


ヘッドバンド、イヤーループ、イヤーフック、の3通りの使用方
法が楽しめるフレキシブルなヘッドセットです。シリーズの中
で最も軽量なので、長時間使用しても疲れません。 
 
コールセンターからモバイル、オフィスなど幅広くご使用いた
だいております。 

コールセンターのオペレーターの方に最適なプロフェッショ
ナル用ヘッドセットです。シリーズの中で最もスタンダードな
タイプで、オペレーターの方に広く愛用されています。 
 
高性能ノイズキャンセリングマイクを使用することにより、周
囲の雑音を飛躍的にカットします。また、フレキシブルマイク
ロホンブームの採用により、お客様のお好みどおりにマイク
の位置を調整することができます。 

コールセンターで広く使用されている特定の電話機に、アンプを使用せずに接続できるヘッドセットです。ノーテルネットワークスの
メリディアンやアバイアのコールマスターなどにご使用いただけます。専用コードが付属しています。 

【主な仕様】 

 ○ノイズキャンセリングマイク ○フレキシブルマイクロホンブーム 
 ○可動式スピーカー ○クイックディスコネクト ○可動式ヘッドレスト 

【主な仕様】 

 ○ノイズキャンセリングマイク ○ヘッドバンド ○イヤーループ（４サイズ） 
 ○イヤーフック ○クイックディスコネクト 

ヘッドバンド イヤーフック イヤーループ 

インスパイアモノラル 
LX-800

トリマウントコンバーチブル  
FX-200

インスパイアバイノーラル 
LX-900※ご使用中の電話機に接続される場合基本的にはGA-100もしくはGA-200がご必要になります。

一部電話機にはヘッドセットを専用コードを使用して接続することができます。詳しくは代理店もしく
は弊社営業にご相談ください。 

品番　　　  　　 品名 
 
NT-801-4550　   インスパイアモノラルNT 
NT-901-4550 　  インスパイアバイノーラルNT 
NT-201-4550　   トリマウントコンバーチブルNT 
 
AT-804-6400　   インスパイアモノラルAT 
AT-904-6400 　  インスパイアバイノーラルAT 
AT-204-6400　   トリマウントコンバーチブルAT

動作確認電話機 
 
ノーテルネットワークス　メリディアン 
●M3901 ●M3902 ●M3903 ●M3904 ●M3905 
●M2216A ●M7208 ●M7310 ●M7324 ●M7910 
 
アバイア　DEFINITY 
●Callmaster    ●Callmaster

※アバイア コールマスター    にはインターナショナルアンプGA-200が必要になります。AT-xxx-6400は使用できません。 



 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0* #

交換機 
公衆回線 

GA-100 受話器 電話機 ヘッドセット 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0* # 交換機 
公衆回線 
CTI内線ボード 

DP-8ヘッドセット 

一般的な電話機用のモジュラータイプのアンプです。ヘッドセットを使用するた
めに、電話機とヘッドセットの間に接続して使用します。ほとんどの電話機に使
用可能です。 

【主な仕様】 
 ○受話ボリューム ○送信用ボリューム ○ミュートスイッチ ○ヘッドセット/ハンドセット切替スイッチ 
 ○セレクタースイッチ ○会話録音用ポート ○スーパーバイザーポート ○ビルトインリミッター 
 ○サイドトーン自動調整回路 ○ヘッドセット接続用コード ○電話機接続用ラインコード 
 ○単三アルカリ乾電池2本使用 
【オプション】 
 ○スーパーバイザースイッチ SS-1 ○録音用コード AITP-4C-24-2C 
 ○延長コード AI-EXT-6 
【接続先】 
 ○ボタン電話（ビジネスホン）○一般単独電話機（シングルライン電話機） 
 

双頭プラグを使用するコンソール用のアンプです。コンパクトなデザインで、 
デスクの上でもスペースを取りません。 

【主な仕様】 
○受話ボリューム ○会話録音用ポート ○ビルトインリミッター ○サイドトーン自動調整回路 
○ヘッドセット接続用コード 
【オプション】 
○ミュートスイッチ MS-1 ○延長コード AI-EXT-6 
【接続先】 
○コンソール ○アバイア Callmaster

Acoustical Innovationsのヘッドセット専用電話機です。既に単独電話機 
（シングルライン電話機）を使用している場合の置き換えや、プレディクティブ 
ダイアラーなどのCTIシステムの内線用電話機として最適です。 

【主な仕様】 
○ON/OFFボタン ○受話ボリューム ○ミュートボタン ○リダイアル機能 ○フラッシュ機能 
○着信音量切替スイッチ（大・小・無音） ○ヘッドセット接続用コード 
【オプション】 
○延長コード AI-EXT-6 
【接続先】 
○NTT公衆回線 ○交換機 ○CTI内線ボード 



GA-100のスーパーバイザーポートに接続することにより、オペレ
ーターの会話をモニターすることができます。通常の状態ではス
ーパーバイザーの声は相手に聞こえませんが、スイッチをONに
することにより、オペレーターの声を遮断しスーパーバイザーが
代わりに応答することができます。 

