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Multiplatform ファームウェアが付いている Cisco
7800 および 8800 シリーズ IP フォンのよくある
電話タスク、アイコンおよびボタン 
目標
 
この記事は Multiplatform ファームウェアが付いている Cisco 7800 および 8800 シリーズ IP フォ
ンの最もよくあるタスク、アイコンおよびボタンを示します。
  
適当なデバイス
 

Cisco IP Phone 7800 Series Multiplatform Firmware
Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Firmware
  

概要
 
この技術情報で参照される電話は特定のコール コントローラを使用するエンタープライズ電話で
はないです。 電話の 2 つの異なる型を比較することを望んだ場合チェックは比較しましたり及び
対照します: Cisco IP MPP 電話及び Cisco Unified IP Phones。
 
MPP 電話はテレフォニーサービス インターネット サービス プロバイダー（ITSP）からのサービ
スまたは IP 私用構内交換機（PBX）呼出し制御サーバを必要とします。 呼出す WebEx は本部を
鳴らし、Verizon は ITSP の例です。 Cisco MPP 電話を使用する IP PBX サービスのいくつかの
例はプラットフォーム含み、アスタリスクをつけ、Centile Metaswitch。
 
これらの ITSP および IP PBX コール コントローラはコール パークおよび音声メールのようなサ
ービスを提供するために電話およびコール コントローラが互いに通信する別途のシステムです。
MPP 電話が特定のコール コントローラを使用しないので、アクセスおよび手順は変わります。
 
各コール コントローラは異なる手順に従うことができます従ってあなたのがどのようにはたらく
か丁度言うことができません。 特定のコマンドで情報およびヘルプに関しては、選択したプロバ
イダからのヘルプ サイトを参照して下さい。 管理者がある場合、詳細および可能性のあるトレー
ニングのためにそれらに連絡できます。
 
片付けたすべてがあるので、Cisco ビジネス 7800 および 8800 シリーズ電話の基本をより詳し得
よう。
  
よくある電話タスク
 
コールを送信して下さい 数にダイヤルする前か後にオフフックに行って下さい。
数をリダイアルして下さい リダイアルを押して下さい。
コールの間に受話器に切り替えて下さい 受話器を取って下さい。

コールの間にスピーカーかヘッドセットに切り替えて下さい
または 押し 、そして受話器をハングアップして下さい
。

消音はコールをミュート解除し、

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


 
Line ボタン
 

ボタンを 押して下さい。

コールヒストリを表示して下さい
コールヒストリを  『>』 を押して下さい。

コールを開き、再開して下さい
コールを保留にするために押しコールを再開するためにそれを再度押

して下さい。

新しい数にコールを転送して下さい
押しは 、数を入力しましたり、そして再度押します。

通話装置コールを送信して下さい 通話装置ボタンを押し、そして数を必要ならば入力して下さい。 トーンを聞いた
後話して下さい。

標準電話会議を開始して下さい
押して下さい 、参加要素にダイヤルし、そしてボタンを再度押して下
さい。

着信コールのためのリングを無音状態にして下さい Volume ボタンを一度押して下さい。

点
滅するレッド

リモートライン保留の状態で。

安
定したレッド

使用中のリモートライン（共用 ラインまたは行ステータス
）

点
滅するオレンジ

着信コールか戻るコール。

安
定したオレンジ

プライバシー使用中の、一方向通話装置、Do Not Disturb
（DND） アクティブ、またはグループをハントするに記録
されて。

点
滅するグリーン

開かれたコール

アクティブ コールか双方向通話装置コール。



 
ソフトキー
 

安
定したグリーン

すべてのコール 完全に抜けた、送信され、受信されたコール リストします。
回答 着信コールに応答して下さい。
Apply 選択を確認して下さい。
call コールを開始して下さい。
コールバック 使用中拡張が利用可能になるとき通知を受信して下さい。
Cancel 操作を取り消すか、または変更を加えないで画面を終了して下さい。
Clear すべての値をクリアして下さい。
delete エントリを削除して下さい。
Del Call コールヒストリからコールを削除して下さい。
詳細 抜けた、置かれ、受け取ったコール レコードの複数政党制コールのための詳細を開きます。
dial 『Number』 を選択 されるダイヤルして下さい。
転換して下さい 音声メールまたは前もって決定された電話番号にコールを送るか、またはリダイレクトして下さい。
編集して下さい ハイライト表示されたエントリを修正して下さい。
EditDial 数を修正して下さい。
exit 前の画面に戻って下さい。
Fwd すべて/Fwd
OFF 設定/キャンセル コール転送。

GPickup 別のグループか別の行で鳴っているコールに応答して下さい。
ログアウト 個人的なディレクトリからのサイン。
私に会って下さい 大会を私電話会議ホストして下さい。
抜けている 不在着信のレコードを開いて下さい。
more 追加ソフトキーを表示して下さい。
新しいコール 新しいコールをして下さい。
OK 選択を確認して下さい。
OPickup 関連するグループで鳴っているコールに応答して下さい。
公園 コールを保存して下さい。
演劇 演劇 ringtone か音声メール メッセージ。
積み込み グループの別の電話で鳴っているコールに応答して下さい。
リダイアル ダイヤルされた数をごく最近リダイアルして下さい。
削除 会議の出席者かエントリを削除して下さい。
保存します。 『Settings』 を選択 される保存して下さい。
検索 ディレクトリ一覧のための検索。
選択して下さい 強調表示されたオプションを選択して下さい。
Set ringtone を設定 して下さい。
Submit ユーザ情報を入力して下さい。
スワップ 2 つの既存のコールの間で切り替えて下さい。
アップデート 個人的なディレクトリのエントリをアップデートして下さい。

入力された文字を通って移動して下さい。

文字を削除するバックスペース。



 
Phone 画面 アイコン
 

 
Feature アイコン
 

 
ボタン
 

背部。

オフフック

オンフック

接続されたコール

着信コール

非受信着呼

受信されたコール

送信されたコール

コール保留の状態で/レジューム コール

メッセージ待っていること

使用中の共用 ライン

速度ダイヤル交換回線

行ステータスによってインジケータ監視される行は使用中です

行ステータスによってインジケータ監視される行はアイドル状態です

行ステータスによってインジケータ監視される行は鳴っています

行ステータスによってインジケータ監視される行は Do Not Disturb （DND）に
あります



アプリケーション

連絡先

メッセージ

転送

保留/復帰

会議

 

ボリューム
-去られる: Cisco IP Phone 7800 シリーズ
-権限: Cisco IP Phone 8800 Series

スピーカーフォン

消音

ヘッドセット

SELECT ボタンは残押すこと、の上で権利によってメニューおよび連絡先を渡って/、およびナビゲ
ートします

終わりコール

背部/終了
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より多くの技術情報に関しては、次のリンクをクリックして下さい:
 

Multiplatform ファームウェア製品ページとの 7800 シリーズ
Multiplatform ファームウェア製品ページとの 8800 シリーズ
Cisco MPP 電話の速度ダイヤルのためのプログラマブル Line 鍵を設定して下さい
Multiplatform ファームウェアが付いている Cisco IP 電話の設定速度ダイヤル
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-a-plk-for-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
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