
ビジネス用の標準的なIP電話機であるGXP2130 v2は、
大3回線と4個のXMLプログラム可能な機能ボタンお

よび8個のBLFボタン、Gigabitネットワークポート、4者
電話機会議機能を特長とします。また、Bluetoothと柔
軟性のあるPlantronics社のヘッドセットをサポートする
電子フックスイッチ(EHS)を搭載しています。GXP2130 
v2は、小中規模ビジネスおよびSOHO用に 適な先進
の機能性と使い勝手の良さを兼ね備え、高品質で機
能が豊富なIP電話機を求めるユーザーの 適な選択
肢です。

Grandstream IP電話機 GXP2100シリーズ

GXP2130 v2
柔軟性を備えたビジネス用IP電話機（3SIP/3回線）

多様性を備えたビジネス用IP電話機であるGXP2140は、
4回線と5個のXMLプログラム可能な機能ボタンおよび
4者電話機会議機能を有するLinuxベースのIP電話機
です。4.3インチのカラー液晶画面とハイディフィニショ
ンオーディオにより、鮮明な画像表現と高品質な通話
が可能です。GXP2140は、Bluetoothと柔軟性を考慮し
たUSBおよびEHS機能を搭載します。本機には、天気
と為替のアプリケーションが予め組み込まれます。
大4機までのGXP2200EXTを接続することにより、付加
的に160回線までを可視化します。

GXP2140
多用途に対応するビジネス用IP電話機（4SIP/4回線）

GXP2135はエンタープライズグレードのIP電話機で
Gigabitスピードをサポートし、32個のBLF・短縮ダイヤ
ルキーがあり、忙殺されるビジネスマンには理想的な
電話機です。このエンタープライズIP電話機は8回線で
4SIPアカウント、2.8インチ(320X240)のカラーディスプレ
イとハイデフィニションオーディオです。GXP2135は32
個のデジタルでオンスクリーンでの短縮ダイヤルや
BLFキーはユーザーをより生産的、効率的にします。
このエンタープライズIP電話機はデュアルギガネット
ワークポートに 速で接続し, PoEおよびBluetoothヘッ
ドセット、モバイルデバイスにもBluetoothで同期できる
互換性があります。GXP2135はパワフルで、高度な機
能を備え、しかも信頼のおけるビジネス用のユーザー
には完璧な選択です。

GXP2135
マルチラインハイパフォーマンスIP電話機（4SIP/8回線）



Grandstream IP電話機 GXP2100シリーズ

上位機種であるGXP2170は、12回線と各コール選択ボタンおよび6件のSIPアカウントに対応し、4.3インチのカラー液晶画面と
ハイディフィニションオーディオを搭載します。GXP2170は、デュアルGigabitネットワークポートにより、可能な限り 速の回線速
度をサポートします。統合されたPoEと、モバイル機器およびヘッドセットと同期可能なBluetoothを内蔵し、 大4台までの液晶
ディスプレー搭載内線モジュールのカスケード接続による機能強化を特長とします（160回線までのスピードダイヤルとBLFコン
タクトに対応） 。GXP2170本体の画面においては、48件のスピードダイヤル/BFLの操作が可能です。先進のセキュリティ保護と
市販の多くのSIPデバイスとの広い相互運用性および主要なSIP/NGN/IMSプラットフォームを実装することにより、GXP2170は、
先進の機能性と高いパフォーマンスを備えたIP電話機を求めるビジネスユーザーの 適な選択肢です。

GXP2170
高頻度に対応するビジネス用IP電話機（電話12回線）

GXP2160は、6回線と5個のXMLプログラム可能な機能ボタンおよび5者電話機会議機能を有するLinuxベースのIP電話機です。
ハイディフィニションオーディオと4.3インチのカラー液晶画面により、高品質な通話が可能です。24個のBLFボタンおよび
Bluetooth, USB, EHSが多岐の用途に対応します。GXP2160は、オフィスでの通話コミュニケーションに品質と多様性を求める
小中規模ビジネスユーザーに 適です。

GXP2160
パワフルなビジネス用IP電話機（電話6回線）



4者通話会議を
サポート

音声品質を 大限に
するハイディフィニショ
ンオーディオと全二重
スピーカーホンを搭載

2色式BLF/
スピードダイヤル
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るTLSおよびSRTPセキュリ
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リーズによるゼロコンフィ

グレーションプロビジョニン
グに対応

Plantronics社製ヘッド
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3回線/ 大3件までの
SIPアカウント/3個の2
色コール選択ボタン

ヘッドセットおよびア
ドレス帳、カレンダー、
転送先のモバイル
機器との同期に内

蔵Bluetooth

4回線/ 大4件までの
SIPアカウント/4個の2
色コール選択ボタン

データのインポー
トとエクスポート用
の内蔵USBポート

6回線/ 大6件までの
SIPアカウント/6個の2
色コール選択ボタン

12回線/ 大6件までの
SIPアカウント/12個の2

色コール選択ボタン/5個
のXMLプログラム可能な
コンテクスト対応ソフト機

能ボタン

48件のプログラムとカス
タマイズが可能なBLF/ス
ピードダイヤルボタンと
GXP2200EXTモジュール
の 大4機までのカス
ケード接続をサポート

5者通話会議を
サポート

GXP2140 GXP2160 GXP2170

GXP2160/70

GXP2135

8回線/ 大4件までの
SIPアカウント/8個の2色
コール選択ボタン



GXP2130 v2 GXP2135 GXP2140 GXP2160 GXP2170

プロトコル/規格
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, 

TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
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 Gigabitイーサネットポート, 内蔵式PoE

