12 シェアド ライン
13 ボイスメール
14 ヒント

クイック スタート
管理スタッフ向け
QUICK START
FOR ADMINISTRATIVE ASSISTANTS

（注）

コールを終了するには、ハンドセットを元の場所に戻
します。または

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。

•

リリース ボタン

•

[ 終了 ] ソフトキーを押します。

を押します。

• （点灯している）ヘッドセット ボタン
また
はスピーカフォン ボタン
を押します。

1 ダイヤル

3 応答

ダイヤルするには、ハンドセットを持ち上げて、番号
を入力します。または

呼び出し中のコール
に応答するには、ハンドセッ
トを持ち上げます。または

•

点灯していないセッション ボタン
を押します。

•

[ 発信 ] ソフトキーを押します。

（右側）

• （点灯していない）ヘッドセット ボタン
ま
たはスピーカフォン ボタン
を押します。
特定の回線からダイヤルするには、最初に回線ボタン
（左側）を押します。

•

オレンジ色に点滅しているセッション ボタン
（右側）を押します。

•

[ 応答 ] ソフトキーを押します。

2 番目のコールに接続して最初のコールを自動的に保
留にするには、オレンジ色に点滅しているセッション
（右側）を押します。
ボタン
（すべてのコールを表示するようになっていない場合
を押すか、ま
は、最初に [ 全てのコール ] ボタン
たはコールに応答する前に呼び出し中の回線を選択す
ることが必要になる場合があります）

複数回線
複数回線に関する次の「基本原則」に留意してくださ
い。
•

[ 全てのコール ] ボタン
を押して、すべての
回線のすべてのコールを（最も古いものから順
に）表示し、プライマリ回線からダイヤルしま
す。ほとんどの場合にすべてのコールを表示する
ように電話機を設定できます。

•

[ 全てのコール ] ではなく回線を選択した場合、
選択した回線のアクティビティ（および選択した
回線からのダイヤル）だけが電話機に表示されま
す。

•

選択されている回線を確認するには、回線ラベル
の青いアイコンおよびヘッダー バーに表示されて
いる回線の内線を確認します （すべてのコールの
表示では、プライマリ内線が使用されます）
。

•

いつでも回線ボタンまたは [ 全てのコール ] を押
して表示を切り替えられます。これによってコー
ルに影響が出ることはありません。

• （点灯していない）ヘッドセット ボタン
ま
たはスピーカフォン ボタン
を押します。
•

ナビゲーション パッドの選択ボタンを押します。

電話履歴からのダイヤル

Cisco Unified IP Phone
9951 および 8961
Cisco Unified IP Phone
9951 and 8961

電話番号の入力にあわせて、一致する番号が電話履歴
から表示されます。ダイヤルするには、該当する番号
までスクロールして、ナビゲーション パッドの選択ボ
タンを押すか、[ コール ] ソフトキーを押します。

【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。
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる
場合があるため、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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ダイヤル
コールの終了
応答
即転送
保留
ミュート
会議
転送
不在転送
電話履歴
ディレクトリ

複数のコールが呼び出し中の場合、応答するコールま
でスクロールしてから、上記のいずれかの操作を実行
します。
または、[ 応答 ] ボタン
（使用可能な場合）を押
して、すべての回線で最も長く呼び出しているコール
に応答します。

最後にダイヤルした番号のリダイヤル

コール待機

[ リダイヤル ] ソフトキーを押します。特定の回線か
らリダイヤルするには、最初にその回線のダイヤル
トーンを確認します。

最初のコールがアクティブになっているときに 2 番目
のコールがかかってくると、2 番目のセッション ラベ
ルが表示されます。

短縮ダイヤル
短縮ダイヤル ボタン
を押します（使用可能な場
合）。または、オンフックで（ダイヤル トーンなし）
短縮ダイヤル コードを入力してから、[ 短縮ダイヤル ]
ソフトキーを押します。
[ ユーザ オプション ] Web ページから短縮ダイヤルを
設定する方法については、システム管理者にお問い合
せください。

2 コールの終了

4 即転送
[ 即転送 ] ソフトキーを押して、呼び出し中のコール
またはアクティブ コールをボイスメール（または、シ
ステム管理者が設定した別の電話番号）にリダイレク
トします。即転送機能を使用する前に、保留中のコー
ルを再開する必要があります。
即転送は、強調表示されているコールだけに影響しま
す。必要な場合は、目的のコールまでスクロールして
から [ 即転送 ] を押します。

5 保留
1.

2.

保留ボタン

を押します。

保留アイコン
が表示され、セッション ボタ
ンが緑色に点滅します。
強調表示されているコールを再開するには、緑色
に点滅しているボタン
を押して、[ 復帰 ]
ソフトキーまたはナビゲーション パッドの選択
ボタンを押します。

6 ミュート
ミュート ボタン
を押して、ミュートのオンとオ
フを切り替えます。ミュートがオンになっている場
合、ミュート ボタンが赤く点灯します。

7 会議

会議参加者の表示および削除

ます（不在履歴の件数が表示される場合もあります）
。

会議中に、[ 詳細の表示 ] ソフトキーを押します。会
議から参加者を削除するには、名前を強調表示して
[ 削除 ] を押します。

11 ディレクトリ
検索条件を入力して、[ 送信 ] を押します。

1.

