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基本機能基本機能基本機能基本機能

電話の発信電話の発信電話の発信電話の発信

• 受話器を取り、番号をダイヤルする。
• ご使用の回線の回線回線回線回線ボタンを押し、番号を
ダイヤルする。

• スピーカスピーカスピーカスピーカ ボタンを押し、番号をダイヤルす
る。

• ［ハッシン］［ハッシン］［ハッシン］［ハッシン］ ソフト キーを押し、番号をダイ
ヤルする。

• ヘッドセットを使用している場合、ヘッドヘッドヘッドヘッド
セットセットセットセット ボタンを押し、番号をダイヤルする。

• 短縮ダイヤル番号が設定されている場合、
短縮ダイヤル短縮ダイヤル短縮ダイヤル短縮ダイヤル ボタンを押す。

• 番号をディレクトリから選択した場合、［ダ［ダ［ダ［ダ
イヤル］イヤル］イヤル］イヤル］ ソフト キーを押す。

着信への応答着信への応答着信への応答着信への応答

• 受話器を取る。
• ヘッドセットを使用している場合、ヘッドヘッドヘッドヘッド
セットセットセットセット ボタンを押す。必要に応じて、着信
通話の回線回線回線回線ボタンを押します。

• スピーカフォンを使用する場合、［オウト［オウト［オウト［オウト
ウ］ウ］ウ］ウ］ ソフト キー、またはスピーカスピーカスピーカスピーカ ボタンを
押す。

通話の終了通話の終了通話の終了通話の終了 

• 受話器を置く。
• ヘッドセットを使用している場合、ヘッドヘッドヘッドヘッド
セットセットセットセット ボタン、または ［シュウリョウ］［シュウリョウ］［シュウリョウ］［シュウリョウ］ ソ
フト キーを押す。

• スピーカフォンを使用している場合、スススス
ピーカピーカピーカピーカ ボタン、または ［シュウリョウ］［シュウリョウ］［シュウリョウ］［シュウリョウ］ ソ
フト キーを押す。

リダイヤルリダイヤルリダイヤルリダイヤル

直前にダイヤルした番号をリダイヤルするに
は、［リダイヤル］［リダイヤル］［リダイヤル］［リダイヤル］ ソフト キーを押します。

Missed Calls （不在着信）の表示（不在着信）の表示（不在着信）の表示（不在着信）の表示

1. ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ ボタンを押します。

2. Missed Calls を表示するには、1 を押します。

ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ メニューからの短縮ダイヤルメニューからの短縮ダイヤルメニューからの短縮ダイヤルメニューからの短縮ダイヤル

1. ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ ボタンを押します。

2. 目的のディレクトリを特定し、その項目を
示す番号を押します。たとえば、Placed Calls
（発信履歴）には 3 を押します。

3. 選択した番号を短縮ダイヤルするには、［ダ［ダ［ダ［ダ
イヤル］イヤル］イヤル］イヤル］ ソフト キーを押します。番号の一
部を追加または削除するには、［ヘンシュ［ヘンシュ［ヘンシュ［ヘンシュ
ウ］ウ］ウ］ウ］ を押します。

（注）　（注）　（注）　（注）　LCD 画面に英数字を入力するには、ダイ
ヤル番号を入力するキーを使用します。番号
キーを 1 回または複数回押すと、特定の文字が
表示されます。たとえば、「a」を入力するには、
番号キーの 2 を 1 回押します。「b」を入力する
には 2 回、「c」を入力するには 3 回押します。
前に戻るには、<< ソフト キーを押します。

インスタントインスタントインスタントインスタント ヘルプヘルプヘルプヘルプ

ボタンや機能のヘルプの表示ボタンや機能のヘルプの表示ボタンや機能のヘルプの表示ボタンや機能のヘルプの表示

• ? ボタンを押し、ヘルプを表示した
いボタンまたはソフト キーを押す。

• Directories、Settings、または Services
メニュー内の機能を強調表示にし、?
ボタンをすばやく 2 回押す。

さらに詳しい情報についてさらに詳しい情報についてさらに詳しい情報についてさらに詳しい情報について

ユーザ ガイドを参照してください。
次の Web サイトをご覧ください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/
product/voice/c_ipphon/ip_7960/user_gd/
index.htm



通話の保留通話の保留通話の保留通話の保留

• ［ホリュウ］［ホリュウ］［ホリュウ］［ホリュウ］ ソフト キーを押す。

• 保留中の通話を再開するには、［フッキ］［フッキ］［フッキ］［フッキ］ ソ
フト キーを押す。

• 複数の通話が保留になっている場合は、セセセセ
レクトレクトレクトレクト ボタンを押して目的の通話を選択
し、［フッキ］［フッキ］［フッキ］［フッキ］ ソフト キーを押す。 

• 複数の回線で複数の通話が保留になってい
る場合は、切り替えたい回線の回線回線回線回線ボタンを
押す。セレクトセレクトセレクトセレクト ボタンを押して目的の通話
を選択し、［フッキ］［フッキ］［フッキ］［フッキ］ ソフト キーを押します。

