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基本的な電話操作
コールの発信  または [ 発信 ] を押し

ます。これはダイヤルする前

でも後でもかまいません。

コールへの応答  または [ 応答 ] を押し

ます。

コールの終了 [ 終了 ] を押します。

リダイヤル [ リダイヤル ] を押します。

会議ステーション
のミュート

サウンド ベース、DCU、また

はマイクロフォンの  を
押します。

通話履歴の表示 [ 機能 ] を押して [ 通話履歴 ] 
を選択します。ダイヤルする
には、リスト項目を強調表示
してから、[ ダイヤル ] を押し
ます。

コールの保留 / 再
開

[ 保留 ] を押します。コールを

再開するには、  または

[ 復帰 ] を押します。

コールを新しい番
号に転送する

[ 転送 ] を押し、番号を入力し
てから、[ 転送 ] を押します。

標準の（アドホッ
ク）会議コールの
開催

[ 会議 ] を押し、参加者にダイ
ヤルしてから、[ 会議 ] を押し
ます。

すべてのコールの
転送

[ 不在 ] を押します。

参加 接続済みコールで、[ 会議 ] を
押してから [ コール ] を押し、
参加できるコール リストを表
示します。
クイック リファレンス
Cisco Unified IP 
Conference Phone 8831

基本的な電話操作

ソフトキーの機能

電話スクリーンのアイコン

電話機のボタン

電話機の接続部

【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。
ソフトキーの機能
応答 着信コールへの応答

機能 電話アプリケーションや電話機
設定メニューへのアクセス

発信 ダイヤルした番号へのコール発
信

折返し 話中の内線番号が応答可能に
なったときに通知を受け取る

コール 接続済みコールのリスト表示

キャンセル 現在の操作の停止

会議 会議コールの実行

参加者 会議参加者の表示

連絡先 社内または個人アドレス帳の連
絡先を表示するための [ 連絡先 ] 
メニューの表示

即転送 コールのリダイレクト

終了 アクティブ コールの終了

不在 すべての着信コールの転送

保留 アクティブ コールの保留

メッセージ ボイス メッセージの設定、確認、
または聞き取り

次へ その他のソフトキーの表示

発信 現在のコールを切断しないで新
規コールを発信 

パーク コールのパークと詳細の表示

リダイヤル 最後にダイヤルした番号の再ダ
イヤル

復帰 保留中のコールの再開

短縮ダイヤル 選択したエントリへのコールの
発信

転送 通話の転送

www.cisco.com/jp/go/safety_warning/


電話スクリーンのアイコン

回線およびコールの状態

コール保留中

接続済みコール

着信中

オンフック

オフフック

共有回線が使用中

その他の機能

選択したオプション

リンク モード

暗号化済み

マイクロフォンがオン
電話機のボタン
発信

2 方向ナビゲーション バー

選択

音量

ミュート
電話機の接続部

サウンド ベースの下面

1 ネットワーク ケーブル ポート。

2 外部電源接続。

3 ディスプレイ制御ユニット USB ポー
ト。DCU をベースに接続します。

注：フェライト ビーズがコード ポス
ト間に収まるようにしっかり押し込ん
でください。

4 有線拡張マイクロフォン ジャック。

5 デイジー チェーン ケーブル ポート。2 
台のサウンド ベース ユニットをリン
ク モードで接続します。
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