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1 本体上部にある電源ボタンを押します。

リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップ
デートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合があ
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5. 利用可能なネットワークの一覧から、無線ネット

操作のヒント

クイック起動バー 

ホーム画面下部にあるクイック起動バーには、次の

操作を行うリンクがあります。

 • [ アプリケーション ] メニューを起動する

 •  電話アプリケーションを起動する

 •  [Cius ホーム画面に追加 ] メニューを起動する

 •  Google 検索アプリケーションを起動する

Cius ホーム画面

ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加す

るか、壁紙を変更するには、次のいずれかの操作を行

います。

 • [Cius ホーム画面に追加 ] アイコン  をタップし

ます。

エリアをタップして、長押しし

ョートカットを削除するに

トまたはショートカットを

箱にドラッグします。

ーには、アプリケーション通知

 アイコン（右側）が表示されま

には、通知バーを下方向にスラ

アプリケーションを起動するには、通知をタップします。

ーションを表示したり切り替え

ム ]  を長押しします。

アプリケーション
Cius アプリケーションには、ネットワークへの常時接

続および Cisco Unified Communications Manager サー

バへの登録が必要なものがあります。

電話アプリケーション

電話アプリケーションは、連絡先やチャットなどのシ

スコ コラボレーション アプリケーションと統合化され

ています。

着信

ロックされた画面で、[ 電話に出る ] アイコン  を左

にスライドするか、[ 無視 ] アイコン  を右にスライ

ドします。

アクティブになった Cius 画面で、[ 電話に出る ]、
[ 即転送 ]、または [ 無視 ] を選択します。
りますことをご了承ください。 
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ
イトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、 
弊社担当者にご相談ください。

