2014 年 10 月 14 日

フレッツ 光ネクスト向け
ひかり電話オフィス A（エース）・ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター
「Netcommunity OG410X/810X」の販売開始について

東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社（以下、NTT 東西）は、「フレッツ 光ネクスト」（イ
ンターネット接続サービス）※1 向け「ひかり電話オフィス A（エース）・ひかり電話オフィスタイプ※2」（いずれも電話
サービス）対応アダプター「Netcommunity ※3 OG410Xa/OG410Xi/OG810Xa/OG810Xi」（いずれも情報機器）
（以下、本商品）の 4 機種を 2014 年 10 月 15 日から販売開始いたします。
本商品は、「ひかり電話オフィス A（エース）・ひかり電話オフィスタイプ」対応アダプター機能に加え、最大
1Gbps※4 のデータ通信機能を搭載しているため、オフィスの音声システムとデータ通信システムを統合してご利
用でき、オフィスの ICT 化を推進いたします。
※1 ●サービス提供エリアであっても、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。●サービス提供エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、もしくは弊社ホームページ（https://flets.com）にてご確認ください。
※2 ＜ひかり電話オフィス A（エース）（電話サービス）のご利用＞●フレッツ 光ネクスト（インターネット接続サービス）のご契約・料金が必要です。
●ひかり電話オフィス A（エース）（電話サービス）のご利用には、別途工事費が必要です。●0036 等の電気通信事業者を指定した発信など、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。●ナンバー･ディスプレイ未対応電話機をご利用の
際は、電話番号表示ができず、また通話できない場合等があります。＜ひかり電話オフィスタイプ（電話サービス）のご利用＞●フレッツ 光ネク
スト（インターネット接続サービス）のご契約・料金が必要です。●ひかり電話オフィスタイプ（電話サービス）のご利用には、別途工事費が必要で
す。●0036 等の電気通信事業者を指定した発信など、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。
※3 Netcommunity は、NTT 東西の登録商標です。
※4 最大 1Gbps とは、技術規格上の最大値であり、通信速度は、お客様の設備やご利用環境等に依存することから、お客様宅内での実効速度を
示すものではありません。

1. 商品名・販売価格等
Netcommunity OG シリーズ
商品名

OG410Xa

OG410Xi

OG810Xa

OG810Xi

外観

ネットワーク側
インター
フェイス

IP(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IP(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

内線側
アナログ

ISDN(BRI)

アナログ

ISDN(BRI)

チャネル数※5

4 チャネル

8 チャネル

販売価格

40,000 円
（税抜）

60,000 円
（税抜）

販売開始日

2014 年 10 月 15 日（水）

販売地域

全国

販売予定数

NTT 東日本※6

NTT 西日本※7

3,600 台/年

3,000 台/年

※5 複数台、本商品を接続することで、最大 32 チャネルのご利用が可能です。
※6 NTT 東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。
※7 NTT 西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。

2. 主な特長
（1）ギガルーター機能を搭載し、高速インターネット環境や VPN 環境を手軽に構築可能
本商品は最大 1Gbps※8 の通信を可能とするルーター機能を搭載しているため、事業所向け Web アプリケ
ーションサービス等を利用するための快適なインターネットアクセス※9 環境を構築できるばかりでなく、「フレッ
ツ・VPN ワイド※10」等の各種 IP-VPN サービスと組み合わせてご利用いただくことにより、事業所間でプライベ
ートネットワークを構築し、セキュアな環境でデータファイルを送受信することが可能です。
※8 最大 1Gbps とは、技術規格上の最大値であり、通信速度は、お客様の設備やご利用環境等に依存することから、お客様宅内での実効速度を
示すものではありません。
※9 インターネットのご利用には、フレッツ 光ネクストおよび、対応プロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。
※10 フレッツ・VPN ワイドのご利用には、VPN 管理者の場合はフレッツ 光ネクスト、VPN 参加者の場合はフレッツ 光ネクスト、B フレッツ、フレッ
ツ・ADSL、フレッツ・ISDN（いずれもインターネット接続サービス）のいずれかのご契約・料金が必要です。なお、フレッツ 光ライト、フレッツ
光ネクスト（プライオ１０、プライオ１ 、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ）ではご利用できません。

