
for iPhone & Android

進化し続けるスマートフォン対応PBXシステム
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Where are you calling from?

uniConnect なら社内でも外出先でも、
オフィスの電話をスマートフォンに。
もちろん、iPhone でも Android でも使えます。

オフィスにいるときでも、外出先でも、スマートフォンで、代表番号
やダイヤルイン、内線番号、050番号での発着信が可能になります。
固定電話機では当たり前の「保留・転送」や「代理応答」なども
スマートフォンで利用できます。

uniConnect を使って取引先に電話をかければ、会社の電話番号で
発信されます。取引先が会社の電話番号に電話をかければ、手元の
スマートフォンに着信します。

uniConnect があれば、お客様からの電話の取り次ぎが不要に、
迅速なお客様対応が実現します。

1台のスマホで、”携帯電話番号”と”会社の電話番号”を使い分け

T R A V E L
SPORTS

Newsstand App StoreiTunes StoreNewsstandNewsstand iTunes Store

uniConnect

Passbook

電話 Safariメール ミュージック 標準ダイヤラー
For private call

uniConnectダイヤラー

所在地の市外局番が使えます

For business call

公私分計にも最適！

uniConnect は、スマートフォンに携帯電話番号（例えば、090-xxxx-xxxx）と、会社の電話番号の 2つを持たせられます。

スマートフォンの標準ダイヤラーから発信する場合は、通信キャリアと契約の携帯電話番号から、uniConnect ダイヤラーから発信する場合は、会社の電

話番号（例えば、03-xxxx-xxxx など）で発信できます。

03-5623-7353

090-1234-5678

BEST5

操作感が変わらない
uniConnect ダイヤラー

着信時の発信者番号表示
（特許取得技術）

携帯通話とVoIP 通話の
ハイブリッド対応で
安定した通話を実現

固定電話のように使える
保留・転送機能

紛失時も安心
リモートワイプ機能

4G

発信者
番号
03-1234
-5678

人気の機能

1
BEST

2
BEST

3
BEST

4
BEST

5
BEST
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uniConnect の特長
ここがスゴイ！

携帯通話モード？ IP通話モード？
自由に選べる通信方式

休暇中の転送設定や不在着信時の動作も自由自在！
ユーザー自身で転送先を簡単に設定可能

相手の在席状況やスケジュールも一目瞭然！
状況に応じたコミュニケーションが可能に

スマートフォン紛失時も安心！
セルフリモートワイプ

未接続 接続中 接続済み

IP通話モード時 携帯通話モード時

通話中に携帯通話モードと IP 通話モードが
切り替わる際は、通話が切断されます。

uniConnect は、IP通話と携帯通話の両方に対応しています。例えば、オフィスにいる

ときはWi-Fiを使った IP通話。IP通話が安定しない外出時や定額端末では携帯通話な

ど、居場所に応じて自動的に切り替えられます。もちろん、手動でも切り替えられます。

uniConnectの連絡先から、在席状況やスケジュールの確認ができます。連絡を取り

たい相手の状況に応じて、電話、チャット、メールなど、最適なコミュニケーション

手段を選択できます。

スマートフォンの紛失・盗難発生時に安心の”ユーザー自身で端末を初期化できる”

セルフリモートワイプ機能が標準搭載されています。紛失に気づいたらすぐに、

最寄りの電話から専用ダイヤルにかけるだけ。音声ガイダンスに沿って、ユーザーID/

パスワードをプッシュするだけで、リモートワイプやロックができます。

さらに、実行メニューは、状況に応じて4つの手段を選ぶことができます。

uniConnect は、不在時の転送やボイスメールなど、さまざまな設定変更をユーザー

自身がスマートフォン上で簡単に設定できます。管理者の手を煩わせません。

●話中設定

●話中時の動作設定

通話中の着信に対する動作のON/OFFを設定

一定時間応答しなかった着信に対する動作の
ON/OFFを設定

通話中の着信に対して、
[指定番号への転送 /留守番電話 /音声案内]
から任意の動作を選択

●無応答時の動作と呼び出し時間の設定
・無応答時の着信に対して、
　[指定番号への転送/留守番電話/音声案内]
　から任意の動作を選択
・呼び出し時間の設定（5秒～設定可能）