ワークを選択します。

6. 認証情報を入力し、[ 接続 ] をタップします。
マルチタスク

近使用したアプリケ

たりするには、[ ホー
2

バッテリーを充電するには、本体右側

にある電源ポートに電源ケーブルを接

続します。バッテリーの充電状態が通

知バーに表示されます。

電源ポートを、本体下部にあるヘッド

セット ポートと間違わないようにして

ください。

3

前のページに戻るか、画面キーボード

を消すか、またはアプリケーションを

終了するには、戻るボタンを押します。

4
ホーム画面を表示するには、ホームボ

タンを押します。

5

使用中のアプリケーションのメニュー

を表示するには、メニューボタンを押

します。使用可能なオプションがない

場合、メニューは表示されません。

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。

セットアップ ウィザード

Cius を初めて使用するときには、セットアップ ウィ

ザードが自動的に起動します。画面に表示される説明

に従い、Wi-Fi、メール、チャット、Cisco WebEx の
各アプリケーションをセットアップします。セット

アップ ウィザードは、[ 設定 ]  からいつでも起動で

きます。

無線ネットワークへの接続

1. [ アプリケーション ] メニュー  にある [ 設定 ] 
 を起動します。

2. [ 無線とネットワーク ] をタップします。

3. [Wi-Fi 設定 ] をタップします。

4. [Wi-Fi] をタップします。

 • ホーム画面の空き

ます。 
ウィジェットまたはシ

は、対象のウィジェッ

タップしたまま、ゴミ

通知バー

画面上部にある通知バ

（左側）とステータス

す。

通知の詳細を表示する

イドさせます。
CISCO CIUS クイック スタート

Cisco Cius の電源をオンにするには、

最初のステップ
Cisco Cius をお買い上げいただきありがとうござ

す。本製品はコラボレーション作業に適した世界

のモバイル タブレットです。

使用を開始するには、バッテリーを充電し、画面

ロックを解除してから、セットアップ ウィザード

動してください。

バッテリー

Cisco Cius を初めて使用するときは、バッテリー

5 時間以上充電する必要があります。充電中でも

を使用できます。

画面のロック解除

画面のロックを解除するには、画面右下にある矢

左側にドラッグしてください。

http://www.cisco.com/go/trademarks
www.cisco.com/jp/go/safety_warning/


きます。

は、チャット アプリケーションを使用します。

[ 閉じる ] アイコン  をタップ

プリケーション

管理を行うには、カレンダー 
用します。

、画面の右側にある [ 予定リスト ] 
ます。

更

カレンダーの表示を変更するには、[1]（日）、[7]（週）、

または [31]（月）のタブをタップします。[ 今日 ] を
 [ 日 ] 表示に戻ります。

加するには、[+ 予定 ] をタップ

 会議アプリケーション

加者は次の操作を行うことができ

ションの表示

/ 他の参加者とのチャット

主催者は会議に対して全権限を有し、次の操作を行う

ebEx ボール  をドラッグ アン

/ ミュート解除

、画面下部に表示されるポップ

ます。

アプリケーションの設定

Cius の設定およびアプリケーションを編集およびカスタ

マイズするには、設定アプリケーションを使用します。

ユーザ ガイド

『Cisco Cius ユーザ ガイド』を表示するには、次の操作

を行います。

1. [ アプリケーション ] メニュー  で [ 設定 ]  を
起動します。

2. [Cius の情報 ] をタップします。

3. [Cisco Cius ユーザ ガイド ] をタップします。

アクセサリ
オンライン ストアで Bluetooth ヘッドセットやキャリ

ング ケースなどのアクセサリを注文するには、

http://www.cisco.com/go/cius/accessories にアクセスし

てください。

HD メディア ステーション

HD メディア ステーションを使用すると、Cisco Cius 
の機能を拡張できます。USB キーボードやマウスを接

続する USB ポート 3 点、外部モニタに接続する 
DisplayPort コネクタ 1 点、ギガビット イーサネット ス
イッチ 1 点などの機能が備わっています。

キーボード ショートカット

メディア ステーションと USB キーボードを Cius で
使用している場合、Cius のキーを押す代わりに、

キーボード ショートカットを使用できます。

 • メニュー：Shift+Ctrl+[

 •  ホーム：Shift+Ctrl+]

 •  戻る：Shift+Ctrl+\

microSD カード スロット

利用可能なメモリを増やすには、microSD カードを 
microSD カード スロットに挿入します。

（注） 本書を印刷する場合は、8 1/2 x 14 インチ
（リーガル サイズ）の用紙をお使いください。
 • 電話をかける

 •  連絡先の詳細を表示する

 •  メールを送信する

 •  チャットを開始する

 •  Cisco WebEx 会議を開催する

ことができます。

 • 司会者の変更（W
ド ドロップ）

 • 参加者のミュート

今誰が話しているかは

アップ通知からわかり
連絡先の追加

1. [ メニュー ] キー  を押します。

2. [ 連絡先を新規登録 ] をタップします。

3. [ 連絡先を新規登録 ] 画面で、連絡先の名前と連

絡先情報を入力します。

4. [ 完了 ] をタップします。

クイック連絡先バッジ

クイック連絡先バッジを表示するには、ローカルに保存し

たいずれかの連絡先の連絡先アイコンをタップします。

クイック連絡先バッジから、次の操作を行うことがで

会話の開始

会話を始めるには、連絡先名をタップします。

アクティブな会話の選択 

1. チャット アプリケーションの上部にある [ 進行中

の会話 ] タブ  をタップします。

2. 会話を選択するには、左側にある連絡先名をタッ

プします。

ステータスの設定

ステータスを選択し、画面の左上にあるステータス エ
リアをタップします。

タップすると、当日の

予定の追加

カレンダーに予定を追

します。

Cisco WebEx
WebEx 会議中に、参

ます。

 • 音声会議への参加

 • 共用プレゼンテー

 • 他の参加者の表示
Visual Voicemail
ボイスメールにログインするには、次の操作を行います。

1. 電話アプリケーションで、[ 履歴 ] アイコン  を
タップします。

2. 画面右側にある [ メッセージ ] をタップします。

3. アカウントの認証情報を入力し、[ ログイン ] を
タップします。

いずれかのボイス メッセージで、[ 再生 ] アイコン  
をタップしてメッセージを聞きます。

連絡先アプリケーション

連絡先カードを表示するには、連絡先の対象をタップ

します。表示された連絡先カードから、通話、チャッ

ト、メール送信を行います。

 メール アプリケーション

複数のアカウントとの間でメールを送受信するには、

メール アプリケーションを使用します。

メールの送信

メールを送信するには、[+ 新規メッセージ ] ボタンを

タップします。

チャット アプリケーション

特定の相手とチャットしたりステータスを更新するに

会話の終了

会話を終了するには、

します。

カレンダー ア
スケジュールの設定や

アプリケーションを使

近づきつつある予定は

パネルに一覧表示され

カレンダーの表示の変

http://www.cisco.com/go/cius/accessories
http://www.cisco.com/go/cius/accessories
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