（2）「ひかり電話オフィス A（エース）・ひかり電話オフィスタイプ」（いずれも電話サービス）を手軽に導入可能
お客様のご利用規模（チャネル数）や設備にあわせた柔軟な導入を可能とするため、4 機種ラインアップい
たしました。また、ひかり電話オフィス A（エース）にて 9 チャネル以上でご利用になる場合は、本商品の下部
に複数台接続することにより、最大 32 チャネルまでご利用いただけるため、新たにビジネスホン等の音声シ
ステムの更改を必要とすることなく、既存設備を有効活用して、「ひかり電話オフィス A（エース）・ひかり電話
オフィスタイプ」を導入いただけます。

3．お客様からのお申し込み・お問い合わせ先
【NTT 東日本】
(1)お客様を担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。
(2)お問い合わせ先
・TEL：0120-506116※11
（携帯電話・PHS からもご利用いただけます。電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないよう
お願いします。）
<受付時間>
午前 9:00～午後 5:00（年末年始を除く）
※11 NTT 東日本エリア（新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県）以外からはご利用になれません。

【NTT 西日本】
(1)お客様を担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。
(2)お問い合わせ先
・TEL：0120-458202※12
（携帯電話・PHS からもご利用いただけます。電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないよう
お願いします。）
<受付時間>
午前 9:00～午後 5:00（土曜・日曜祝日・年末年始を除く）
※12 NTT 西日本エリア（富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県）以外からはご利用になれません。

・E-mail：info.t@west.ntt.co.jp
【別紙 1】仕様一覧
【別紙 2】「Netcommunity OG410X/OG810X」（情報機器）のご利用イメージ

【別紙1】仕様一覧
Netcommunity OGシリーズ
項目
OG410Xa
インターフェイス

OG410Xi

OG810Xa

OG810Xi

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

WANポート
1ポート

ポート数
インターフェイス

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

LANポート
4ポート（スイッチングハブ内蔵）

ポート数
インターフェイス
PBX・ビジネスホン側
ポート数

アナログ
4ポート
（232D[2ピン クイックコネクタ]）

ISDN（INSネット64）
[P-MP接続][P-P接続]
2ポート
（232D[4ピン クイックコネクタ]）

アナログ
8ポート
（232D[2ピン クイックコネクタ]）

ISDN（INSネット64）
[P-MP接続][P-P接続]
4ポート
（232D[4ピン クイックコネクタ]）

USB2.0

インターフェイス
USBポート

2ポート

ポート数
同時通話数
（IP電話サービス）
対象電話サービス
IPビハインド接続

VoIP機能

ひかり電話オフィスタイプ
自動設定
フレッツ 光ネクスト対応IP
端末収容

○
○（ひかり電話オフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト)選択時に自動で動作）
○（最大8台）
○

ナンバー・ディスプレイ

○

グループダイヤリング対応

○

PPP認証
PPP接続先数
ルーティング方式
DHCPクライアント機能
DHCPサーバー機能/プレ
フィックス配布
DNS Proxy機能
アドレス変換
IPv4-IPv6トランスレーター
機能

IPv4 PPPoE（PPP over Ethernet）、IPv6 IPoE
自動認証（CHAP/PAP）
同時接続：5箇所

*1

スタティックルーティング（IPv4：最大40件/IPv6：最大32件/ドメイン：最大32件）
DHCPv4クライアント、DHCPv6クライアント、IPv6プレフィックス（RA)
DHCPv4サーバー（自動：128アドレス割り当て/固定：20アドレス割り当て）
DHCPv6サーバー（自動：15アドレス割り当て）
IPv6プレフィックス配布(RA)
○（DNSリフレクター対策機能あり）
NAT（最大4096セッション）、静的IPマスカレード（PPPoE1～5：各IF最大50アドレス）、静的NAT（最大64アドレス）、ヘアピンNAT（PPPoE1
～5：各IF最大4アドレス）
○

パケットフィルター機能

フィルター種別（拒否/許可）、方向（in/out)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート、TCPフ
ラグ（IPv4/IPv6：WAN/LAN/PPPoE1-5：各IF最大64ルール）

