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電話機  

  

1. 着信コールまたはボイスメールのインジケータ 

2. 回線ボタンおよび機能ボタン 

3. ソフトキー 

4. ナビゲーション 

5. 保留、転送、および会議 

6. スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート 

7. ボイスメール、アプリケーション、および電話帳 

8. 音量 

回線ボタンと機能ボタン  
回線上の通話を表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にア

クセスしたり、保留中のコールを再開するなどのタスクを

実行するには、回線ボタンと機能ボタンを使用します。 

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように

示されます。 

  または  緑色：回線がアイドル状態です。 

  または  赤色、点灯：回線がアクティブ状

態または使用中。 

  または  赤、点滅 ：回線が保留中または

着信通話あり。  

  または  オレンジ、点灯 ：回線が未登録

（使用できません）。 

コールの発信  
電話番号を入力し、ハンドセットを取り上げます。  

コールに応答する  
赤色に点滅している回線ボタンを押します。  

コールを保留にする  

1. [保留（Hold）]  または  [保留（Hold）]を押し

ます。 

2. 保留中の通話を再開するには、[保留（Hold）]  

または [再開（Resume）] を押します。 

コールの履歴を表示する  

1. 表示する回線を選択します。  

2. [通話履歴（Recent）] を選択します。  

別の担当者にコールを転送する  

1. 保留中ではないコールで、[転送（Transfer）] を

押します。  

2. 別の担当者の電話番号を入力して、[コール（Call）] 

を押します。 

3. 再度、[転送（Transfer）] を押します。  

他のユーザをコールに追加する  

1. アクティブ コールから、[会議（Conference）]  

を押します。  

2. 追加する通話相手の電話番号を入力し、[コール

（Call）] を押します。  

3. もう一度[会議（Conference）] を押します。  

ヘッドセットを使用したコールの発信  

1. ヘッドセットを差し込みます。  

2. キーパッドを使用して番号を入力します。  

3. [ヘッドセット（Headset）] を押します。  
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スピーカーフォンを使用したコールの発信  
1. キーパッドを使用して番号を入力します。  

2. [スピーカーフォン（speakerphone）]  ボタン を

押します。  

コールのミュート  

1. [ミュート（Mute）] を押します。 

2. 再度 [ミュート（Mute）] を押すと、ミュートはオフ

になります。  

ボイス メッセージの聞き取り  
[メッセージ（Messages）]ボタン  を押して、音声ガイダ

ンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックする

には、その回線ボタンを最初に押します。  

すべてのコールを転送する  
1. 回線を選択して、[すべて転送（Forward all）] を押し

ます。 

2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール

（Voicemail）]を押します。 

3. 元に戻すには、[Clr fwd all]を押します。  

コール中に音量を調節する  

通話中に [音量（Volume）] を上または下に

押すと、音量を調節できます。  

着信音量の調節  
呼出音が鳴っている時、または電話機を使用していない時

に、音量  を上下に押して、呼出音の音量を

調節します。  

呼出音の変更  

1. [アプリケーション（Applications）]  を押します。 

2. [ユーザ設定（User preferences）][オーディオ設定

（Audio preferences）][内線（n）：呼出音（Ext (n) - 

Ring tone）] を選択します。n は内線番号です。  

3. [ユーザ設定（User preferences）][着信音

（Ringtone）][内線 (n) の着信音（Ext (n) - Ring tone）]

（n は内線番号）を選択します。  

4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生] を押してサン

プルを聞きます。  

5. [選択（Select）] を押してから [設定（Set）] を押し

て選択内容を保存します。  

電話画面のコントラストの調整  

1. [アプリケーション（Applications）]  を押しま

す。  

2. [ユーザ設定（User preferences）][画面設定（Screen 

preferences）][コントラスト レベル（Contrast level）] 

を選択します。 

3. 明るさを調節するには、ナビゲーション クラスタを

上または下に押します。  

4. [保存] を押します。 

バックライト タイマーの設定  

1. [アプリケーション（Applications）]  を押しま

す。  

2. [ユーザ設定（User preferences）][画面設定（Screen 

preferences）][バックライト タイマー（Backlight 

timer）] を選択します。  

3. [選択 ( Select)] ボタンを押して、オプションを順にス

クロールし、タイマーの持続時間を選択します。 

4. [設定（Set）] を押して、選択内容を適用します。 

無線ネットワークへの接続  

電話機が有線ネットワークに接続されていないことを確認

します。電話機は、資格情報または WPS のいずれかを使

用してワイヤレスネットワークに接続できます。WPS 経由

の接続については、ユーザガイドを参照してください。 

1. [アプリケーション（Applications）]  を押しま

す。  

2. [ネットワーク構成（Network Configuration）][Wi-Fi 設

定（Wi-Fi configuration）][Wi-Fi プロファイル（Wi-Fi 

profile）] を選択します。 

3. 使用可能なネットワークを検索するには、[スキャン 

(Scan)] を押します。 

4. [Network] を選択します。 

5. ユーザ ID とパスワードを入力します。 

6. [接続（connect）] を押します。 

ユーザ ガイド  
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph
/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-

mpp.html での完全なユーザガイドの表示 

Cisco が発行したこのドキュメントの Microsoft Word およ
び PDF バージョンには、Cisco がサポートする機能が含ま
れています。お客様が行ったすべての変更について、Cisco は
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ートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシッ

プ関係を意味するものではありません。（1721R） 
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