テ ィ

 ＶＧ－Ｘ Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ
ネ ッ ト コ ミ ュ ニ テ ィ

 ＶＧ２３３０Ｘ 

ネットワーク側 ＩＰ（１０ＢＡＳＥ-Ｔ/１００ＢＡＳＥ-ＴＸ/１０００ＢＡＳＥ-Ｔ） 

ＩＰ（１０ＢＡＳＥ-Ｔ/１００ＢＡＳＥ-ＴＸ/１０００ＢＡＳＥ-Ｔ） 
 インター 

フェース 内線側 
 ＩＳＤＮ（ＰＲＩ） 

最大チャネル数 
32 チャネル 

（複数機器対応アダプタとして）※２ 

23 チャネル（単体として） 

100 チャネル（複数機器対応アダプタとして）

販売価格 
40,000 円 

（税込 42,000 円） 

400,000 円 

（税込 420,000 円） 

販売開始日 平成 22 年 3 月 30 日（火） 

販売地域 全国※３ 

販売予定数 
220 台/年 （ＮＴＴ東日本） 

 60 台/年 （ＮＴＴ西日本） 

120 台/年 （ＮＴＴ東日本） 

 90 台/年 （ＮＴＴ西日本） 

※１  平成 22 年 3 月 30 日より提供開始予定の、1 契約で最大 100 チャネル（加入電話 100 回線分）、300 番号までご利用いただ

ける、法人のお客様のご利用に適した光ＩＰ電話サービスです。ご利用に際しては、「フレッツ 光ネクスト」（ビジネスタイプ、

ファミリータイプ、マンションタイプ、NTT 東日本のみハイスピードタイプを含む）のご契約・料金と別途工事費が必要となりま

す。0036 等の電気通信事業者を指定した発信、ダイヤル Q2 など、一部かけられない番号があります。停電時は「ひかり電

話オフィスＡ（エース）」はご利用いただけません。 

※２  ＶＧ－Ｘ単体ではひかり電話オフィスＡ（エース）を使用できません。必ず下部にＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＶＧ４３０／８３０シリーズを

接続して使用します。設置に際しては別途工事費が必要となります。 

※３  ＮＴＴ東日本の営業エリア：新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 

ＮＴＴ西日本の営業エリア：富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。 

 

２．主な特長 

 
（１）ＶＧ－Ｘの特長 

 ＶＧ－Ｘは下部にＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＶＧ４３０／８３０シリーズ（以下、ＶＧ４３０／８３０）を複数接



続することで、最大 32 チャネルまでの利用を可能とします※４。 

 現在「ひかり電話オフィスタイプ」を複数契約してご利用中、または「ひかり電話ビジネスタイプ」

をご利用中のお客様で、複数台のＶＧ４３０／８３０をご利用中の場合は、上部に本商品を設置

することで、機器を買い換えることなく「ひかり電話オフィスＡ（エース）」をご利用いただくことがで

きます※５。 

※４ 「フレッツ 光ネクスト」（ビジネスタイプ、ファミリータイプ、マンションタイプ、NTT 東日本のみハイスピードタイプを含む）及

び「ひかり電話オフィスＡ（エース）」のご契約が必要です。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります）。 

※５ 別途、ＶＧ４３０／８３０のファームウェアバージョンアップが必要となります。 

 

（２）ＶＧ２３３０Ｘの特長 

 ＶＧ２３３０Ｘは、ＶＧ－Ｘではカバーできない 33～100 チャネルでのご利用、または「ＩＮＳネット

１５００」対応のビジネスホン等をご利用のお客様向けの商品です。 

 33～100 チャネルでご利用の場合は、本商品の下部に他のひかり電話対応アダプタ※６を複数

台接続して利用します。「ＩＮＳネット１５００」対応ビジネスホン等で利用する場合は、本商品単体

で 23 チャネルまで対応可能です。 

※６ Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＶＧ４３０／８３０シリーズおよびＶＧ２３３０Ｘが接続可能です。 

 

 
 ３．お客様からのお申し込み・お問合せ先 
 

お客様を担当する弊社営業担当、または以下のメールアドレスよりお申し込みください。 
E-mail ： ＮＴＴ東日本  info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp 

            ＮＴＴ西日本  info.t@west.ntt.co.jp 
                  

                    
 
