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田村大興ホールディングス株式会社の事業中核会社であるサクサ株式会社（代表取締役社長・吉

岡正紀）は、Aｓｔｒａｌシリーズの後継として、中小規模事業所向けＩＰ対応キーテレホンシステム「Regalis（レガ
リス）」シリーズの｢UT700Pro｣｢UT700Std｣、また、新たに、大規模事業所向け IP 対応キーテレホンシステム
「Aｇｒｅａ（アグレア）」をそれぞれ開発し、販売会社であるサクサビジネスシステム株式会社（代表取締役
社長・山田敏夫）を通じて、平成１７年１０月２４日から販売受注活動を開始いたします。 
 

これまで、当社は、中小規模事業所向けのキーテレホンシステムの開発および販売に注力しておりまし
たが、「Aｇｒｅａ」の開発および発売により、小-中-大、すべての規模の事業所向け IP 対応キーテレホンシ
ステムをラインナップすることとなります。(下図参照) 
  大規模事業所においては、通話料金が魅力である IP 電話サービス利用者が増加しており、新規上位
機種である「Aｇｒｅａ」を発売することにより、大規模事業所向けの市場へ参入し、キーテレホンシステムの
拡販を図ってまいります。 

 
【「Ｒｅｇａｌｉｓ」について】 

「Ｒｅｇａｌｉｓ（レガリス）」は、従来機種からの豊富なコードレスラインナップや人感センサ搭載多機能電話
機によるセーフティ機能（簡易セキュリティ機能）はもちろん、ネットワークと連携したメール機能の搭載な
ど、新たなビジネススタイルを提案する多彩な小規模事業所向けキーテレホンシステムです。 

 
【「Aｇｒｅａ」について】 

「Aｇｒｅａ」（アグレア）は、IP 電話サービス活用などによる通信コストの大幅削減はもちろん、従来の電話
機の接続から、最新のＩＰ多機能電話機が接続ができる柔軟なハイブリッドIP システムの構成が可能な、
次世代ビジネスコミュニケーションシステムです。収容できるIP 電話端末は、キーテレホンシステムと同様
な操作性を実現した専用 IP 多機能電話機（独自プロトコル）や、汎用性のある標準 SIP 端末の内線収容
が可能で、高い操作性を実現したフレキシブルなIP システムが構築可能です。さらに、ＮＴＴドコモのＦＯＭ
Ａ（Ｒ）／無線ＬＡＮデュアル端末「Ｎ９００ｉＬ」を内線収容すれば、FMC＊注１通信が可能で、シームレスなコ
ミュニケーション環境を実現します。 

＊注 1：携帯電話と固定電話の融合（fixed mobile convergence） 
 

 
 

３８４ポートまでフルラインナップ！ 

IP 対応キーテレホンシステムのラインナップを強化！ 
－大規模事業所向けの市場へ参入－ 

 

中小規模事業所向けに特化した「Regalis（レガリス）」、 

FMC も可能にした大規模事業所向け「Aｇｒｅａ（アグレア）」の２機種を開発・発売 
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AGREA 
最大３８４ポート 

Ｒｅｇａｌｉｓ 
「UT700Ｓｔｄ」 
      ８台 

Actys 
多機能電話機５台 



 
■ 標準価格 

１．Regalis システム価格例 
・UT７００Std 

INS ネット６４ １回線収容、バックライト付多機能電話機５台のシステム 
４５１，５００円（税込、工事代別） 

・UT700Pro 
INS ネット６４ ３回線収容、バックライト付多機能電話機１４台のシステム 

１，０９３，０５０円（税込、工事代別） 
２．Aｇｒｅａシステム価格例 

・INS ネット６４ ８回線収容、 
多機能電話機５６台、INS 停電対応多機能電話機８台のシステム 

３，５８５，７５０円（税込、工事費別） 
・INS ネット６４ ８回線、アナログ１６回線収容 

多機能電話機９６台、INS/アナログ停電対応多機能電話機２４台のシステム 
６，５３５，２００円（税込、工事費別） 

 
■ 販売目標 

１．Regalis     年間５０，０００セット 
 

２．Aｇｒｅａ      年間 ２，５００セット 
 
■ 受注開始日 

１．Regalis      平成１７年１０月２４日 
 

２．Aｇｒｅａ     平成１７年１０月２４日 
 
■ 出荷開始日 

１．Regalis     平成１７年１１月 １日 
 

２．Aｇｒｅａ      平成１８年  １月末日 
 
 
 
 
 
 
＊ 「FOMA」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 
＊ その他記載されている会社名、製品名、サービス名などは該当する各社の商標または登録商標です。 



