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コールの発信
電話機は、通常の電話機と同じように動作します。より簡単な操作で通話を発信できます。

電話をかける

この電話機では、他の電話機と同じようにコールを発信できます。

手順

電話番号を入力して、[通話（Call）]を押します。

電話のアドレスを使用したコールの発信

電話番号だけではなく、電話のアドレスを使用してコールを発信することもできます。

このアドレスは、username1@example.comのように電子メールアドレスに似ているか、
username2@209.165.200.224のように数字が含まれている場合もあります。

通話
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手順

ステップ 1 [発信（New Call）]を押します。

ステップ 2 [ABC]を押すと、キーパッドを使用してテキストを入力できます。

ステップ 3 キーパッドのいずれかの数字を押して使用可能なオプションを表示し、再度その数字を押して
オプションから選択します。

たとえば、[1]を 3回押すと@記号を入力できます。

ステップ 4 [コール]を押します。

番号のリダイヤル

最後にダイヤルした電話番号をもう一度発信できます。

手順

[リダイヤル（Redial）]を押します。

短縮ダイヤル

頻繁に通話する相手の番号をすばやくダイヤルするために、コードを割り当てることができま

す。短縮ダイヤル機能を電話機で使用する前に、セルフケアポータルで短縮ダイヤルを設定し

てください。短縮ダイヤルコードを使用すると、コードを入力して電話番号をダイヤルできま

す（「短縮ダイヤル」と呼ぶ場合もあります）。

関連トピック

セルフケアポータル

短縮ダイヤル番号

会議電話で短縮ダイヤルコールを発信する

始める前に

セルフケアポータルで短縮ダイヤルコードを設定します。

手順

ステップ 1 ナビゲーションバーを押すか、[お気に入り（Favorites）]を押します。

通話

2

通話

番号のリダイヤル

cs88_b_conference-8832-user-guide_chapter1.pdf#nameddest=unique_31
cs88_b_conference-8832-user-guide_chapter1.pdf#nameddest=unique_34


ステップ 2 短縮ダイヤルエントリを選択して、[コール（Call）]を押します。

短縮ダイヤルコードを使用したコールの発信

始める前に

セルフケアポータルで短縮ダイヤルコードを設定します。

手順

短縮ダイヤルコードを入力し、[短縮ダイヤル（Abbr dial）]を押します。

連絡先が対応可能な場合の通知

コールを発信しても相手の回線がビジー状態の場合、または相手が応答しない場合、相手が通

話可能になったときに特殊な呼出音とメッセージで通知を受け取ることができます。

手順

ステップ 1 話中音または呼出音が聞こえているときに、[コールバック（Callback）]を押します。

ステップ 2 確認画面を終了するには、[終了（Exit）]を押します。

ステップ 3 相手が通話可能になったことを示す呼出音が聞こえてメッセージが表示されたら、[ダイヤル
（Dial）]を押して再びコールを発信します。

国際番号のダイヤル

電話番号の前にプラス記号（+）を付けると、国際電話をダイヤルできます。

手順

ステップ 1 アスタリスク（*）を 1秒間以上押したままにします。

電話番号の先頭にプラス（+）記号が表示されます。

ステップ 2 電話番号を入力します。

ステップ 3 [通話（Call）]を押す、または最後にキーを押した後に10秒待つ事で自動的に通話を挿入しま
す。

通話
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安全なコール

社外の人物による不正な改ざんからコールを保護するために、管理者は措置を講じることがで

きます。通話中にロックアイコンが表示されている場合、通話は安全です。電話機の設定に

よっては、発信する前またはハンドセットからセキュリティトーンが流れる前にサインオンす

る必要があります。

コールへの応答
Cisco IP Phoneは、通常の電話機と同じように動作します。より簡単な操作で通話に応答でき
ます。

コールに応答する

手順

[応答（Answer）]を押します。

会議電話でコールウェイティングへ応答する

アクティブコール中に別のコールがあると、ビープ音が1回鳴り、会議電話の画面にメッセー
ジが表示されます。

手順

[応答（Answer）]を押します。

コールの拒否

呼び出し中の着信コールをボイスメールシステム（設定されている場合）に送信できます。設

定されていないと、コールは拒否され、発信者にはビジートーンが再生されます。

手順

[拒否（Decline）]を押します。

通話
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応答不可をオンにする

特定の作業に集中したいときに応答不可（DND）機能を使用すると、電話機をサイレント状態
にして着信コール通知を無視できます。

DNDをオンにすると、着信コールはボイスメールなどの別の番号（設定されている場合）に
転送されます。

手順

ステップ 1 [応答不可（Do not disturb）]を押すと、DNDがオンになります。

ステップ 2 DNDをオフにするには、[DNDをオフにする（Turn off DND）]を押します。

不審なコールのトレース

迷惑電話や嫌がらせ電話を受信した場合、迷惑呼 ID（MCID）を使用して管理者に通知するこ
とができます。コールについての情報を含むサイレント通知メッセージが電話機から管理者に

