
AndroidTM搭載 IPテレビ電話機

GXV3240

GXV3275GXV3275
Android™ OSを搭載するIPテレビ電話機であるGrandstream GXV3240/GXV3275は、6回線に対応する 先端のIP

テレビ電話機能とAndroidタブレットの機能を結合したマルチプラットフォーム・テレビ会議ソリューションにより、1台

3役のオールインワン・コミュニケーション・ソリューションを提供します。GXV3240/GXV3275は、デュアルGigabit

ポート、ハイディフィニションオーディオ、高解像度ビデオ、内蔵ウェブブラウザ、ネットワークに柔軟に対応するWi‐

Fi(802.11b/g/n), PoE, 角度調整機能付きCMOSカメラ等を特長とします。GXV3240/GXV3275は、これらの機能を統

合することにより、あらゆるコミュニケーションと生産性向上ニーズを満足する世界に通ずるビジネスユースに応え

ます。



AndroidTM OS対応
革新的な3 in1型IPテレビ電話機革新的な3 in1型IPテレビ電話機

• 6回線、 大6件のSIPアカウント（Grandstreamの無料の
IPVideoTalkアカウントを含む）が設定可能、ビデオメール、6
者音声会議、3者ビデオ会議が可能、 大1000件を登録可
能な電話帳、 大1000件まで記録可能な通話履歴を保存

• Android™ OS 4.2の搭載により、数多くのビジネスタイプ
の生産性向上アプリが利用可能なGoogle Playストアへ
容易にアクセス

能な電話帳、 大 件ま 記録可能な通話履歴を保存

• 自動検出式デュアルスイッチの10/100/1000 Mbps 
Gigabitネットワーク ポート、Wi‐Fi(802.11b/g/n), PoE, 
Bluetooth, USB, SD, Mini‐HDMI, Plantronics社製ヘッドセット
対応EHS, 大4台までのGXP2200EXT拡張モジュールのカ
スケード接続に対応

静電容量方式のタッチパネル プライバシ 保護シャッ

• GrandstreamのIP防犯カメラのGXVシリーズと接続する

ことにより、ライブカメラフィードの閲覧および同一ネット
ワーク上にインストールされたIP カメラからのアラートお
よびアラームの受信も可能

• マルチプラットフォームによるビデオ会議ソリューション
を提供（Grandstreamの無償のIPVideoTalk, Skype, 
Microsoft Lync Salesforce1 GoToMeeting等）• 静電容量方式のタッチパネル、プライバシー保護シャッ

ター付きメガピクセルCMOSセンサーカメラを搭載

• ハイディフィニション広帯域音声、高度な音響エコー除去
機能付き全二重ハンズフリー スピーカーフォンを装備

Microsoft Lync, Salesforce1, GoToMeeting等）

• 様々なビジネスニーズへの対応のために、Google API 
およびGrandstreamのSDKツールキットを用い、本機にて
実行可能なAndroid™アプリを開発可能
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GXV3240 GXV3275

プロトコル/規格
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (Aレコード, SRV, 
NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 
802.1x, TLS, SRTP 

ネットワークインターフェース デュアル切替自動判別10/100/1000 Mbpsイーサネットポート, 内蔵型PoE

グラフィックディスプレイ
4.3インチ(132x48)静電容量方式5点マルチタッチパ
ネル薄膜トランジスタ液晶ディスプレー(TFT-LCD)

7インチ(1024x600)静電容量方式5点マルチ

タッチパネル薄膜トランジスタ液晶ディスプ
レー(TFT-LCD)

カメラ プライバシーシャッター付角度調整機能搭載メガピクセルCMOSカメラ

Bluetooth搭載、内蔵型Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi搭載、内蔵型802.11 b/g/n

補助ポート
RJ9ヘッドセットコネクター(Plantronics社製ヘッドセットEHS対応), SD, Mini-HDMI, 

内線拡張モジ ルポ ト USBポ ト 1
3.5 mmマイク付ステレオヘッドセット端子、補助ポ ト

内線拡張モジュールポート、USBポートx1
イク付 テ オ ッド ット端子、

USBポートx2, 

機能ボタン

電話帳, バックスペース, ヘッドセット, 消音, 保留, 
メッセージ, 転送, 会議, スピーカーホン, 発信/リダイ
ヤル, ボリュームボタン各1計11個、Android用"ホー
ム“, "メニュー“, "戻る"ボタン各1計3個

ボリューム増減ボタン各1計2個、Android用"
ホーム“, "メニュー“, "戻る"ボタン各1計3個

音声コーデック
G.711µ/a, G.722 (広域帯), G.726-32, iLBC, Opus, G.729, 帯域内および帯域外DTMF (可聴
帯域内, RFC2833, SIP INFO)をサポート
H.264 BP/MP/HP, ビデオ解像度 大480p, 画像書換速度 大30 fps, ビットレート 大2Mbps, 

ビデオコーデック 3者テレビ会議, アンチフリッカー, オートフォーカス, 自動露出, PIP (ピクチャー内ピクチャ), オンス
クリーン表示, カメラブロック, 静止画像取り込み/保存, ビデオ録画, 映像メッセージインジケーター