 
【別紙１】ご利用イメージ 
【別紙２】仕様一覧 
【別紙３】ひかり電話オフィスＡ（エース）対応機器ラインアップ 
 
 

Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＶＧ－Ｘ Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＶＧ２３３０Ｘ 



事業規模

【別紙１】

 
ご利用イメージ

アナログ／ＢＲＩ

 

接続

ＯＮＵ

ＩＰ端末

最大

 
８ｃｈ

ビジネスホン／ＰＢＸ

ＶＧ430

ＶＧ830

シリーズ

小規模 大規模

ＰＲＩ接続

ＯＮＵ

ＩＰ端末

最大
２３ｃｈ

ＰＲＩ接続

ＶＧ2330Ｘ

ＯＮＵ

最大
１００ｃｈ

アナログ／ＢＲＩ

 

接続

ＶＧ－Ｘ

ＯＮＵ

最大
３２ｃｈ

ＶＧ2330Ｘ

ＶＧ430

 

ＶＧ830

 

シリーズ

ビジネスタイプ/ファミリータイプ/マンションタイプ
（ハイスピードタイプを含む）

ビジネスホン／ＰＢＸ ビジネスホン／ＰＢＸ ビジネスホン／ＰＢＸ

ＮｅｗＮｅｗ ＮｅｗＮｅｗ ＮｅｗＮｅｗ

最大４台まで

ＶＧ2330Ｘ
最大4台まで

※１

※２

※１

 

ひかり電話オフィスA（エース）をご利用になるには、「フレッツ

 

光ネクスト

 

ファミリータイプ/マンションタイプ/ビジネスタイプ」のご契約・料金と別途工事費が必要となります。●００３９等の電気通信事業者を
指定した発信、ダイヤルＱ２など、

 

一部かけられない番号があります。●停電時はひかり電話サービスはご利用いただけません。
※２

 

サービス提供地域であっても、設備の状況等によりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスがご利用いただけない場合がございます。●お客さま建物内の既設の配管設備等の状況により、新たに
配管設備等のご用意をお願いする場合があります。●サービス提供エリアにつきましては、弊社ホームページ（http://www.ntt-east.co.jp/）にてご確認ください。●ご利用のパソコン環境（OS等）により、一
部機能が制約される場合があります。
●詳しくは、弊社ホームページ（http://www.ntt-east.co.jp/）にてご確認ください。●パソコン等の端末機器を接続するのに必要なLANケーブルやLANカード等（NIC）はお客さまにてご準備ください。

http://www.ntt-east.co.jp/
http://www.ntt-east.co.jp/


【別紙２】仕様一覧

Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　ＶＧ－Ｘ Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　ＶＧ２３３０Ｘ

物理インタフェース

ポート数

規格

物理インタフェース

ポート数

規格

物理インタフェース ８ピンモジュラージャック（ＲＪ－４８）

ポート数 １ポート

規格 ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４３１準拠

物理インタフェース ８ピンモジュラージャック（ＲＪ－４５）

ポート数 １ポート

規格 ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４３０準拠

音声符号化則 ＩＴＵ－Ｔ　ＪＴ－Ｇ．７１１（μＬａｗ）

ＤＴＭＦ みなし音声（透過）

エコーキャンセラ ＩＴＵ－Ｔ　ＪＴ－Ｇ．１６８（３２／６４ｍｓ）

音声レベル ＋１０～０～－１８ｄＢ（１ｄＢステップ）

ＷＡＮプロトコル

ＰＰＰ認証

ＰＰＰ接続／切断

ＰＰＰ接続先数

ルーティング方式

ＤＨＣＰサーバ機能

ＤＮＳ　Ｐｒｏｘｙ機能

静的ＩＰマスカレード
ユニバーサルプラグアンドプレ
イ（ＵＰｎＰ）機能
複数固定ＩＰサービス対応機能

パケットフィルタ機能

ＵＲＬフィルタ機能

ＳＰＩ機能

ブリッジ機能 ブリッジ対象

約４０（Ｗ）×１７１（Ｄ）×１８８（Ｈ）ｍｍ
（スタンドと突起物を除く）

約４３（Ｗ）×２１０（Ｄ）×２７５（Ｈ）ｍｍ
（スタンドと突起物を除く）

最大１５Ｗ（電源アダプタ含む） 最大２０Ｗ（電源アダプタ含む）

約０．４５ｋｇ（電源アダプタ含まず） 約１ｋｇ（電源アダプタ含まず）

ＬＡＮポート

項目

８ピンモジュラージャック（ＲＪ－４５）

１ポート
ＷＡＮポート

１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ
（ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ／ＩＥＥＥ８０２．３ｕ／ＩＥＥＥ８０２．３）オートネゴシエーション

