POLYCOM VVX 450
ビジネス向け IP 電話機を
高性能なアテンダント
コンソールに変える
特長

• 使いやすい — プログラム可能なライ
ンキーを備えた高解像度の大型 5 イ
ンチ スクリーン上の、
シンプルかつ直
観的なユーザーインターフェイスから
簡単操作

• 設置が簡単 — VVX 450 ホスト電話機
がシグナリングと電力供給を行い、迅
速かつ簡単に設定可能

• 生産性を向上 — 連絡先が視覚化され
管理しやすくなるため、高度な通話処
理機能を実現

• これまでの IT インフラストラクチャへ
の投資を活用 — EM50 による拡張で
Polycom VVX 450 ビジネス向け IP 電
話機の機能を最大限に引き出し、
パー
ソナル デスクトップ ソリューションとし
ての性能を大幅に向上

データシート

POLYCOM VVX EM50 拡張モジュール

Poly EM50 拡張モジュールは、Polycom VVX 450 ビジネス向け IP 電話機のための
専用設計で、簡単に設置できます。
アテンダント、受付担当者、管理スタッフ、
その他技
術に精通したユーザーなど、複数のワークフローや同時通話を管理する方に最適な
ソリューションです。

Poly EM50 拡張モジュールは、回線登録、
コール アピアランス、短縮ダイヤル、
ダイレ
クト ステーション、
ビジー ランプ フィールド キーとして設定できる多機能のラインキ
ーを備え、Polycom VVX 450 ビジネス向け IP 電話機の機能を拡張します。
VVX 450
ビジネス向け IP 電話機の外観や操作性とも違和感なく調和します。

VVX 450 ビジネス向け IP 電話機の機能を最大化することで、高性能のアテンダント
コンソールとして最大 2 台の VVX EM50 をサポートできます。
アテンダントは、顧客か
らの電話を効率よく受け、
やり取りの時間を短縮するとともに、速やかに通話を受け
ることで通話転送の精度も向上できます。
また、通話のスクリーニング精度、効率的
な処理、
モニタリングの負荷軽減も実現します。

VVX EM50 は、セキュリティを確保しつつ、最大限の品質を備えたリッチ メディアによ
る体験を、
あらゆるワークスペースで実現します。
VVX 450 ビジネス向け IP 電話機が
シグナリングと電力供給を行うため、設定不要で利用できる、使いやすいプラグアンド
プレイ デバイスです。
VVX EM50 は、直観的なユーザーインターフェイス、
プレゼンス表示、VVX 450 ビジネ
ス向け IP 電話機などでの通話の可視化を行うことで、従来の PBX の機能や特長を
Voice over IP (VoIP) の環境でも容易に実現します。

Polycom VoIP 製品と同様、標準ベース製品の VVX EM50 は、Poly パートナーの IP
テレフォニー サーバー ソリューションとの完全な相互運用が可能です。
音声の統合お
よびユニファイド コミュニケーション ソリューションとして、非常に豊富で充実した機
能を提供する VVX EM50 は、最高品質のエクスペリエンスを実現します。

POLYCOM VVX EM50
拡張モジュール

製品仕様

ディスプレイ

電源

VVX EM50 付属品:

• カラー TFT グラフィカル ユーザー インタ
ーフェイス

• ホスト電話機電源オプション: IEEE 802.3
(af/at) PoE または互換性のある認定外部
AC アダプタ (5 VDC/3 A) を使用

• VVX EM50 デスク スタンド

• 5 インチの LCD WVGA (480×800 ピクセ
ル) 解像度

機能キー

• 回線登録、
コール アピアランス、短縮ダイ
ヤル、DSS、BLF として設定できる 30 の多
機能ラインキー

• 2 色 (赤または緑) に LED が点灯して回線
ステータスを表示
• 回線アピアランス追加のための ページキ
ー 3個
対応する VVX 電話機モデル
• VVX 450

• USB ポートを介したホスト電話機やその他
のモジュールとの通信
拡張性

• VVX 450 には最大 2 つの拡張モジュール
を接続を接続可能
機能のサポート

• 回線登録の追加

• 共有コール アピアランス、
ブリッジ回線アピ
アランス (キー システム エミュレーション)
• 通話転送

• ビジー ランプ フィールド
• 短縮ダイヤル

• 完全にプログラム可能な回線アピアランス

• 中国語、
デンマーク語、
オランダ語、英語、
フ
ランス語、
ドイツ語、
イタリア語、日本語、韓
国語、
ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガ
ル語、
ロシア語、
スロベニア語、
スペイン語、
スウェーデン語に対応した、ユーザーイン
ターフェイス (ホスト電話機から起動)

• Polycom VVX ホスト電話機が供給

• USB ポート接続時に自動的に電源オン
• 追加の電源は不要
承認規格

• FCC Part 15 (CFR 47)
• ICES-003

• CE マーク
• VCCI
• RCM

• VVX EM50 コンソール

• 相互接続ブラケットとネジ

• セットアップ シート
サイズ

• 12.5 cm x 12.5 cm x 16 cm x 6 cm
(幅 x 高さ x 奥行き x 厚さ)
重量

• 輸送時: 0.5 kg

ユニット ボックスの寸法/重量

• 279.4 mm x 152.4 mm x 88.9 mm/0.7 kg

• ロシア CU

ユニット ボックス

安全規格

オーバーパック ボックス

• CAN/CSA-C22.2 No.60950-1/62368-1

マスターカートン数量

• IEC 60950-1/62368-1

製造国

• RoHS 準拠
• UL 60950-1/62368-1

• EN 60950-1/62368-1

• 213 x 161 x 72 mm

• 648 x 369 x 223 mm
• 20

• AS/NZS 60950-1

• ラオス

• 温度: 0～40 ℃ (+32～104 ℉)

• 1年

動作条件

• 相対湿度：5%～95%（結露なき：結露なき
ことこと）
保管環境

• -40～+70 ℃ (-40～+160 ℉)

保証

部品番号

• 2200-48890-025
別売りアクセサリ

• 壁面マウント ブラケット 2200-48893-001
UC ソフトウェア 5.8.2 以降がホスト電話機で
必要です
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• Skype for Business プレゼンス
データシート

©2021 Plantronics, Inc. All rights reserved.Poly およびプロペラのデザインは、Plantronics, Inc. の商標です。
Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の商標で、Plantronics, Inc. は同社から使用許諾を得て使用しています。
その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。7.21 1281635

