（注）

クイック スタート

印刷する場合は、8.5 × 14 インチ（リーガル
サイズ）の用紙をお使いください。

1 ダイヤル
電話をかけるには、ハンドセットを持ち上げて番号を
ダイヤルします。

を押しま

新しい着信があった場合、電話機に次のインジケータ
が表示されます。
•

ハンドセットの赤いランプの点滅

•

回線ボタンのオレンジ色の点滅

応答するには、ハンドセットを持ち上げます。
【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。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、弊社担当者にご確認ください。
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接続コール（保留以外）から、フックスイッチを
押してダイヤル トーンを受信します。

2.

新しいコールを発信します。

3.

受信者が応答するか、呼出音が鳴るのを待ちま
す。

4.

もう一度フックスイッチを押します。

一度に 3 名までが会議に参加できます。

会議に参加しているとき、フックスイッチを押すと、
その会議の最後の参加者が削除されます。

6 転送

2 応答
Cisco Unified IP Phone 6901

1.

会議からの参加者の削除

最後にダイヤルした番号のリダイヤル
オフフックにしてリダイヤル ボタン
す。

5 会議

3 ボイスメール
新規メッセージが届くと、電話機に次のインジケータ
が表示されます。
•

ハンドセットの赤いランプの点灯

•

スタッター ダイヤル トーン（使用可能な場合）

4 保留
1.

保留ボタン

2.

ハンドセットが受け台に置かれている場合、保留
にしたコールを再開するには、緑色の点滅してい
る回線ボタンを押すか、オフフックにします。

を押します。

呼出音が鳴ったときに音を消すには、下方向の音
量ボタンを 1 回押します（複数回押すと、呼出音
の音量が小さくなります）
。

9 ヒント
フックスイッチの使い方
フックスイッチは、電話機の受け台にあります。フッ
クスイッチ ボタンを押して、電話機の機能をアクティ
ブにできます（フックフラッシュ）
。

複数のコールの状態を把握するには
回線ボタンの色を見ればコールの状態がわかるので、
複数のコールを処理するときでも常に状態を把握でき
ます。
•

接続中のコール：緑色で点灯

接続コール（保留以外）から、フックスイッチを
押してダイヤル トーンを受信します。

•

保留中のコール：緑色で点滅

•

共有回線をリモートで使用中：赤で点灯

2.

転送先の電話番号を入力します。

•

共有回線をリモートで保留中：赤で点滅

3.

切断して、転送を完了します。

•

着信コール：オレンジ色で点滅

•

全てのコールの転送：オレンジ色で点灯

1.

7 コール転送

管理者設定にアクセスするには

1.

プライマリ回線で受信したコールを別の番号に転
送するには、[ ユーザ オプション ] Web ページに
ログインします。

オフフックにし、*、#、0 ボタンを同時に押して、電
話機の管理者設定の IVR にアクセスします。デフォル
ト PIN は 24726 です。

2.

[ デバイス ] > [ 回線の設定 ] を選択します。

詳細なユーザ ガイドを見るには

3.

コールの転送先の番号を入力します。

4.

[ 保存 ] を押します。[ 全てのコールの転送 ] がア
クティブになっている場合、回線ボタンがオレン
ジ色に点滅し、スタッター ダイヤル トーン（使
用可能な場合）が聞こえます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_use
r_guide_list.html

メッセージを聞く
ボイスメール アクセス番号（システム管理者から取
得）にダイヤルし、音声プロンプトに従ってメッセー
ジを聞きます。

•

シスコシステムズ合同会社

8 音量設定

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

音量ボタンはキーパッドの右にあります。

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS 含む）
電話受付時間 : 平日 10:00 ～ 12:00 、13:00 ～ 17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

•

•

ハンドセットの音量を調節するには、電話機がオ
フフックのときに、上方向または下方向の音量ボ
タンを押します。
呼出音の音量を調節するには、電話機がオンフッ
クのときか、コールの保留中に、上方向または下
方向の音量ボタンを押します。

http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先： シスコ コンタクトセンター
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