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7  壁紙画像のフォーマット設定

8  壁紙コレクションの管理

9  詳細情報

Phone Designer の全機能とトラブルシューティングについての詳細情報は、オンラインヘルプとして

提供されています。アプリケーションの実行中に、［ヘルプ］メニュー項目を選択してください。 

ステップ 方法

電話の画面サイズにあわせて縦横比

固定で画像を表示する

ドロップ ダウン メニューで［画面にあわせて表示（縦横比

保持）］を選択します。

電話の画面サイズにあわせて画像を

画面全体に表示する

ドロップ ダウン メニューで［画面にあわせて表示］を選択

します。

ズーム機能を有効にする ドロップ ダウン メニューから［サイズと位置の調整］を選

択します。 

画像にズームインする ドロップ ダウン メニューで［サイズと位置の調整］を選択

して、  の方向に倍率カーソルをスライドします。 

画像をズームアウトする ドロップ ダウン メニューで［サイズと位置の調整］を選択

して、  の方向に倍率カーソルをスライドします。

画像を 90 °右に回転する  をクリックします。

画像を 90 °左に回転する  をクリックします。

ステップ 方法

コンピュータから壁紙画像をインポートする ［ファイル］>［インポート］の順に選択します。 

選択した壁紙画像を削除する ［編集］>［削除］の順に選択します。

選択した壁紙画像のプロパティを表示する ［ファイル］>［プロパティ］の順に選択します。

クイック スタート ガイド



1  アプリケーションのインストール

Phone Designer をインストールする前に、使用する機器がこの製品のシステム要件を満たしているこ

とをシステム管理者が確認する必要があります。 

アプリケーションをインストールするには、管理者権限および 80MB 以上の空きディスク容量がコン

ピュータに必要です。 

ステップ 1 システム管理者からインストーラ（.exe ファイル）を入手します。 

ステップ 2 インストーラをダブルクリックして、インストールの指示に従います。 

ステップ 3 アプリケーションを起動するには、［スタート］>［プログラム］>［Cisco Phone Designer］
>［Phone Designer］を選択するか、デスクトップの［Phone Designer］ショートカット

をダブルクリックします。 

（注） アプリケーションをアップグレードする際、すべての Phone Designer コンポーネントを削除

するかどうかを尋ねられたときに［いいえ］を選択すると、ユーザ認証情報、自分の呼出音

と壁紙画像を残しておくことができます。 

2  呼出音の選択

ステップ 1 呼出音コレクションの中の 1 つの呼出音を強調表示にします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。 

• ［電話で再生］をクリックして、Cisco Unified IP Phone で呼出音を再生する。 
• ［電話に保存］をクリックして、Cisco Unified IP Phone に呼出音を保存する。

• 強調表示された呼出音をドラッグして、［呼出音］ウィンドウにある電話イメージ

にドロップする。 選択した呼出音が、Cisco Unified IP Phone に自動的に保存されま

す。

3  呼出音の編集

ステップ 1 呼出音コレクションの中の 1 つの呼出音を強調表示にします。

ステップ 2 ［編集］>［呼出音の編集］の順に選択します。

ステップ 3 呼出音編集ウィンドウの任意の場所をクリックし、カーソルを右か左に移動して、呼

出音の選択範囲を強調表示します。 呼出音の長さは、1 秒から 20 秒の間にする必要が

あります。

ステップ 4  をクリックして、呼出音の選択範囲を再生します。

ステップ 5 ［保存］をクリックして、呼出音の選択範囲を保存します。

4  新しい呼出音の録音

ステップ 1 ［ファイル］>［呼出音の録音］を選択します。

ステップ 2 ［デバイス］のタイプを選択します。

ステップ 3 入力の［音源］のタイプを選択します。 デフォルトの設定では、内蔵マイクになります。

ステップ 4 録音する呼出音の名前を指定します。

ステップ 5  をクリックして、呼出音の録音を開始します。  をクリックすると、呼出音

の録音を停止できます。

ステップ 6  をクリックして、録音した呼出音を再生します。

ステップ 7 ［保存］をクリックして、録音した呼出音を保存します。

5  呼出音コレクションの管理

6  壁紙画像の選択

ステップ 1 壁紙コレクションのサムネール画像を 1 つクリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。 

• ［電話でプレビュー］をクリックして、Cisco Unified IP Phone で壁紙画像をプレ

ビューする。 
• ［電話に保存］をクリックして、Cisco Unified IP Phone に壁紙画像を保存する。 
• 選択した壁紙画像を［壁紙］ウィンドウにある電話イメージにドラッグする。 選

択した壁紙画像が、Cisco Unified IP Phone に自動的に保存されます。

ステップ 方法

コンピュータから呼出音をインポートする ［ファイル］>［インポート］の順に選択します。

選択した呼出音を削除する ［編集］>［削除］の順に選択します。

選択した呼出音のプロパティを表示する ［ファイル］>［プロパティ］の順に選択します。