スタティックルーティング（最大１５０件）

８ピンモジュラージャック（ＲＪ－４５）

４ポート

１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ
（ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ／ＩＥＥＥ８０２．３ｕ／ＩＥＥＥ８０２．３）オートネゴシエーション

ＰＰＰｏＥ（ＰＰＰ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）

自動認証（ＣＨＡＰ／ＰＡＰ）／ＣＨＡＰ固定／ＰＡＰ固定

常時接続（自動接続）／要求時接続（無通信時切断機能あり）

登録：５箇所、同時接続：５箇所

ＰＲＩポート

ＢＲＩ（ＣＬＫ）ポート

ＶｏＩＰ

ルータ機能

ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

ＶＣＣＩクラスＡ

動作環境

外形寸法

電源

消費電力

質量

電磁妨害波規格ＶＣＣＩ

温度：０～４０℃、湿度：２０～８０％（結露しないこと）

ＰＰＰｏＥパケット、ＩＰｖ６パケット

－

あり

あり

フィルタ種別（拒否／許可）、送信元ＩＰアドレス、宛先ＩＰアドレス、プロトコル種別、送信元
ポート、宛先ポート、方向指定、ＩＣＭＰタイプ、ＩＣＭＰコード（最大１２８件）

拒否リスト、許可リスト（最大２０件）

あり

あり

あり

ＴＣＰタイムアウト、ＵＤＰタイムアウト、ＩＣＭＰタイムアウトが設定可能

188mm

171mm40mm

275mm

210mm

43mm
ＶＧ－Ｘ ＶＧ２３３０Ｘ



【別紙３】ひかり電話オフィスＡ（エース）対応機器ラインアップ

複数機器対応アダプタ複数機器対応アダプタ 単体アダプタ単体アダプタ

ＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

 

ＶＧＶＧ--ＸＸ ＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

 

ＶＧ２３３０ＸＶＧ２３３０Ｘ※１

新規販売開始新規販売開始

ＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

 

ＶＧ４３０ＶＧ４３０//８３０シリーズ８３０シリーズ※２

ビジネスホンビジネスホン

ｔｙｐｅＳｔｙｐｅＳ ｔｙｐｅＭｔｙｐｅＭ ｔｙｐｅＬ主装置タイプｔｙｐｅＬ主装置タイプ

ｔｙｐｅＬサーバタイプｔｙｐｅＬサーバタイプ

販売中販売中

販売中販売中

収容ｃｈ数：８ｃｈまで収容ｃｈ数：８ｃｈまで 収容ｃｈ数：１２ｃｈまで収容ｃｈ数：１２ｃｈまで 収容ｃｈ数：１００ｃｈまで収容ｃｈ数：１００ｃｈまで※３ 収容ｃｈ数：１００ｃｈまで収容ｃｈ数：１００ｃｈまで※３

１１ ２２ ３３

ＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙＮｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

 

ＳＹＳＴＥＭＳＹＳＴＥＭ

 

ααＮＸシリーズＮＸシリーズ※２

収容ｃｈ数：３２ｃｈまで収容ｃｈ数：３２ｃｈまで
（下部に（下部に

 

の接続が必要です。）の接続が必要です。）
収容ｃｈ数：収容ｃｈ数：
２３ｃｈまで（単体利用時）２３ｃｈまで（単体利用時）

11００ｃｈまで（複数機器対応ｱﾀﾞﾌﾟﾀ利用時）００ｃｈまで（複数機器対応ｱﾀﾞﾌﾟﾀ利用時）

※１

 

５１ｃｈ以上でご利用になる場合は、ＰＲＩインタフェースはご利用いただけません。
※２

 

現在ご利用中のお客様は別途ファームウェアバージョンアップが必要です。
※３

 

ひかり電話オフィスＡを２回線契約することにより、最大１９２ｃｈ収容可能です。

収容ｃｈ数：収容ｃｈ数：
ＶＧ４３０シリーズＶＧ４３０シリーズ

 

４ｃｈまで４ｃｈまで

ＶＧ８３０シリーズＶＧ８３０シリーズ

 

８ｃｈまで８ｃｈまで
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