 
■主な特長 
１．「Regalis（レガリス）」 
（１） IP 電話サービスのマルチキャリア対応 

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社が提供する「OCN ドットフォン オフィス」と、フュージョン・コミュニ
ケーションズ株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」に対応しています。同一契約者間では無料通
話を設定、また、格安な通話料金を設定しており、通信コストを削減することができます。 

 
（２）セーフティ（簡易セキュリティ）機能を搭載 

人感（焦電形赤外線）センサを搭載した多機能電話機「SS520 電話機」「SS510 電話機」をラインナッ
プしています。不審者等を検知すると、複数台の電話機から大音量とランプで威嚇し、それと同時にあ
らかじめ登録した携帯電話等通報先（最大５ヶ所）へ通報します。通報を受けた人は、簡単操作でハン
ズフリー通話により、音声で威嚇することもできます。 

 
（３）豊富なコードレスラインナップ 

着信してからコードレス子機が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンより大幅にレスポ
ンスを向上したBluetooth コードレス（カールコードレスタイプとコードレスタイプの２種類）や、専用の基
地局を増設することにより、広範囲なエリアをカバーできるシステムコードレス機能＊注２（事業所コード
レス機能）を構築することができます。 
＊注２：システムコードレス機能は UT700Pro のみの機能です。 

 
（４）不在がちな小規模オフィスに最適な機能がさらに充実 
  ・リモートコールバック機能 

外出先から会社に用事がある際、自動的に会社からの折り返し電話が可能で、外出先からの携帯
電話の通話料金削減が可能です。（あらかじめ登録された携帯電話から会社の Regalis にワンコール
で切ると、自動的に携帯電話に折り返し発信し通話が可能です。）また、会社の IP 電話回線を利用す
れば、さらに通信コストを削減することができます。 

  ・ツインショット外線自動転送/外線転送不成立メール送信＊注１ 
外線自動転送（最大８か所）はもちろん、１つの転送につき転送先を２か所までセットし、２つの転送

先を同時に呼び出す「ツインショット外線自動転送」を搭載しています。さらに、転送しても電話がつな
がらない場合は、メールで相手先の電話番号と着信時間をお知らせすること＊注１も可能で、より確実
に転送することができます。＊注１：外線転送不成立メール送信は近日ご提供予定です。 

 
（５）さらにパワーアップした便利機能を搭載 
  ・ですくｄｅ掲示板機能 

登録した内容（会議のお知らせ等の伝言）を電話機画面にスクロールできます。 
  ・外線通話中メニュー 

外線通話中に、通話中用のメニューを表示させることができます。例えば、通話中でも電話帳データ
を画面に表示させることができます。 

  ・電話帳機能（最大４，０００件登録可能） 
電話帳に登録されている名前から検索して、簡単に電話をかけることができます。最大４，０００件ま

で登録可能で、１件毎に全電話機共通で使うのか、登録した電話機個別で使うのかを指定して登録す
ることができます。 

  ・メッセージディスプレイ機能 
電話帳に登録する際、相手先に関するメモ（得意先の担当者等）を登録することで、着信時にメモを

表示することができます。メモは最大全角１６文字までで、最大４，０００件まで登録することができま
す。 



 
２．「Aｇｒｅａ（アグレア）」 
（１）レガシー、ハイブリッドからフル IP システムまで柔軟なシステム構築が可能 

従来の多機能電話機のみのレガシーなシステムはもちろん、多機能電話機と特定部分のみ IP 電話
機運用などのハイブリッドなシステムから、フル IP 化までの電話システムをサポート。また、IP 電話端
末については、IP 多機能電話機をラインナップしており、キーテレホンシステムと同様な使い勝手が可
能で高い操作性を実現しています。さらに、ＮＴＴドコモ無線 LAN デュアル端末（「Ｎ９００ｉＬ」）を活用す
れば、シームレスなコミュニケーション環境を実現します。 

 
（２）ＮＴＴドコモのＦＯＭＡ（Ｒ）／無線 LAN デュアル端末「Ｎ９００ｉＬ」内線収容が可能 

Aｇｒｅａに「Ｎ９００ｉＬ」を内線収容することにより、外出時では FOMA、オフィス内では内線端末として
使用することができるため、シームレスなコミュニケーション環境を実現します。外出が多い営業マンに、
携帯電話とオフィス内内線端末の両方を使用していた場合、Ａｇｒｅａの導入により、社内外の電話が
「Ｎ９００ｉＬ」１台ですむため、効率的な電話システムを構築することができます。 

