
連絡先

Cisco Unified IP Phone 6921、6941、6945、および 6961では、次のディレクトリを使用して、社
内および個人の連絡先にアクセスできます。

• 社内ディレクトリ, 1 ページ

• パーソナルディレクトリ, 3 ページ

社内ディレクトリ
社内ディレクトリには、電話機からアクセスできる社内の連絡先が含まれています。システム管

理者はこのディレクトリを設定および保守します。

電話機が HTTPSを使用してサービスに接続されている場合は、サービスヘッダーの右側にロッ
クアイコンが表示されます。

検索から連絡先にダイヤル

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [社内ディレクトリ]を選択し
ます。

ステップ 3 同僚を検索するための条件を選択します。

• [名]

• [姓]

• [電話番号]
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ステップ 4 検索条件の情報を入力して [送信]を押し、連絡先を選択します。

ステップ 5 次のアクションのいずれかを実行して、連絡先にダイヤルします。

• [ダイヤル]を押します。

• [選択]を押します。

•連絡先のラベル番号を押します。

•回線ボタンを押します。

•
スピーカフォン を押します。

•
ヘッドセット を押します。

•ハンドセットを取り上げます。

コール中に検索から連絡先にダイヤルする

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [社内ディレクトリ]を選択し
ます。

ステップ 3 同僚を検索するための条件を選択します。

• [名]

• [姓]

• [電話番号]

ステップ 4 情報を入力して、[検索] > [ダイヤル]を選択します。

ステップ 5 次のアクションのいずれかを選択して、最初のコールを処理します。

•
保留 を押して最初のコールを保留にして 2番目をダイヤルする。

•
転送 を押して最初の相手に転送し、自分はコールから切断する。アクションを完了す

るには、ダイヤル後にもう一度転送を押します。

•
会議 を押して自分を含むすべての参加者の会議コールを作成する。操作を完了するに

は、ダイヤル後にもう一度会議を押します。

•終了を押して最初のコールを切断して 2番目をダイヤルする。
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パーソナルディレクトリ
パーソナルディレクトリには、個人の連絡先リストが含まれています。ファストダイヤル用に、

ファストダイヤルコードを自分のパーソナルディレクトリエントリへ割り当てられます。

パーソナルディレクトリを設定および保守するには、次の 2つの方法があります。

•電話機を使用して次の操作を実行できます。

◦パーソナルディレクトリの設定と使用

◦ファストダイヤルコードの割り当てと使用

•セルフケアポータルを使用すると、パーソナルディレクトリを設定して使用できます。

電話機が HTTPSを使用してサービスに接続されている場合は、サービスヘッダーの右側にロッ
クアイコンが表示されます。

関連トピック

シスコユニファイドコミュニケーションセルフケアポータルへのログイン

パーソナルディレクトリオプション

ここでは、パーソナルディレクトリのオプションについて説明します。

パーソナルディレクトリのログインおよびログアウト

電話機は、一定の時間が過ぎると自動的にログアウトされます。この時間制限は、設定によって

異なります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 ナビゲーションパッドと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [パーソナルディレクトリ]
を選択します。

ステップ 3 ユーザ IDと、システム管理者から取得した暗証番号を入力して、[送信]を押します。

ステップ 4 ログアウトするには、[ログアウト]を選択し、選択を押してから [OK]を押します。
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パーソナルディレクトリエントリの追加

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。

ステップ 3 [個人アドレス帳]を選択します。
[エントリの検索]画面が表示されます。

ステップ 4 [送信]を押します。

ステップ 5 [新規]を押します。必要に応じて、先に [次へ]を押します。

ステップ 6 ニックネーム情報を入力します。

名前を入力することもできます。

ステップ 7 [電話]を押して、電話番号を入力します。
9、1など、必要なすべてのアクセスコードを必ず含めてください。

ステップ 8 [送信]を押して、パーソナルディレクトリにエントリを追加します。

パーソナルディレクトリのエントリの検索

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。

ステップ 3 [個人アドレス帳]を選択します。

ステップ 4 次の条件を 1つまたはすべて選択するか、何も選択せずに、エントリを検索します。

• [姓]

• [名]

• [ニックネーム]

ステップ 5 検索条件の情報を入力して [送信]を押します。
名前が表示されます。
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パーソナルディレクトリからの番号のダイヤル

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。

ステップ 3 [個人アドレス帳]を選択し、エントリを検索します。

ステップ 4 ダイヤルする個人アドレス帳のエントリを選択します。

ステップ 5 [ダイヤル]を押します。

パーソナルディレクトリのエントリの削除

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。

ステップ 3 [個人アドレス帳]を選択し、エントリを検索します。

ステップ 4 [選択]を押します。

ステップ 5 [編集]を押します。

ステップ 6 [削除]を押します。
必要に応じて、先に [次へ]を押します。

ステップ 7 [OK]を押して、削除を確認します。

Cisco Unified IP Phone 6921/6941/6945/6961 ユーザガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.0（SCCP
and SIP）

5

連絡先

パーソナルディレクトリオプション



パーソナルディレクトリエントリの編集

手順

ステップ 1 連絡先 を押します。

ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。

ステップ 3 [個人アドレス帳]を選択し、エントリを検索します。

ステップ 4 [選択]を押します。

ステップ 5 [編集]を押します。

ステップ 6 エントリの情報を変更します。

ステップ 7 [電話]を押して、電話番号を変更します。

ステップ 8 [更新]を押します。

ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリ

ここでは、ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリの使用について説明します。

ファストダイヤルコードのパーソナルディレクトリエントリへの割り当て

手順

ステップ 1 パーソナルディレクトリにログインします。（ナビゲーションバーとボタンを使用し、画面を

スクロールして選択します）。

ステップ 2 名前の情報を入力して [送信]ソフトキーを押します。

ステップ 3 名前を選択して [ファスト]ソフトキーを押します。

ステップ 4 番号を選択して [選択]ソフトキーを押します。

ステップ 5 [次へ]ソフトキーを押します。

ステップ 6 番号に割り当てる新しいファストダイヤルコードに対して [割り当て]ソフトキーを押します。

   Cisco Unified IP Phone 6921/6941/6945/6961 ユーザガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.0
（SCCP and SIP）

6

連絡先

ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリ



ファストダイヤルコードを使用してコールを発信する

手順

ステップ 1 パーソナルディレクトリにログインし、ファストダイヤルコードを検索します（ナビゲーショ

ンバーとボタンを使用し、画面をスクロールして選択します）。

ステップ 2 ダイヤルするファストダイヤルコードを選択します。

ステップ 3 [ダイヤル]ソフトキーを押します。

ファストダイヤルコードの削除

手順

ステップ 1 パーソナルディレクトリにログインし、ファストダイヤルコードを検索します（ナビゲーショ

ンバーとボタンを使用し、画面をスクロールして選択します）。

ステップ 2 削除するファストダイヤルコードを選択します。

ステップ 3 [削除]ソフトキーを押します。
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