グラフィックディスプレイ 2.8インチ (320x240) TFTカラーLCD 4.3インチ (480x272) TFTカラーLCD
Bluetooth 対応, Bluetooth V2.1 

機能ボタン

全共通: ナビゲーションメニューキー5個,  専用機能ボタン11個（メッセージ, 電話帳, 転送, 会議, 保留, ヘッドセット, 消音, 発
信/リダイヤル, スピーカーホン, ボリュームUP, ボリュームDOWN

回線ボタン3個, SIP
アカウント 大3個, 
2色式LEDスピード
ダイヤル/BLF内線

ボタン8個, XMLプロ

グラム可能なコンテ
クスト対応ソフトキー

4個

回線ボタン8個, SIPアカウ
ント 大4個, XMLプログラ

ム可能なコンテクスト対応
ソフトキー5個,  ナビゲー
ション/メニューキー, 11個
の専用ファンクションキー:
伝言 ( LED 点灯), 電話帳, 

転送, 会議, 保留, ヘッド
セット, 消音、送信/リダイア
ル , スピーカーフォン、ボ
リュームUP、ボリューム

DOWN

回線ボタン4個, SIPアカ
ウント 大4個, XMLプロ

グラム可能なコンテクスト
対応ソフトキー5個

回線ボタン6個, SIPアカ
ウント 大6個, 2色式
LEDスピードダイヤル
/BLF内線ボタン24個, 
XMLプログラム可能な

コンテクスト対応ソフト
キー5個

回線ボタン12個, SIPアカ
ウント 大6個, XMLプログ

ラム可能なコンテクスト対
応ソフトキー5個

音声コーデック G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (広帯域), iLBC, 帯域内および帯域外DTMF (可聴帯域内, RFC2833, SIP INFO)

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), USB

- 内線モジュールポート - 内線モジュールポート

電話機能

全共通: 保留, 転送, 転送設定, パーク保留/引継, 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, ダウンロード可能な電話帳(XML, LDAP, 大2,000件), キャッチホン, 通話履歴( 大500 件), 画面カスタマイズ, オフフッ

ク自動ダイヤル, 自動応答, クリックコール, 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

4者通話 5者通話

サンプルアプリケーション 天気, 通貨, ニュース, 高度なアプリケーション開発用のGMI (Grandstream Manager Interface)対応

ハイディフィニションオーディオ 対応 受話器およびスピーカー共

拡張モジュール - -

有、 大4ユニットまでの
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個のナビゲーショ
ンボタン、1ユニット当たり

1.2W下の電力消費）

-

有、 大4ユニットまでの
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
ナビゲーションボタン、1ユニッ
ト当たり1.2W以下の電力消

費）
QoS レイヤー2 (808.1Q VLAN/802.1p) およびレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) 

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,クロアチア語、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; 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, 
出力: +12VDC, 
0.5A(6W), 内蔵

PoE+802.3af, クラ
ス2

入力: 100-240VAC, 
出力: +12VDC, 0.5A, 
内蔵PoE+802.3af, 

クラス2, 
大消費電力: 6.4W（パ

ワーアダプタ）
または6.49W（PoE)

入力: 100-240V, 
出力: +12V, 1.0A, 内蔵

PoE+802.3af, 大消費電
力: 6W(GXP2200EXTを除
く）または9.W (GXP2200EXT

を4個カスケード接続時)

入力: 100-240VAC, 
出力: +12VDC, 

1.0A, 
内蔵PoE+802.3af, 
クラス2, 大消費電

力: 6W

入力: 100-240V, 
出力: +12V, 1.0A, 
内蔵PoE+802.3af, 
大消費電力: 5.4W 

(GXP2200EXTを除く)または
9.2W (GXP2200EXTを4個カ

スケード接続時)

物性値

寸法: 193mm(W) x 
211mm(L) x 

85mm(H), 重量: 
0.81kg（ネット）

/1.44kg（グロス）

寸法:201mm(W) x 
193mm(L) x 
85mm(H);

ユニット重量 :0.85kg ; 
パッケージ重量

:1.12kg

寸法: 228mm(W) x 
206mm(L) x 46.5mm(H), 

重量: 0.98kg（ネット）
/1.55kg（グロス）

寸法: 275.5mm(W) 
x 206mm(L) x 

46.5mm(H), 重量: 
0.98kg（ネット）

/1.62kg（グロス）

寸法: 228mm(W) x 
206mm(L) x 46mm(H), 

重量: 0.98kg（ネット）/1.43kg
（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, 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, CE: EN55022 クラスB, EN55024, EN61000-3-2,  EN61000-3-3, EN60950-1, 

EN62479, AS/NZS CISPR22 クラスB, AS/NZS CISPR22/24, RoHS; UL 60950.1 (電源アダプタ)