●転送させる時間帯と動作の設定
・指定時間の着信に対して、
　[指定番号への転送/留守番電話/音声案内]
　から任意の動作を選択
・時間帯を指定

●無応答設定

あらかじめ指定した時間帯の着信に対する
動作のON/OFFを設定

●転送設定

POINT

2
POINT

1

POINT

3
POINT

4

●リモートワイプ ●アプリケーションワイプ

●アプリケーションロック ●位置情報取得

スマートフォン内のデータをすべて

消去して、リモートから工場出荷時

の状態に戻せます。

uniConnect アプリケーションを

強制的に利用停止できます。

スマートフォンの位置情報（GPS）を

取得してGoogleマップのURLを

メールで受信できます。

uniConnect アプリケーション内の

共通電話帳などのデータのみ消去さ

れます。

CHECK!
ワンタッチ転送を設定しておくと、画面上部
の　　アイコンをクリックするだけで、転送
設定のON/OFF を切り替えられます。

転送設定
無効

通常転送
設定有効

一時転送
設定有効

SOON

BUSY

MTG

LEAVE

●オンライン

連絡可能な状態

●読み込み中

状態取得前、または読み

込み中の状態

●離席中

しばらく PCから離れて

いる状態

●食事中

食事中のため席を外して

いる状態

●取り込み中

取り込み中のため割り込ま

れたくない状態

●会議中

会議中のため割り込まれ

たくない状態

●カレンダー

連絡先のスケジュールを

表示

●すぐ戻ります

少し席をはずしている状態

●通話中

通話中かつ連絡不可能な

状態

●オフライン

サインアウトしている状態
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uniConnect ダイヤラーの基本機能
まるで固定電話！

ボイスメール機能
留守電機能として「ボイスメール」機能

を標準搭載しています。不在時の音声

メッセージファイルをメールで配信します。

会社の電話番号での着信
通信キャリアの有償サービスを使わずに、

外出先でも会社の電話番号にかかってきた

電話にスマートフォンで応答できます。

ピックアップ
グループ代表にかかってきた電話を

手元のスマートフォンで

ピックアップできます。

会社の電話番号での発信
社内でも外出先でも、スマートフォン

から会社の電話番号で発信できます。

リダイヤル
uniConnect ダイヤラーの

着信履歴からリダイヤルできます。

保留・転送機能
通信キャリアの有償サービスを使わずに、

通話の保留・転送が可能です。

共有電話帳
社内で共有するアドレス帳とスマート

フォンを自動で同期するので、常に最新

のアドレス帳を参照できます。

■ダイヤラーアプリケーション機能詳細一覧

発信（外線 /内線）FMC スマートフォンからも会社のデスクの番号や部門代表番号で発信 /着信する機能

会社の電話番号への着信時、発信者の電話番号がスマートフォンに表示される機能（特許第 5486484 号）

グループ代表番号で発信 /応答できる機能

グループ代表宛ての着信にスマートフォンで応答できる機能

携帯通話モードと IP 通話モードを選択可能（手動切替 /自動切替）

発信履歴 /着信履歴からの発信が可能

発信者番号表示

グループ代表

ピックアップ

通信方式選択

発信履歴 /着信履歴

共有電話帳電話帳

設定

その他

企業内 /グループで共有する電話帳。マスターの電話帳を更新すると、スマートフォンの電話帳も自動で更新

電話帳に登録されているよくかける電話番号を「お気に入り」として登録可能

よくかける電話番号が「TOP10」として表示される機能

利用者自身で端末の初期設定が可能。管理者による端末ごとの設定作業は不要。

留守電メッセージをボイスメールとして記録。ボイスメールは、音声ファイルとしてメールに受信

専用の電話番号にかけ、音声ガイダンスに沿って会議室を予約し、メール通知される予約番号を関係者に転送するだけで、
電話会議の開催準備が完了。予約番号をガイダンスに沿って入力するだけで、外出先からでも簡単に参加可能。

お気に入り番号登録

TOP10

設定インポート機能

ボイスメール

電話会議

保留 /指定転送転送 通話中に保留、別の電話機へ転送する機能

一定時間応答しない場合、あらかじめ指定した電話番号へ転送する機能（※1）

通話中の着信を、あらかじめ指定した電話番号へ転送する機能（※1）

着信があった際、呼び出し音を鳴らすことなく、無条件であらかじめ指定した電話番号へ転送する機能（※1）

勤務時間外など、あらかじめ指定した時間帯の着信は、着信先を自動的に変更する機能（※1）

勤務時間外など、あらかじめ指定した時間帯の着信に対して、任意のアナウンスを流す機能

無応答転送

話中転送

無条件転送

時間別条件転送

指定アナウンス

機能 説明

■管理者機能詳細一覧

機能

（※1）別の電話番号へ転送する他に、ボイスメールとして留守電メッセージを残すこともできます。
（※2） VoLTE ではない au端末では、インポート・保留・転送機能にて利用制限があります。

