（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。

最後にダイヤルした番号のリダイヤル
リダイヤル ボタン
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5 不在転送
1.

機能ボタン
を押して、所定のコール転送
番号（システム管理者が設定）を入力します。

2.

転送先の電話番号を入力します。回線ボタン
がオレンジ色に点灯し、スタッター ダイ
ヤル トーンが聞こえます。

3.

コールの転送をキャンセルするには、ステップ 1
を繰り返します。

2 応答

1.

保留ボタン

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。

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、緑色に点滅してい
る回線ボタン、またはスピーカ ボタンを押すか、
オフフックにします。

を押します。

回線ボタンが緑色に点滅します。

•

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、次のいずれかの操作を実行します。
•

ハンドセットを取り上げます。

7 会議

•

オレンジ色に点滅している回線ボタンを押しま
す。

1.

接続コール（保留以外）から、会議ボタン
を押します。

•

点灯していないスピーカフォン ボタン
押します。

2.

会議に追加する参加者の電話番号を入力します。

を

3 ミュート
1.

を押します。

ボタンが点灯してミュートがオンになったことを
示します。
2.

3. （参加者が応答する前または後に）会議ボタンを
もう一度押して、会議を開始します。
この手順を繰り返して参加者を追加します。

通話中にミュート ボタン

ミュート ボタンをもう一度押すと、ミュートが
オフになります。

8 転送
1.

接続コール（保留以外）から、転送ボタン
を押します。

2.

転送先の電話番号を入力します。

4 ボイスメール

3. （転送先の相手が応答する前または後に）転送ボ
タンを押すか、切断して、転送を完了します。

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。

9 音量設定

•

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）

メッセージを聞く
メッセージ ボタン
います。

を押し、音声プロンプトに従

音量ボタンはキーパッドの左にあります。
•

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。

•

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）
。

10 ヒント
短縮ダイヤルを設定するには

6 保留

を押します。

•

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。

電話機に短縮ダイヤルやその他のさまざまな機能や設
定をカスタマイズするには、Cisco Unified CM [ ユーザ
オプション ] Web ページにアクセスしてください。

機能ボタンの使い方
機能ボタンを使用すると、短縮ダイヤル、全てのコー
ルの転送、ピック、グループ ピックアップ、ミート
ミーなどの機能にアクセスできます。アクセスするに
は、機能ボタンを押した後、機能に関連付けられた番
号を入力します。

管理者設定にアクセスするには
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。または、
スピーカ ボタンを切り替えて、*、#、0 ボタンを同時
に押してもアクセスできます。デフォルト PIN は
24726 です。

詳細なユーザ ガイドを見るには
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_use
r_guide_list.html
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