ステートフル・インスペク
ション機能

○

攻撃検出機能

○

ステルスモード

○

VPN機能
ユニバーサルプラグアンド
プレイ（UPnP）機能
マルチキャスト配信
マルチキャスト/ユニキャス
ト変換機能
QoS機能
パケットシェーピング機能
ブリッジ機能

ブリッジ対象

VPNパススルー

パススルー対象

設定・保守機能

ひかり電話オフィスＡ（エース）/ひかり電話オフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト)

エコーキャンセラー機能

WANプロトコル

ルーター機能

最大8通話（単独でご利用の場合）/
最大32通話（複数機器集約アダプターとしてご利用の場合）

最大4通話（単独でご利用の場合）/
最大32通話（複数機器集約アダプターとしてご利用の場合）

IPsec(最大10個）
UPｎP IGD/CP
IPv6マルチキャスト（MLDv2、MLD Snooping、MLD Proxy）
○
○（優先制御）
帯域指定（5M/25M）
PPPoE(最大20個）、IPv6
IPsec/L2TP

設定方法

Webブラウザーによる設定・保守

ログ機能

通話ログ、障害ログ、システムログ、セキュリティログ、バージョン遷移ログ

ファームウェアバージョン
アップ機能
使用電源

自動、Webブラウザーを使用、USBストレージを使用、電話機を使用
AC 100 V（50/60 Hz）（専用電源アダプター使用）

最大消費電力

最大 30W
横置き時

約235（W）×147.5（D）×56（H） mm（突起物を除く）

外形寸法
縦置き時
(専用スタンド使用）
質量（本体）

約240（W）×147.5（D）×96（H） mm
約0.5kg(電源アダプター含まず）

＊1 同時接続を3箇所以上後利用になる場合、別途「フレッツ・セッションプラス」の契約が必要です。「フレッツ・セッションプラス」のご利用には別途工事費、月額利用料が必要になります。

【別紙2】 「Netcommunity OG410X/OG810X」（情報機器）のご利用イメージ
最大1Gbps（※1）の通信を可能とするルーター機能を搭載してい
るため快適なインターネットアクセス環境を構築できます。

インターネット
ISP

支店

本社

「Netcommunity OG410X/OG810X」
（情報機器）

「Netcommunity OG410X/OG810X」
（情報機器）

PBX（構内交換機）
ビジネスホン等

回線
終端
装置

（※2）

（※2）

（インターネット
接続サービス）

（インターネット
接続サービス）

（※3）

（※3）

NGN

（電話サービス）

（電話サービス）

（※4）

（※4）

PBX（構内交換機）
ビジネスホン等

回線
終端
装置

PC

PC

・新たにビジネスホン等の音声システムの更改を必要とせずに既存設備を有効活用して、ひかり電話
オフィスA（エース）（電話サービス）を導入いただけます。
・本商品を複数台接続することで、ひかり電話オフィスA（エース） （電話サービス）において、最大32
チャネルまで対応します。

事業所間でプライベートネットワークを構築してセキュアな環境でデータファ
イルを送受信できます。

（※1）最大1Gbpsとは、技術規格上の最大値であり、通信速度は、お客様の設備やご利用環境等に依存することから、お客様宅内での実効速度を示すものではありません。
（※2）●サービス提供エリアであっても、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。●サービス提供エリアにつきましては、お問い合わせいただくか
、もしくは弊社ホームページ（https://flets.com/）にてご確認ください。
（※3）●フレッツ 光ネクスト（インターネット接続サービス）のご契約・料金が必要です。 ●ひかり電話オフィスA（エース）（電話サービス）のご利用には、別途工事費が必要です。●0036等の電気通信事業者を指定し
た発信など、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。●ナンバー･ディスプレイ未対応電話機をご利用の際は、電話番号表示ができず、また通話できない場
合等があります。
（※4）フレッツ・VPN ワイドのご利用には、VPN管理者の場合はフレッツ 光ネクスト（インターネット接続サービス）、VPN参加者の場合はフレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN（いずれもインター
ネット接続サービス）のいずれかのご契約・料金が必要です。なお、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ネクスト（プライオ１０、プライオ１ 、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ）ではご利用できま
せん。