社員の増減やuniConnect を利用するスマートフォンの台数が変わる場合に、

Webブラウザーから利用できる専用管理ツールで簡単に設定できます。

●アカウント管理

・アカウント一覧表示 /検索

・アカウントの追加 /変更 /削除

・端末状態表示

・端末スケジューリング設定表示

・端末ログのダウンロード

・端末ロック/端末リモートワイプ

●固定電話の管理

・時間外スケジュールの管理

・ピックアップ設定

●一括設定

・アカウント一括設定

・共有連絡帳一括登録

●システム管理

・uniConnectシステムログの

　ダウンロード

・操作履歴ログ表示

・管理者パスワード変更

・管理コンソールプログラムの

　アップデート

グの

ムの



Skype for Businessとの相互連携で理想的なワークスタイル実現
居場所に応じて最適な手段でコミュニケーション！

uniConnect のオプション機能

来訪者受付システム連携
受付システムにもuniConnect を活用！

スマートフォンの位置情報取得機能
安否確認機能としても活用できる！

あ

い

う

え

お

戻る

RECEPTION

青田 弘史

浅野 沙織

浅原 弘明

浅輪 太朗

阿部　 淳

会社の無人受付システムとしてuniConnect
を活用できます。

来訪者が社員名を選択すると、社員の携帯電
話や固定電話が呼び出すことも可能です。

連携する受付システムについては
別途ご相談ください。

ショートパケットを使ってメッセー
ジの一斉配信とスマートフォンの
位置情報を自動取得できます。

緊急連絡や災害発生時など、もし
ものときの社員への通達や所在の
特定など、安否確認機能としても
活用できます。

さらに便利に！

uniConnectと Skype for Businessを相互連携することで、プレゼンス状況を把握しながら、スマートフォンやタブレット、PC からでもオフィスの

内外線番号での発着信、代理応答や保留・転送など、これまで固定電話が担っていた機能をあらゆるデバイスで実現できるようになります。

uniConnect 経由で会社番号での発信が可能に

●Skype for Business クライアント

会社の電話番号での着信
はポップアップでお知らせ

●着信時ポップアップ画面

Skype for Business で管理される
プレゼンスをuniConnect ダイヤラー
でも確認

●プレゼンス情報を連携

POINT

1
Skype for Businessクライアント
からも会社の電話番号で発着信！

POINT

2 プレゼンス情報も相互連携！

Skype for Business クライアントからも会社の電話番号

で発信できます。会社の電話番号への着信は、ポップアップ

で通知され、着信ボタンをクリックすれば応答できます。

メールやチャットに加え会社の電話も統合されることで、

PCやタブレットさえあれば、今いる場所がオフィスにな

ります。

プレゼンス情報も相互連携します。uniConnect を使って

スマートフォンで会社の電話番号で通話している最中は、

Skype for Business クライアント側のプレゼンスは

「取り込み中」に変わります。

POINT

3
もちろん既存のPBXとも
連携可能！

既存の PBXと Skype for Business、uniConnect

システムを連携することもできます。資産を有効活用

しながら働き方を効率化できます。

S

uniConnect

Skype for Business
・メール
・ビデオ会議

・スマホ内線 /外線通話
・電話会議
・リモートワイプ /ロック

・チャット
・プレゼンス
・共有連絡帳

●機能一覧

機能

内線 /外線電話での発着信（IP通話モード）

内線 /外線電話での発着信（携帯通話モード）

代理応答 /保留＋転送

プレゼンス連携

ユーザー管理

ソフトフォン /スマートフォン

スマートフォン

●

●

Active Directory 連携（LDAP経由）

Skype for Business Server

ー

●（ソフトフォン利用時のみ）

●

スマートフォン

ソフトフォン /スマートフォン

Skype for Business Online
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uniConnect の発着信の仕組みを徹底解剖
料金プランや端末の所有状況に応じて選択！

