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1. USB ポート。
2. HDMI のソケット。
3. LAN 接続。PC の LAN をここに接続することで、

DX70 と PC で共通の LAN 接続を共有できます。
4. LAN 接続。
5. 電源ソケット。

セルフビューを表示する
必要に応じて [通話 ] アイコンをタップし、右上の [詳細 ] アイコン（[...]）
をタップします。次に、メニューの [セルフビュー ] を選択します。

不在転送
1. 必要に応じて [通話 ] アイコンをタップし、右上の [詳細 ] アイコン（[...]）
をタップします。次に、[不在転送 ] を選択します。

2. 転送先の電話番号を指定するように求められます。
3.  不在転送をキャンセルするには、この操作を繰り返します。

サイレントをオンにする
必要に応じて [通話 ] アイコンをタップし、右上の [詳細 ] アイコン（[...]）
をタップします。次に、[サイレント] を選択します。この機能は、管理者によっ
て有効にされている場合にのみ使用できます（表示されます）。

通話をミュートする
システムの右側にある [マイクロフォンのミュート ] ボタンを押します。通
話のミュートを解除するには、このボタンをもう一度押します。

ビデオ送信を停止する
カメラ シャッターを反時計回りに回します。ビデオの送信を再開するには、
シャッターを時計回りに回します。

ボイスメール
新しいボイス メッセージがある場合は、[メッセージ受信 ] アイコン（MWI）
のライトが点灯します。

ボイス メッセージを表示するには、次の手順を実行します。
1. [新着 ] をタップします。
2. [ボイスメールに発信 ] をタップします。

ボイス メッセージを再生するには、次の手順を実行します。
[再生 ] をタップします。

	プライバシー シャッター付きカメラ（閉じる場合は反時計回りに、
開く場合は時計回りに回します）。

	マイクロフォンのミュート ボタンおよびスピーカーの音量コントロール。

	スピーカー。

	SD カード スロットおよびヘッドセットと USB のコネクタ。 
この USB ソケットは高電流（2 A）タイプに対応しているため、
適切なデバイスの充電ポートとして使用できます。

	電源オン /オフ。

	マイクロフォン。

DX70 は、パブリック モード、簡易モード、拡張モードのいずれかで
動作します。パブリック モードはキオスク モードと同様です。このガイ
ドでは、パブリック モードについては説明していません。

拡張モードの DX70 は Android タブレットとして機能します。ユニッ
トの電話パートでは、通話アプリというアプリを使用します。動作モー
ドは管理者が設定します。

簡易モード：次の機能を使用できます。

 電話をかける

 連絡先リストにアクセスする

 新着通話リストを表示する

 ボイス メール（メッセージ）を表示する

 PC を表示する（該当する場合）

 [設定 ] メニューを表示する 

拡張モード：システムを電話機として使用するには、通話アプリを開
始する必要があります。

通話アプリを開始するには、下部の黒いバーの左隅にある [通話 ]（ ）
をタップします。[通話 ] アイコンは拡張モードでのみ表示されます。

Android の通常のナビゲーション ボタン（[戻る ]、[ホーム ]、[最近
使用したアプリ ]）は、通話アプリが実行されている場合に表示されます。

（注）このドキュメントの説明では、システムが簡易モードであること、
または通話アプリが実行中であることを前提としています。



電話をかける 会議を開催する
図のように [通話 ] をタップします。

上部の [入力して発信 ] フィールドをタップします。 
[キーパッド ] または [キーボード ] を選択します。

名前または番号を入力します。入力に合わせて、一致
すると考えられるものが表示されます。または、左側
の列の [新着 ]、[お気に入り ]、[連絡先 ]、または [ディ
レクトリ ] をタップし、これらのリストから発信先をタッ
プして選択します。

緑色の [通話 ] ボタンをタップして発信します。

通話中に [追加 ] をタップします。

[検索または通話して追加 ] フィールドをタップします。
外部キーボードを接続していない限り、仮想キーボー
ドが呼び出されます。

[検索または通話して追加 ] フィールドをタップします。
外部キーボードを接続していない限り、仮想キーボー
ドが呼び出されます。

通話中に [転送 ] をタップします。

名前または番号を入力します。入力時に、転送先の候
補が表示されます。[通話 ] をタップします。

名前または番号を入力します。入力時に、転送先の候
補が表示されます。[通話 ] をタップします。

現在の通話が保留状態になります。通話を会議に統
合するには、[マージ ] をタップします。

現在の通話が保留状態になります。[転送 ] をタップし
て、タスクを完了します。

他の参加者を追加するには、手順 1 ～ 4 を繰り返
します。

会議から退席する

通話を転送する

会議の出席者は、[終了 ] をタップすれば、いつでも
会議から退席することができます。退席しても、会議
自体には影響ありません。

通話を保留にする

着信した通話または保留中の通話に応答した場合、新しい
通話を開始した場合、転送または会議を開始した場合に、
アクティブな通話は保留状態になります。
また、次の手順を実行して、通話を意図的に保留状態にす
ることもできます。

保留状態にする通話が強調表示されていることを確認
します。

[保留 ] をタップします。

通話をアクティブな状態に戻すには、緑色の [復帰 ] 
ボタンをタップします。

通話履歴

通話履歴を表示するには、左側の列の [新着 ] をタップし
ます。

新着を連絡先に追加する

[新着 ] のエントリを [連絡先 ] のリストに追加することが
できます。

1. [新着 ] のエントリを選択します。
2. [詳細 ] アイコンをタップします。
3. [連絡先に追加 ] をタップして、確認します。
4. 必要に応じて新しい連絡先を作成するか、エントリを

既存のエントリに割り当てます。
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