
 高性能マルチライン IP 電話
GXP2135 はエンタープライズクラスの IP 電話で、ギガビットの通信速度、最大 32 個の仮想 BLF/短縮ダイヤルキーをサポートして、
多忙な方の強い味方となります。エンタープライズ IP 電話は、最大 8 回線/ラインキーおよび 4 つの SIP アカウントがあり、2.8 インチ
のカラー対応 LCD およびフル HD のオーディオ対応です。GXP2135 には、最大 32 個のデジタル & オンスクリーン短縮ダイヤル/BLF 
キーがあり、利用者にさらなる生産性および効率性を提供します。このエンタープライズ IP 電話は、2 個のギガビットネットワークポ
ートを用いて、業界最速の接続速度を実現、PoE 搭載、内蔵 Bluetooth で携帯機器および Bluetooth ヘッドセットとの同期を行いま
す。GXP2135 は、高度な機能を持ち、強力かつ信頼性の高い IP 電話を求めるビジネスパーソンの理想的な選択肢です
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GXP2135

8 回線、8 個のデュアルカ
ラーのラインキー (4 つ
の SIP アカウント付き)、4 
個の XML でプログラミン
グ可能な状況依存のソフ
トキー

デュアルスイッ
チ、自動検出式 
10/100/1000Mbps ギ
ガビットネットワーク
ポート

32 個のプログラミングおよ
びカスタマイズ可能な BLF/
短縮ダイヤルキー

内蔵 Bluetooth でヘッドセ
ットおよび携帯機器との間
で、連絡帳やカレンダーの
同期、通話転送が可能

HD オーディオで、オーデ
ィオ品質および明瞭さを
最大化。全二重のスピーカ
ーフォン

内蔵 PoE で機器に電
力およびネットワーク
接続を供給

EHSガイドラインに準拠
した Plantronics のヘッ
ドセットをサポート

自動プロビジョニングオ
プションには、TR-069 お
よび XML 構成ファイル
が含まれます

TLS と SRTP セキュリテ
ィ暗号化テクノロジーで
通話およびアカウント
を保護

Zero-Config プロビジョニング用 
Grandstream の UCM シリーズ IP 
PBX 機器と共に使用することで、ワン
タッチ通話録音など便利な機能が利
用可能

4 人同時音声会議で、手
軽に電話会議を実施
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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 、 TELNET、TFTP、NTP、STUN、SIMPLE、LLDP、L-
DAP、TR-069、802.1x、TLS、SRTP、IPV6, CDP/SNMP/RTCP-XR

ネットワークインターフェース PoE 搭載のデュアルスイッチ、自動検出式 10/100/1000 Mbps ギガビットイーサネッ
トポート

表示部 2.8 インチ 320x240 TFT カラー LCD
Bluetooth あり (内蔵)

機能ボタン
最大 4 個の SIP アカウント付きの 8 個のラインキー、4 個の XML でプログラム可能
な状況依存のソフトキー、5 個のナビゲーション/メニューキー、11 個の以下の専用
キー：メッセージ (LED インジケーター付き)、電話帳、転送、会議、保留、ヘッドセット、
無音、送信/再ダイヤル、スピーカーフォン、音量+、音量                              

音声コーデック G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (広帯域)、インバンド・アウトバンド対応 
DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)

補助ポート RJ9 ヘッドフォンジャック (EHS 準拠の Plantronics ヘッドセット対応)

電話機能

保留、転送、自動転送、4者会議、コールパック/コールピックアップ、回線共有機能 
(SCA)/回線ブリッジ機能 (BLA)、ダウンロード可能な電話帳 (XML、LDAP、最大 2000 
項目)、通話待機、通話ログ (最大 500 記録)、画面を XML でカスタマイズ可能、オフフ
ックの自動応答、click-to-dial、柔軟なダイヤルプラン、ホットデスキング、カスタマイ
ズ可能な呼び出し音、保留中の音楽再生、サーバーの冗長化およびフェイルオーバ
ー

HD オーディオ あり。広帯域オーディオ対応の HD ヘッドセットとスピーカーフォン

ベーススタンド あり。2 種類の角度に調整可能。壁取付可能

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

セキュリティ 
ユーザーレベルおよび管理者レベルのパスワードを設定可能、MD5 および MD5-
sess ベースの認証、256-bit AES 暗号化設定ファイル、SRTP、TLS、802.1x メディアアク
セス制御

複数言語対応 英語、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、クロア
チア語、中国語、韓国語、日本語

アップグレード/プロビジョニング TFTP / HTTP / HTTPS にてファームウェアのアップグレードが可能、TR-069 または 
AES 暗号化 XML 構成ファイルを使用して一括プロビジョニングが可能, FTP/FTPS

電源およびグリーンエネルギー効率
ユニバーサル電源アダプター同梱：入力：100 ～ 240V、出力：+12V、0.5A、内蔵 
Power-over-Ethernet(802.3af) 最大消費電力：6.4W( 電源アダプター使用時) または 
6.49W (PoE 使用時)

外観 l 寸法：201mm(幅) x 193mm(長さ) x 85mm(高さ); 機器重量：0.85kg ; パッケージ重
量：1.12kg

温度および湿度 運転時：0°C ～ 40°C、収納時：-10℃ ～ 60℃、湿度：10% ～ 90% 非結露

パッケージ内容 GXP2135 電話、コード付きヘッドセット、ベーススタンド、ユニバーサル電源アダプタ
ー、ネットワークケーブル、クイック導入ガイド、GPL ライセンス

適合性
FCC:パート 15 (CFR 47) クラス B CE:EN55022 クラス B; EN55024 クラス B; EN61000-
3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM：AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 
60950.1