uniConnect には 2種類の発信方法と着信方法があります。会社支給のスマートフォン、私物のスマートフォンの業務利用など、お客様の状況に合わせて

通話コストを抑えながら方式をお選びいただけます。

発信1 - コールフォワード

発信2 - コールバック

着信1 - 転送着信

着信 2 - ピックアップ着信

uniConnectシステム

Me CustomerRRRRR

①

② ③

uniConnectシステム

Me CustomerRRRRR

①

② ③

uniConnectシステム

Me Customer
RR

RR
R

②

③ ①

①uniConnect システムに相手先の電話番号をパケットで送信

②スマートフォンからuniConnect システムへ発信

③uniConnect システムから相手先に発信

①相手先の電話番号をパケットで送信

②uniConnect システムからスマートフォンに着信

③着信に応答すると、相手先へ発信

①発信者が会社の電話番号に架電

②”発信元の電話番号”をパケットでスマートフォンに送信

③その後、着信をuniConnect システムからスマートフォンへ転送

④着信と同時にスマートフォンには発信者の電話番号が表示

①発信者が会社の電話番号に架電

②”発信元の電話番号”をパケットでuniCOnnect システムからスマートフォンに送信

③スマートフォンにて、発信者番号と同時に通知されたポップアップに応答すると、

　スマートフォンから架電し、着信に応答

スマートフォンからuniConnect ダイヤラーを使って発信する際に、相手先情報をパケットで送信後、その

ままスマートフォンがuniConnect システムへ発信します。標準ダイヤラーで電話をかけるときとまった

く同じ操作感なので、煩わしさがありません。キャリアの通話定額プランを活用できるスマートフォンに

有効です。

スマートフォンからuniConnect ダイヤラーを使って発信する際に、相手先電話番号をパケットで送信後、

uniConnect システムから発信元にコールバック着信し、その後に相手先に発信します。私物スマートフォ

ンを業務利用するときに、個人に通話料金を負担させない仕組みとして有効です。

会社の電話番号にかかってきた着信は、uniConnect システムを経由して、その番号を持つスマートフォン

に転送されます。スマートフォンに転送する際に、uniConnect は発信者番号をパケットで送信後、

uniConnect システムからスマートフォンに架電します。スマートフォンには、転送用の番号ではなく、

発信者の電話番号が表示されます。

会社の電話番号にかかってきた着信をuniConnect システムを経由してスマートフォンに転送する際に、

発信者番号をパケットで通知すると同時に、応答操作をするとスマートフォンからシステムへ架電し、着信

に応答します。通話定額プランに加入しておくことで、すべての着信が定額になるので、会社の固定回線の

通信費を大幅に削減します。スマートフォンの加入キャリアがバラバラの環境にも最適です。

（特許第 5486484 号）

会社支給の端末

会社支給の端末

複数キャリアの
端末利用

BYOD

BYOD

公私分計

通話定額に
加入している端末

通話定額に
加入している端末

uniConnectシステム

Me CustomerRR
RR

R

②

③ ①

④着信番号
を表示

6
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uniConnect のシステム構成
他社製PBXとも連携可能！

■システム基本構成

■他社製PBXとの連携構成

20ユーザー
20 ユーザーからお使いいただけます。上限はありません。

数千人規模の企業への導入も可能です。

■最小ユーザー数

1拠点～
1 拠点から導入可能です。複数拠点ある企業の方には、

規模に応じた構成をご提案します。

■拠点数

uniConnect
サーバー
（PBX）

お客様

携帯電話網

IP電話機 ソフトフォン SIP電話機

インターネット

ファイア
ウォール

ボイス
ゲートウェイ

ボイス
ゲートウェイ

公衆電話網

【構成例】

300ユーザー
SIP 電話機
回線収容機器（Voice Gateway）
uniConnect サーバー（PBX）
・OS：Red Hat Enterprise Linux
・ CPU：2.60GHz 以上×1（1CPU4コア程度）
・メモリー：8GB 以上
・HDD：300GB×2（SAS 推奨）
・AIDレベル：0/1構成（AIDキャッシュ機能必須）

1,000ユーザー
SIP 電話機
回線収容機器（Voice Gateway）
uniConnect サーバー（PBX）
・OS：Red Hat Enterprise Linux
・CPU：3.50 GHz 以上×2（1CPU8コア程度）
・メモリー：16GB 以上
・HDD：600GB×2（SAS 推奨）
・AIDレベル：0/1構成（AID、キャッシュ機能必須）

【構成例】

100ユーザー
回線収容機器（Voicegateway）※
uniConnect サーバー（PBX）
・OS：Red Hat Enterprise Linux
・ CPU：3.10GHz 以上×1（1CPU1コア程度）
・メモリー：4GB 以上
・HDD：15GB×2（SAS 推奨）
・AIDレベル：0/1構成（AIDキャッシュ機能必須）

300ユーザー
回線収容機器（Voice Gateway）※
uniConnect サーバー（PBX）
・OS：Red Hat Enterprise Linux
・CPU：2.60 GHz 以上×1（1CPU2コア程度）
・メモリー：4GB 以上
・HDD：300GB×2（SAS 推奨）
・AIDレベル：0/1構成（AID、キャッシュ機能必須）IP-PBXのモデルによっては検証が必要です

携帯電話網

電話機

SIP/PRI

インターネット

お客様

ファイア
ウォール

公衆電話網

PBX

uniConnect
サーバー
（PBX）

本社 /主要拠点、小規模拠点には、それぞれ PBXまたは拠点用ルーターを設置します。スマートフォンには、専用のダイヤラーアプリケーションを設定するだけです。

ただし、規模が非常に大きいケースや要件によって、構成が異なる場合があります。

既存の PBXと uniConnect システムを連携することで、資産を有効活用しながらスマートフォン内線化を実現できます。既存の固定電話システムはそのままに、スマートフォン

に内線番号を持たせられます。

※：SIP 接続の場合は不要



〒103-8507 東京都中央区日本橋箱崎町30-1
タマビル日本橋箱崎
Tel. 03-5623-7353 Fax. 03-5623-7887
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