
連絡先

• 社内ディレクトリ, 1 ページ

• パーソナルディレクトリ, 2 ページ

• ファストダイヤル, 5 ページ

• ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリ, 5 ページ

• Cisco WebDialer, 7 ページ

社内ディレクトリ
[社内ディレクトリ]メニューには、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。

連絡先の検索と連絡先へのダイヤル

手順

ステップ 1 連絡先ボタン を押します。

ステップ 2 ナビゲーションクラスタ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 次の検索条件のいずれかまたはすべてを選択し、同僚を検索します。

•名

•姓

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 ダイヤルするには、次の操作のいずれかを実行します。

Cisco Unified Communications Manager 10.5 向け Cisco IP Phone 8811、8841、8851、8851NR、および 8861 ユー
ザガイド

1



• [コール]を押します。

• [選択]を押します。

•キーパッドで、連絡先ラベルの右上隅に表示されている番号を押します。

•スピーカフォンボタン を押します。

•ヘッドセットボタン を押します。

•ハンドセットを取り上げます。

コール中の連絡先の検索とダイヤル

手順

ステップ 1 連絡先ボタン を押します。

ステップ 2 ナビゲーションクラスタ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 次の検索条件のいずれかまたは両方を選択し、同僚を検索します。

•名

•姓

ステップ 4 検索条件の情報を入力して [検索]を押します。

ステップ 5 [コール]を押します。
既存のコールが保留になり、新しいコールが開始されます。

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は、電話機または Cisco Unified Communicationsセルフケアポータルか
ら設定できます。電話機を使用して、ファストダイヤルコードをディレクトリエントリに割り

当てます。詳細については、次のURLの『CiscoUnifiedCommunications Self Care PortalUserGuide
（CiscoUnified Communicationsセルフケアポータルユーザガイド）』を参照してください。http:/
/www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/useroptions/10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_00_
self-care-user-guide-1051.html [英語]
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パーソナルディレクトリのログインおよびログアウト

手順

ステップ 1 連絡先ボタン を押します。

ステップ 2 [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]を選択し、[選択]を押してから [OK]を押します。

電話機から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 連絡先ボタン 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 [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 連絡先ボタン 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 次のいずれかまたはすべてを選択します。
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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。

パーソナルディレクトリから番号のダイヤル

手順

ステップ 1 連絡先ボタン 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 [パーソナルディレクトリ]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 [コール]を押します。

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 連絡先ボタン 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。
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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 連絡先ボタン 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。

ファストダイヤル
ファストダイヤルを使用すると、電話機のファストダイヤルサービスから電話番号をダイヤル

できます。

[ファストダイヤル] ボタンを使用したコールの発信

手順

ステップ 1 [ファストダイヤル]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 [個人ファストダイヤル]を選択します。

ステップ 4 ファストダイヤルコードを選択して、[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とパーソナルディレクトリ
ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリを管理するには、電話機の [連絡先]メニュー
を使用します。
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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 連絡先ボタン を押します。

ステップ 2 [パーソナルディレクトリ]を選択します

ステップ 3 [個人アドレス帳]を選択します

ステップ 4 名前を入力して [送信]を押します。

ステップ 5 [選択]を押してから [ファスト]を押します。

ステップ 6 番号を選択し、[選択]を押します。

ステップ 7 割り当てられていないファストダイヤルインデックスまでスクロールし、[送信]を押します。

ファストダイヤルコードによるコールの発信

手順

ステップ 1 連絡先ボタン 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 [個人ファストダイヤル]を選択し、ファストダイヤルコードまでスクロールします。
さらにファストダイヤルコードを表示するには、[次へ]を押しま
す。

（注）

ステップ 4 必要なファストダイヤルコードを選択し、[コール]を押します。
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ファストダイヤルコードの削除

手順

ステップ 1 連絡先ボタン 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 [個人ファストダイヤル]を選択し、ファストダイヤルコードを検索します。

ステップ 4 必要なコードを選択して、[削除]を押します。

ステップ 5 インデックスを選択して、[削除]を押します。

Cisco WebDialer
Cisco WebDialerを使用すると、Webブラウザで項目を選択することで、ディレクトリ連絡先への
コールを Cisco IP Phoneで発信できます。

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。

Cisco WebDialer と他のオンライン社内ディレクトリの使用

手順

ステップ 1 Webブラウザで、Cisco WebDialer有効ページのアドレスを入力します。
https://[CUCM IP]/webdialer/Webdialer

ステップ 2 プロンプトが表示されたら、ユーザ IDとパスワードを入力します。
CiscoWebDialerを初めて使用する場合は、[コールの開始]ウィンドウで設定を確認しま
す。

（注）

ステップ 3 回線または電話機を選択します。

1本の回線を持つ電話機を 1台だけ使用している場合は、適切な電話機と回線が自動的に選択さ
れます。

同じタイプの電話機が複数ある場合、リストでは、デバイスタイプとMACアドレスによって電
話機が識別されます。電話機にMACアドレスを表示するには、[アプリケーション] > [電話の情
報]を選択します。

ステップ 4 電話番号を入力したら、[ダイヤル]を選択します。

ステップ 5 コールが終了したら、[終了]を選択するか、ハンドセットを置きます。
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Cisco WebDialer の設定の変更

手順

ステップ 1 Cisco WebDialerを使用してコールを開始し、[コールの開始]ウィンドウにアクセスします。

ステップ 2 [コールの開始]ウィンドウから、次のいずれかのオプションを選択します。

•優先する言語

•優先するデバイス

ステップ 3 回線または電話を選択します。

1本の回線を持つ電話機を 1台だけ使用している場合は、適切な電話機と回線が自動的
に選択されます。

同じタイプの電話機が複数ある場合、リストでは、デバイスタイプとMACアドレスに
よって電話機が識別されます。電話機にMACアドレスを表示するには、[アプリケー
ション] > [電話の情報]を選択します。

（注）

ステップ 4 エクステンションモビリティプロファイルを持っている場合、[コールに使用するデバイス]ド
ロップダウンメニューから [エクステンションモビリティ]を選択します。

ステップ 5 [コールの確認ダイアログを表示しない]および [自動終了の無効化]を選択してないことを確認し
ます。

[コールの確認ダイアログを表示しない]を選択すると、次に電話機を使うときに、[コー
ルの開始]ウィンドウが表示されません。 [自動終了の無効化]を選択すると、[コールの
開始]ウィンドウは 15秒後に自動的に閉じません。

（注）

Cisco WebDialer からのログアウト

手順

ステップ 1 [コールの開始]または [終了]ウィンドウにアクセスします。

ステップ 2 [ログアウト]を選択します。
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