接続コール
（保留以外）から、転送ボタン
を押します。

3.

名前にスクロールして、選択ボタンを押します。

2.

転送の受信者をコールします。

3.

受信者の応答を待つか、またはコールの呼び出し
中にステップ 4 に進みます。

4.

転送ボタンまたは [ 転送 ] ソフトキーを押しま
す。

•

転送が完了します。電話機の画面に確認メッセー
ジが表示されます。

•

上司がシェアド ラインで通話している場合、自分
の電話機のシェアド ライン ボタン
が赤く点
灯し、画面にそのコールが表示されます。

1. アプリケーション
> [ 設定 ] > [ 呼出音 ] を
選択してから、回線を選択して [ 編集 ] を押しま
す。

•

上司がコールを保留にすると、自分の電話機の
セッション ボタン
が赤く点滅します。自分
か上司がコールを再開できます。

2. 呼出音を選択し [ 再生 ] を押してから、[ 設定 ] を
押します。

•

上司がプライバシー機能を有効にしている場合、
上司のコールは自分の画面には表示されません。

新しいコールを発信します。

1.

目的の回線を選択してから（必要な場合）、[ 不
在転送 ] ソフトキーを押します。

2.

電話番号を入力するか、電話履歴から番号を選択
（ボイ
するか、またはメッセージ ボタン
スメールに転送）を押します。

3.

画面上に不在転送アイコン
ることを確認します。

4.

が表示されてい

コール転送をキャンセルするには、[ 転送オフ ]
ソフトキーを押します。

10 電話履歴
アプリケーション ボタン
を選択します。

参加者全員が電話を切ると、会議は終了します。

保留中のコールでの会議
1.

接続コール
（保留以外）から、会議ボタン
を押します。

2.

緑色に点滅している、追加する保留中のコールの
セッション ボタン
を押します。

または、保留中のコールが別の回線にある場合
は、[ アクティブコール ] ソフトキーを押し、リ
ストからコールを選択して [ 会議 ] ソフトキーを
押します。
参加者がコールに追加されます。
参加者全員が電話を切ると、会議は終了します。

を押して、ディレクトリを選

12 シェアド ライン
上司と回線を共有している場合、次のような動作が実
行されます。
自分か上司がシェアド ライン上の呼び出し中の
コールに応答できます。

13 ボイスメール
次のような方法で新規メッセージを知らせます。

[ ユーザ オプション ] Web ページからリモートでコー
ルを転送する方法については、システム管理者にお問
い合せください。

この手順を繰り返して参加者を追加します。

画面の右側にあるボタンはセッション ボタンで
す。コールごとに 1 つのセッション ボタンと関連
付けられます。セッション ボタンを使用して、
コールの応答や再開またはコールの詳細表示を実
行します。

2.

2.

4.

•

8 転送

9 不在転送

会議が始まり、発信者 ID の代わりに「会議」が
電話機に表示されます。

画面の左側にあるボタンは回線（および機能）ボ
タンです。回線ボタンを押すと回線表示が変わり
ますが、コールには影響しません。

連絡先ボタン
択します。

接続コール
（保留以外）から、会議ボタン
を押します。
会議ボタンまたは [ 会議 ] ソフトキーを押します
（通話相手が応答する前または後）。

•

1.

1.

3.

画面の横にあるボタン

•

ハンドセットの赤いランプの点灯

•

回線のスタッター ダイヤル トーン（有効な場合）

•

回線ラベルおよびセッション ボタンの横のボイス
（メッセージ件数が表示され
メール アイコン
る場合もある）

呼出音を消すには
の左側を 1

電話の呼び出し中に音量ボタン
回押します。

回線ごとに呼出音を変えるには

[ 切替 ] ソフトキーとは
切替ボタンを使用すると、転送または会議を終了する
前に、コールを切り替えることができます。

戻るボタンとは
戻るボタン
を押して、アプリケーションおよび
メニューから戻ります。

回線ボタンを増やすには
Cisco Unified IP Color Key Expansion Module についてシ
ステム管理者にお問い合せください。

詳細なユーザ ガイドを見るには
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_use
r_guide_list.html

を押して、[ 電話履歴 ]

過去 150 件の履歴が表示されます。
•

不在履歴

•

発信履歴

•

着信履歴

ダイヤルするには、該当するコールまでスクロール
して、ナビゲーション パッドの選択ボタンを押すか、
[ コール ] ソフトキーを押します。
コールの詳細を表示するには、[ 次へ ] > [ 詳細 ] を押
します。

新しい不在履歴の表示
不在履歴アイコン
の横のセッション ボタン
（右側）を押します。新しい（まだ表示されていない）
不在履歴がある場合は、不在履歴アイコンが表示され

シスコシステムズ合同会社
〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

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

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/

メッセージを聞く
メッセージ ボタン
を押し、音声プロンプトに従
います。または、回線を選択して、ボイスメール アイ
コン
の横のセッション ボタン
を押します。
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