（注）　（注）　（注）　（注）　保留機能を使用すると、音楽や呼び出し
音が流れるため、電話会議の保留は控えてくだ
さい。

電話会議の使用電話会議の使用電話会議の使用電話会議の使用

1. 通話中、［ツギヘ］［ツギヘ］［ツギヘ］［ツギヘ］ ソフト キーを押し、［カ［カ［カ［カ
イギ］イギ］イギ］イギ］ ソフト キーを押します。新しい回線
が開始され、1 人目の通話相手が保留にな
ります。

2. 2 人目の通話相手に電話をかけます。

3. 相手が応答したら、［カイギ］［カイギ］［カイギ］［カイギ］ をもう一度押
し、この通話相手を電話会議に追加します。

通話の転送通話の転送通話の転送通話の転送

1. 通話中に、［テンソウ］［テンソウ］［テンソウ］［テンソウ］ ソフト キーを押しま
す。通話が保留になります。

2. 転送先の番号をダイヤルします。
呼び出し音が聞こえたら、または転送先が応答
したら、［テンソウ］［テンソウ］［テンソウ］［テンソウ］ を押します。

（注）　（注）　（注）　（注）　転送できなかった場合は、［フッキ］［フッキ］［フッキ］［フッキ］ ソフ
ト キーを押し、元の通話に戻ります。

すべての通話の転送すべての通話の転送すべての通話の転送すべての通話の転送

1. ［フザイ］［フザイ］［フザイ］［フザイ］ ソフト キーを押します。呼び出し
音が 2 回聞こえます。

2. 通話の転送先の番号を入力します。転送先
の番号は、正確に入力してください。

LCD 画面の右上に電話のアイコンが点
滅します。

3. 転送を解除するには、［フザイ］［フザイ］［フザイ］［フザイ］ ソフト キー
を押します。

通話のミュート（消音）通話のミュート（消音）通話のミュート（消音）通話のミュート（消音） 

ミュートミュートミュートミュート ボタンを押します。ミュートを解除す
るには、もう一度ミュートミュートミュートミュート ボタンを押すか、受
話器を取ります。

音声メール音声メール音声メール音声メール

音声メールの確認音声メールの確認音声メールの確認音声メールの確認

メッセージメッセージメッセージメッセージ ボタンを押し、音声ガイドに従って
ください。

（注）　（注）　（注）　（注）　新しいメッセージが届くと、LCD 画面に
封筒のアイコンが点滅します。電話機の設定に
よっては、受話器のライトが点滅し、新しいメッ
セージが届いたことが知らされます。

音量および呼び出し音音量および呼び出し音音量および呼び出し音音量および呼び出し音

呼び出し音の音量の調節呼び出し音の音量の調節呼び出し音の音量の調節呼び出し音の音量の調節

受話器が受け台に置かれているときに、音量音量音量音量の
上下ボタンを押します。 

呼び出し音の変更呼び出し音の変更呼び出し音の変更呼び出し音の変更

1. 設定設定設定設定ボタンを押します。
2. Ring Type に対応する 2 を押します。セレク
ト ボタンを押し、Ring Type を設定するラ
インを選択します。［センタク］［センタク］［センタク］［センタク］ ソフト キー
を押します。

3. セレクト ボタンを押して呼び出し音をスク
ロールし、［サイセイ］［サイセイ］［サイセイ］［サイセイ］ ソフト キーを押して
選択した呼び出し音を試聴します。

4. 希望の呼び出し音を強調表示し、［センタ［センタ［センタ［センタ
ク］ク］ク］ク］ ソフト キーを押します。

5. OK  ソフト キーを押し、［ホゾン］［ホゾン］［ホゾン］［ホゾン］ ソフト
キーを押します。

受話器、スピーカフォン、またはヘッドセット受話器、スピーカフォン、またはヘッドセット受話器、スピーカフォン、またはヘッドセット受話器、スピーカフォン、またはヘッドセット
の音量の調節の音量の調節の音量の調節の音量の調節

通話中に、音量音量音量音量の上下ボタンを押します。選択
した音量を以降の通話に適用するには、［ホゾ［ホゾ［ホゾ［ホゾ
ン］ン］ン］ン］ ソフト キーを押します。

ユーザユーザユーザユーザ オプションオプションオプションオプション Web ページページページページ
ユーザ オプションの Web ページからは、Web
ページおよび電話機のデフォルト言語を変更で
きます。また、短縮ダイヤル ボタンの割り当て、

メッセージ ライトの設定、自動転送の管理、お
よび利用可能な機能とサービスへの加入を指定
できます。

メインメインメインメイン メニューへのアクセスメニューへのアクセスメニューへのアクセスメニューへのアクセス

1. Web ブラウザを使用して、システム管理者
から提供された URL にアクセスします。

2. ユーザ ID とパスワードを入力し、［ログオ［ログオ［ログオ［ログオ
ン］ン］ン］ン］ をクリックします。

3. 必要に応じて、ご使用の IP Phone またはプ
ロファイルを選択します。

ボタン一覧ボタン一覧ボタン一覧ボタン一覧
回線または
短縮ダイヤル 

メッセージ ディレクトリ

? ボタン

セレクト サービス 設定

音量

ヘッドセット ミュート スピーカ
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