
DG-station
100シリーズ
デジタル多機能電話機



従来よりも凹凸を減らし、
手触りの良いラウンド感を追求

ダイヤルボタンエリアのパール塗装や、
本体のラインパーツにミラー樹脂を
使用することで、高級感を演出

さまざまなオフィスのシーンに馴染む
ナチュラルホワイトを採用し、
指紋が目立たないよう表面を加工

DG-station 100シリーズは、あらゆるオフィスに置かれることを想定し、快適な使い心地の良さと
デザイン性を追求したデジタル多機能電話機です

使用する「人」や「空間」に配慮することで、高い視認性と操作性を実現しています。
さらに、指にフィットするボタンや抗菌加工の受話器により、思わず誰もが使いたくなる電話機です。

あらゆる人やオフィスにフィットする
使いやすく上質なデザイン 「使いやすさ」へのこだわり

見やすいバックライト付き大型ディスプレイ 色鮮やかなLED着信ランプ

抗菌加工で清潔な受話器 USB接続でらくらく操作

全角10文字×4行、漢字表示に対応し
た、バックライト付き大型ディスプレ
イを装備しています。また、文字の視
認性に配慮したユニバーサルデザイ
ンフォントを使用しています。
（白黒反転表示機能有）
※IP Pathfinder Sはバックライトへ対応していません。

押しやすく心地よい操作感の各種ボタン 柔軟に登録可能な電話帳
ダイヤルボタンをすり鉢状の大き
なボタンにすることで操作性を高
めました。さらに、視認性に配慮し
たボタン配置により操作をスムー
ズに行えます。

着信時のランプの色を発
信者番号ごとに選ぶこと
ができます。
・ 各7色 or 全色

電話帳1件につき2つの電
話番号を最大 1 ,000件
（2,000電話番号）まで電
話帳に登録可能です。電話
帳や発着信履歴から選択
して、発信することができ
ます。

ディスプレイの角度を水平面から
45度の間で好きな角度に調整可能

スペースを有効活用できる
壁掛け対応（オプション）

10度から55度まで本体の角度
を5段階で調整でき、利用方法
に合わせた設置が可能

持つ手に優しい
ラウンドフォルムを採用

省電力機能
ライティングのO N／
OFF制御が、昼と夜で電
話機ごとにできます。
※ IP Pathfinder Sは省電力機能
　 へ対応していません。

持ちやすさにこだわった丸い形状の
受話器は、清潔感に配慮した抗菌素
材を使用しているため、簡単なお手入
れで快適に受話器が利用できます。
また、聴覚障がい者に優しいヒアリン
グエイド機能を搭載しています。

パソコンと電話機をUSBケーブル
で接続することで、専用アプリケー
ションから電話帳の編集が簡単に
できます。

（順番に点灯）

青色
緑色
水色
赤色

紫色
黄色
白色
全色

・ ディスプレイ表示
・ ディスプレイバックライト
・ ダイヤルボタンバックライト

・ リンガ 8パターン
・ メロディ10曲

着信音の選択
着信時の音色を発信者番
号ごとに選ぶことができま
す。

安心のセキュリティ
電話帳へのアクセス時、パ
スワードによる登録情報の
保護ができるため、1台の
電話機を複数人で利用す
る際の電話帳プライバ
シーを守ります。

画面角度調整

壁掛け対応

チルト5段階

受話器

優しいフォルム

質感の高いボディー

落ち着きのある白
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富士通テレフォニーコールセンター  TEL （03）3570-5944

◆より詳細な内容につきましてはホームページをご覧ください。 https://www.fujitsu.com/jp/products/network/

受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
　　　　 （土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

EH0522-4 2022年7月

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。
●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

項 目

電話機本体カラー
固定機能ボタン
フリーアサインボタン
拡張ワンタッチボタン 
ディスプレイ表示
英語表示
ディスプレイバックライト
ダイヤルボタンバックライト
ハンズフリー機能
録音端子
外部インタフェース（micro USB）
電話帳登録件数
発着信履歴
着信音切替
着信ランプ表示選択
対応機能
停電機能
ボタンモジュール
DSSコンソール
寸法 W×D×H（mm）
環境対応
動作環境条件

DG-station
100A2

DG-station
100B2

DG-station
100C2

DG-station
100D2

DG-station
100E2

DG-station
100PA2

DG-station
100PB2

ナチュラルホワイト

○（ノートパソコン、デスクトップパソコン接続可）

自内線表示※3、ヒアリングエイド、高音量ベル、壁掛け、ヘッドセット

1,000件
発信履歴30件（20件※1,2）／着信履歴30件（20件※1,2）

○（漢字表示待ち受け画面の英語表示を選択可）※1

○（－※1）

○※5

○※6

○（－※1）
○

○

○

RoHS対応※7

温度：0～40℃、湿度：20～80%RH（結露しないこと）

漢字表示（全角10文字×4桁）
－

－

－
－

－
－

－

－

180×211×72 180×266×72.5

－

－

リンガ リンガ・メロディ

－ －

－
○（アナログ局線） ○（INS64）

－

8 9（上下キー含む）（8※1）
23（24※1）

12※4

12

■ラインナップ

DG-station 100C2 +
ボタンモジュール

DG-station
100A2

DG-station
100B2

DG-station
100C2/D2/PA2/PB2

DG-station
100E2

接続可能システム：・LEGEND-V ・IP Pathfinder CS2/RM2
 ・LEGEND-V S100 ・IP Pathfinder S

※1：IP Pathfinder Sの場合。　※2：IP Pathfinder S 基本ソフト V4以前の発着信履歴は8件です。　※3：DG-station100A2の場合は対応できません。
※4：ワンタッチダイヤル機能専用ボタン。拡張ワンタッチボタンに上下面の切替はありません。ワンタッチ宛先12個まで登録可能
※5：接続可能システム：LEGEND-V、LEGEND-V S100、IP Pathfinder CS2/RM2　　※6：接続可能システム：IP Pathfinder S　
※7：RoHS指令（EU<欧州連合>が2006年7月1日に施行した有害物質規制）に適合した製品です。改正されるRoHSの対応は公開HPのそれぞれの製品情報をご参照ください。

■ DG-station100シリーズ 仕様

安全に関する注意 ●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。