電話機能

保留, 転送, 転送設定(無条件/応答なし/通話中), 三者通話, パーク保留/引継, 6者通話, シェアー
ドコールアピアランス(SCA)機能/ブリッジラインアピアランス(BLA)機能, MPKアプリ(多目的ボタン
), ダウンロード可能な電話帳(XML, LDAP), キャッチホン, 通話履歴, 着信指定ボタン, フレキシブ
ルダイヤル方式, ホットデスク機能, 個別のメロディ着信音, サーバー冗長対策と障害迂回

サンプルアプリケーション

Skype, Googleハングアウト, Microsoft Lync, Webブラウザ, Adobe Flash, Facebook, Twitter, 
YouTube, ニュース, 天気, 株式, インターネットラジオ, Pandora, Last.fm, Yahoo Flickr, 
Ph t b k t アラ ム時計 G l カレンダ Bl t th経由で携帯電話デ タのインポ ト/サンプルアプリケ ション Photobucket, アラーム時計, Googleカレンダー, Bluetooth経由で携帯電話データのインポート/
エクスポート, 他. 高度なカスタムアプリケーション開発用のAPI/SDK対応

アプリケーション展開 Android 4.2 準拠のアプリケーションはプロビジョニング制御でデバイス内に展開

ハイディフィニションオーディオ 広域帯オーディオをサポートするハイディフィニション受話器およびスピーカー対応

スタンド付属, 自由な角度調整が可能、壁掛け固定フック対応

拡張モジュール

対応有、 大4台までのGXP2200EXTモジュールに
対応（128x384グラフィック液晶、2色のLEDによる
20個のクイックダイヤル/BLFボタン、2個のナビゲー

ボ

対応無

ションボタン、1台当たり1.2W以下の電力消費）

QoSレイヤー2 (802.1Q, VLAN/802.1p) およびレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

セキュリティ
ユーザーと管理者レベルのパスワード, MD5およびMD5-sessベース認証, 256ビットAES暗号化
構成ファイル, TLS, 128/256ビットSRTP, HTTPS, 802.1x 媒体アクセス制御

多言語対応
英語, 日本語, ドイツ語, イタリア語, フランス語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, トルコ語, 
ポーランド語, 中国語, 韓国語, 他

アップグレード/プロビジョニング
ファームウェアアップグレード: TFTP / HTTP / HTTPS またはローカルHTTPアップロード; 

大量プロビジョニング: TR-069またはAES暗号化XML構成ファイル大量プロビジョニング: TR 069またはAES暗号化XML構成ファイル

ユニバーサル電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz/出力: 12VDC, 1.5A(18W), 内蔵PoE+802.3at, クラス4

物性値
寸法: 169.5mm(W) x206.2mm(L)x85.2mm(H), 
重量: 0.92kg（ネット）/1.45kg（グロス）

寸法: 252mm(W) x211mm(L)x84mm(H), 
重量: 1.08kg（ネット）/1.77kg（グロス）

環境仕様 動作温度: 0～40°C; 保管温度: -10～60°C ; 湿度: 10～90% 結露無き事

パッケージ内容
電話機本体, 受話器用コード, スタンド, 電源ケーブル, LANケーブル, レンズクリーニング用クロス
, クイックインストールガイド, パンフレット, GPLライセンス

コンプライアンス
FCC: パート15 (CFR 47) クラスB; UL 60950 (電源アダプター), CE : EN55022クラスB, 
EN55024 EN61000 3 2 EN61000 3 3 EN60950 1 EN62479 R HS RCM AS/ACIF S004

Android は、Google社の登録商標です。
SkypeおよびSkype for Businessは、Microsoft社の登録商標です。

コンプライアンス EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; 
AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268



IP電話機拡張モジュール
GXP2200EXTGXP2200EXT

内線拡張モジュールであるGXP2200EXTは、GXV3240とGXP2140に対
応します。このモジュールには、20個の2色LEDの内線ボタンと2個の
ページ切替用矢印ボタン（切替により 大40件までの電話帳/内線
番号に対応）があり、視認性の良い128x384ピクセルのバックライト
付液晶画面を特長とします。このモジュールは、 大4台までのカス長
ケード接続が可能で、 大160個の拡張キーまで利用可能です。電

源は親機から供給されます。内線機能は、プログラム可能なボタン
により従来の電話機能であるSCA（シェアードコールアピアランス）、
BLA（ブリッジラインアピアランス）、BLF（ビジーランプフィールドの標準
またはイベントリスト）、パーク保留/引継、スピードダイヤル、プレゼ
ンス、インターフォン、会議、転送等をサポートします。GXP2200EXTは、

非常に多くの電話件数を管理するユーザーに理想的なソリューショ
ンです GXP2200EXTにより テレフォンアテンダントは効率的に複数ンです。GXP2200EXTにより、テレフォンアテンダントは効率的に複数
の着信をモニターし取次ぐことにより生産性を 大限にします。

GXV2140+ GXP2200EXTGXV3240+ GXP2200EXT

GXV3240+GXP2200EXT
大4台までのカスケード接続

●お問い合わせは・・・
ダイワテクニカル株式会社

http://www.daiwa‐technical.com
http://www.grandstream.jp
info@daiwa‐technical.com
TEL: 03‐6436‐8619 FAX: 03‐6404‐8787

ダイワテクニカル株式会社
Grandstream Networks, Inc. 正規代理店
〒143‐0016 東京都大田区大森北
3‐39‐5 リバートップ2F 