 
（３） IP 電話サービスのマルチキャリア対応 

NTT コミュニケーションズ株式会社が提供する「ＯＣＮドットフォン オフィス」とフュージョン・コミュニケ
ーションズ株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」に対応します。同一契約者間では無料通話を設
定、また、格安な通話料金も設定しており、通信コストを削減することができます。 

 
（４）企業の成長に応じてシステムを効率的に構築が可能 

現行機種の上位機種として主装置３段構成で最大３８４ポートの大容量化を実現しました。主装置１
段～３段まで構成可能で、企業の成長や規模にあわせて効率的にシステムを構築することができま
す。 

 
（５）パソコンとの連携強化で、業務効率向上  

IP ネットワーク環境を利用してIP 端末と専用ソフトウェア「CPWAVE（シーピーウェイブ）」をインストー
ルした PC を接続すれば、電話機操作と連動することが可能です。端末の不在通知、転送電話機能や、
外線からの着信にスピーディかつ的確に対応できるCTI 機能などを実現します。 



 
 
■主な仕様  
１．Regalis 

  ※１．ＰＳ６００電話機接続時は,多機能電話機は最大２４台となります。 
  ※２．ＰＳ６００電話機とＤＣ２３０電話機は混合収容できません。 

 
２．Aｇｒｅａ 

 

ＩＰ電話回線

ＩＳＤＮ回線 最大２回線
（２Ｂ×２）

最大６回線
（２Ｂ×６）

アナログ回線 最大４回線 最大１２回線

ＳＳ５２０電話機 最大８台 最大３２台

ＳＳ５１０電話機 最大８台 最大３２台

ＴＤ６２０電話機 最大８台 最大３２台

ＴＤ６１０電話機 最大８台 最大３２台

ＬＤ５００電話機 最大８台 最大３２台

APF６１０電話機 最大４台 最大１２台

最大２台 最大６台

ＣＬ５１０電話機 最大４台 最大８台

最大７台 最大８台

最大７台 最大８台

ユニット収容 最大２０台

標準実装 最大２台

無線基地局

ドアホン接続

合わせて
最大４回線

最大８ｃｈ

接
続
数

最大１６ｃｈ

機種名 ＵＴ7００Ｓｔｄ

外線収容数

ＤＣ２３０電話機※２

単独電話
ＦＡＸ接続

ＵＴ７００Ｐｒｏ

合わせて
最大１２回線

合わせて
最大２８回線

３台

合わせて
最大３２台

合わせて
最大５０台

最大２台

－

３台

ー 最大４台

ＩＰＦ６１０電話機

ＷＳ５１０電話機

合わせて
最大８台

－

ＰＳ６００電話機※２ 最大１６台※１

合わせて
最大８台

主装置１段 主装置２段 主装置３段

ＩＮＳネット６４ 最大２４回線（４８ｃｈ） 最大４８回線（９６ｃｈ） 最大７２回線（１４４ｃｈ）

ＩＮＳネット１５００ 最大４回線（９２ｃｈ） 最大７回線（１６１ｃｈ） 最大８回線（１８４ｃｈ）

アナログ回線 最大４８回線 最大９６回線 最大１４４回線

IP回線（８IPGW900接続時）

IP回線（IPGW900接続時） 最大１１２ｃｈ

LD専用線 最大１２回線 最大２４回線 最大３６回線

OD専用線 最大２４回線 最大４８回線 最大７２回線

多機能電話機 最大９６台 最大１９２台 最大２８８台

単独電話機（アナログポート含む） 最大５０台 最大９８台 最大１４６台

システムコードレス電話機（ＰＳ６００）

IP電話機（無線ＩＰ端末を含む）

無線基地局 最大１６台 最大３２台 最大４８台 －
ＶｏIP-GW 最大１１２ｃｈ 最大１９６ｃｈ 最大２８０ｃｈ ２８０ｃｈ

ドアホン －

最大収容数

その他

最大４台（同時通話最大２通話）

最大３２ｃｈ

最大１９２ｃｈ

最大３８２台

最大３８２台

外線

－

内線

１９２ｃｈ

合わせて
３８４ｃｈ

３８４台



 
 

 

 
「Regalis」 

 
 

 
「Agrea」 

 
 
 
 

〈本件に関するお問い合せ〉 
サクサ株式会社 
〒153-8923  
東京都目黒区下目黒２－２－３ 
ネットワークソリューションカンパニー 
事業企画部 
担当：森田（もりた）、二井（にい） TEL：（０３） ３４９３－５１２２ 
 
サクサビジネスシステム株式会社 
〒142-8639 
東京都品川区中延６－１０－１３ 
事業推進部事業企画 
担当：大原（おおはら）、長島（ながしま）TEL：（０３）５７４９－６０２８ 