送られます。

手順

[発信者のレポート（Report caller）]を押します。

コールのミュート
通話中に音声をミュートすると、自分の声が相手に聞こえず、相手の声だけを聞くことができ

ます。

通話音声がミュートになっているとき、LEDバーは赤色に点灯します。

手順

ステップ 1 電話または拡張マイクのミュート（Mute） を押します。

拡張マイクのミュート（Mute）を押すと、電話とすべてのマイク音がミュートになります。

ステップ 2 再度 [ミュート（Mute）]を押すと、ミュートはオフになります。

通話
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コールの保留

コールを保留にする

アクティブコールを保留にして、いつでも再開できます。

手順

ステップ 1 [保留（Hold）]ボタンを押す。

ステップ 2 保留中の通話を再開するには、[再開（Resume）]を押します。

長時間にわたって保留されているコールに応答する

保留状態が長くなると、次のようなキューによる通知が表示されます。

• 1回の呼出音（一定間隔で繰り返す）

•点滅するLEDバー

•電話スクリーン上のビジュアル通知

手順

保留中の通話を再開するには[応答（Answer）]を押します。

アクティブコールと保留コールの切り替え

アクティブコールと保留中の通話の間を簡単に切り替える事ができます。

手順

[切替（Swap）]を押して、保留コールに切り替えます。

コールパーク

電話を使用して通話をパーク保留にすることができます。

通話
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パーク保留された通話は、忘れないようにネットワークによって監視されます。コールがパー

ク保留状態になっている時間が長すぎる場合、アラートが発せられます。その後、元の電話で

応答、拒否、または無視することができます。引き続き、別の電話機から通話を受けることも

できます。

所定の時間内にコールに応答しない場合、管理者が設定した別の接続先（ボイスメールまたは

その他の宛先）に通話がルーティングされます。

コールパークを使用してコールを保留にする

電話機で応答したアクティブコールをパークした後、コール制御システム内の他の電話機を

使ってそのコールを取得することができます。

コールパーク番号にパークできるコールの数は 1つだけです。

始める前に

コールがアクティブでなければなりません。

手順

ステップ 1 [パーク（Park）]を押した後、電話を切ります。
システムがコールをパークした番号が電話機に表示されます。パークされたコールは保留され

ています。[復帰（Resume）]を押すと、電話機でそのコールを再開できます。

ステップ 2 （任意）パーク保留中の番号を、コールに応答すべき担当者に伝達します。

コールパークを使用して保留中コールを取得する

ネットワークの任意の場所から、パークされたコールをピックアップできます。

始める前に

コールのパークに使用された番号が必要です。

手順

コールがパークされたときの番号を入力してコールを取得します。

コールの転送
コールをお使いの電話機から別の番号に転送することができます。

コールを転送するには、次の 2つの方法があります。

通話
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•すべてのコールを転送する

•電話機がビジー状態の場合、または応答がない場合など、特殊な状況でコールを転送する

電話が転送されると、画面に [すべてを転送（Forward all）] アイコンが表示されます。

手順

ステップ 1 電話機がアクティブでない場合は、[すべてを転送（Forward All）]を押します。

ステップ 2 自分の電話機からダイヤルするのとまったく同じ方法で転送先番号を入力するか、最近の通話
履歴からエントリを選択します。

関連トピック

セルフケアポータル

通話の転送
アクティブコールを別の人に転送することができます。

別の担当者にコールを転送する

コールを転送した場合、他の担当者が応答するまでは、元のコールに接続した状態を保つこと

ができます。これにより、コールから自分を切断する前に、相手と個別に話をできます。話す

必要がない場合は、他の担当者が応答する前に通話を転送します。

また、通話から自分を切断する前に、両方の通話者の間で切り替えて、両者とそれぞれ個別に

話し合うこともできます。

手順

ステップ 1 保留中ではないコールで、[転送（Transfer）]を押します。

ステップ 2 別の担当者の電話番号を入力します。

ステップ 3 （任意）着信音が鳴るか、相手がコールに応答するまで待ちます。

ステップ 4 再度 [転送（Transfer）]を押します。

転送を行う前の会話

コールを転送する前に、転送先の相手と会話することができます。転送を行う前に、元のコー

ルと転送するコールを切り替えることもできます。

通話
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始める前に

アクティブコールを転送しなければならない場合があります。

手順

ステップ 1 [転送（Transfer）]を押します。

ステップ 2 別の担当者の電話番号を入力します。

ステップ 3 [切替（Swap）]を押すと、保留中のコールに戻ります。

ステップ 4 [転送（Transfer）]を押して転送を開始します。

電話会議とミーティング
1つのコールで複数の相手と話し合うことができます。別のユーザにダイヤルして、そのユー
ザをコールに追加することができます。

会議コールに複数の参加者を追加する場合は、それぞれ数秒の間隔を空けて追加します。

会議ホストとして、会議から個々の参加者を削除できます。参加者全員が電話を切ると、会議

は終了します。

他の人をコールに追加する

コール中に別の人を通話に追加できます。

手順

ステップ 1 通話中に、[会議（Conf）]を押します。

ステップ 2 番号を入力します。

ステップ 3 （任意）着信音が鳴るか、相手がコールに応答するまで待ちます。

ステップ 4 [会議（Conf）]を押します。

会議を確立する前にコール間を切り替える

通話相手を会議に追加する前に、その相手と会話することができます。また、その相手との

コールと会議コールとの間で切り替えることもできます。

通話
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手順

ステップ 1 新しいコール参加者にコールしますが、その参加者を会議には追加しないでください。

コールが接続されるまで待機します。

ステップ 2 参加者と会議の間で切り替えるには、[切替（Swap）]を押します。

会議参加者の表示と削除

会議を作成した場合、会議に参加した最新の 16人の参加者についての詳細を表示できます。
また、参加者を削除することもできます。

手順

ステップ 1 会議中に [詳細の表示（Show Details）]を押すと、参加者のリストが表示されます。

ステップ 2 （任意）いずれかの参加者を強調表示して [削除（Remove）]を押すと、その参加者が会議か
ら削除されます。

通話
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