ヘッドセットをPHS・PCなどに接続するためのコードや、アンプに接続する録音用
コードなどのアクセサリを各種ご用意しております。 

※別途スーパーバイザースイッチに接続するヘッドセットがご必要になります。GA-200にはご使用になれません。 

品番 
 

AI-COMP-M-S ※1 

AI35F-6-35M 

AI35F-6-25M ※2 

AI-EXT-6 

AITP-4C-24-2C ※3 

CP-C 

AI-198M-1 ※4

品名/用途 
 

PC接続用コード（QD→3.5mmプラグX2）　 

3.5mm変換コード（QD→3.5mmプラグ） 

PHS接続用コード（QD→2.5mmプラグ） 

延長コード（QD→3.5mmプラグ） 

録音用コード（4極3.5mmプラグ→2極3.5mmプラグ） 

CP-Cコード（QD→モジュラー）Dterm７５/IP Dterm接続用 

マイク変換アダプター（AI-COMP-M-S用） 

※QD = クイックディスコネクトの略称です。ヘッドセット本体と接続コードを簡単に着脱するためのコネクタの名称です。 

※1  AI-COMP-M-SをPCに接続する場合には別売りのマイク変換アダプター（AI-198M-1）を必要とする場合がございます。 
※2  一部のPHSにはご使用できません。 
※3  GA-100専用になります。GA-200にはご使用できません。 
※4  AI-COMP-M-S使用時にサウンドボードとの相性によりマイクのワイヤリングを変更するためのアダプターです。 
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初めて購入される方はサンプルをお試しください 
www.keikocorp.co.jp/jp/headset/sample.htmlよりお申込いただければ、弊社より評価用サンプルを送らせていただきます。 
※弊社よりサンプルを出荷する際の運賃は弊社で負担させていただきます。ただしお客様よりご返却される際の運賃はお客様の元払いでお願いします。 
　また、お貸し出しできるサンプルの数量には制限がございますので、ご了承願います。 

ビジネスホン 

一般電話機 
（シングルライン） 

グローバルアンプ GA-100

グローバルアンプ GA-100

専用コードによる接続（アンプなし） ※1

ダイアルパッド DP-8

専用コードによる接続（アンプなし） ※1

ヘッドセットの接続を決めましょう 
最初にヘッドセットの接続方法を確認します。お客様の環境を確認させて下さい。ご使用されている電話機によりヘッドセットを 
どのように接続するかが決まります。 

● ヘッドセットを接続される環境は?

ヘッドセット専用電話機に置き換える場合 

一部の電話機で動作確認が取れている場合 

特定電話機の対象になっている場合 特定電話機用ヘッドセットによる接続（アンプなし） ※2

CTIシステム内線ボード ダイアルパッド DP-8

コンソール台 インターナショナルアンプ GA-200

次にヘッドセットを選びます 

PC 専用コードによる接続（アンプなし） 
※USBでの接続には対応しておりません。 

PHS 専用コードによる接続（アンプなし） 

※PHSの機種により接続できない場合がございます。 

インスパイアモノラル LX-800 最もスタンダードなタイプのヘッドセットです。高性能ノイズキャンセリングマイクと大口径 
スピーカーの音質は高く評価されています。あらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 

トリマウントコンバーチブル FX-200 シリーズの中で最も軽量なヘッドセットです。ヘッドセットの装着感が気になる方や、ヘッドバ
ンドがお好きでない方に向いています。3通りの装着方法が楽しめます。 

インスパイアバイノーラル LX-900 周囲の騒音が大きい場所でも両耳スピーカーのため騒音を気にすることなく会話に集中
することができます。お客様との会話に集中する必要があるコールセンターに最適です。 

※1 一部の電話機において可能です。代理店もしくは弊社営業にご相談ください。　 
※2 特定電話機の詳細についてはこのカタログの特定電話機用ヘッドセットNT/ATシリーズの説明をご覧ください。 
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品名 

インスパイアモノラル 

インスパイアバイノーラル 

トリマウントコンバーチブル 

 

 

品名 

グローバルアンプ 

インターナショナルアンプ 

ダイアルパッド 

 

 

シリーズ 

NTシリーズ 

ATシリーズ 

 

 

品名 

スーパーバイザースイッチ 

ミュートスイッチ 

延長コード 

3.5mm変換コード 

PHS接続用コード 

PC接続用コード 

録音用コード 

4550シリーズ用コード 

6400シリーズ用コード 

CP-Cコード 

マイク変換アダプター 

 

 

品名 

インスパイア用イヤークッション 

インスパイア用ウィンドスクリーン 

トリマウント用イヤークッション 

トリマウント用ウィンドスクリーン 

 

 

片耳タイプヘッドセット 

両耳タイプヘッドセット 

耳掛けタイプヘッドセット 

 

 

 

一般電話機用モジュラーアンプ 

コンソール用プロングプラグアンプ 

ヘッドセット専用電話機 

 

 

対象電話機 

ノーテルネットワークス　メリディアンデジタル電話機 

アバイア　DEFINITY コールマスターⅤ/Ⅵ 

 

 

対応機種 

GA-100（スーパーバイザーポートに使用） 

GA-200 

LX-800/900 FX-200 

LX-800/900 FX-200 

LX-800/900 FX-200 

LX-800/900 FX-200 

GA-100 

NT-x01-4550 

AT-x04-6400 

LX-800/900 FX-200 （NEC Dterm75/IP Dterm専用） 

AI-COMP-M-S 

 

 

対応機種 

LX-800/900 NT-801/901 AT-804/904 

LX-800/900 NT-801/901 AT-804/904 

FX-200 NT-201 AT-204 

FX-200 NT-201 AT-204 

ヘッドセット トップ 

品番 

LX-800 

LX-900 

FX-200 

 

アンプ/専用電話機 

品番 

GA-100 

GA-200 

DP-8 

 

特定電話機用ヘッドセット 

品番 

NT-x01-4550 

AT-x04-6400 

 

アクセサリ 

品番 

SS-1 

MS-1 

AI-EXT-6 

AI35F-6-35M 

AI35F-6-25M 

AICOMP-M-S 

AITP-4C-24-2C 

4550-1 

6400-1 

CP-C 

AI-198M-1 

 

消耗品 

品番 

MIS-33-25 

MIS-13-25 

FX-EC-25 

FX-MC-25 


