
Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems、および Cisco Systems のロゴは、米国および
一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマ
ニュアルまたは Web サイトで言及されているその他のブランド、名称、また
は商標はすべて、それぞれの所有者のものです。「パートナー」という語の使
用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。（0501R）

Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

 OL-4637-03-J

コールの表示とダイヤル

目的 必要な操作または状態の説明

最後にダイヤ

ルした電話番

号をリダイヤ

ルする

［リダイヤル］を押します。

履歴を表示す

る

 >［フザイリレキ］、

［チャクシンリレキ］、  または

［ハッシンリレキ］を選択します。

履歴からダイ

ヤルする

履歴のリストをスクロールして

番号を選択し、必要であれば電話

番号を編集して、オフフックにし

ます。 

履歴の電話番

号を編集する

［ヘンシュウ］を押してから、<<
または >> で、数字の消去または

カーソルの位置変更を行います。

社内ディレク

トリからダイ

ヤルする

 >［シャナイディレク

トリ］を選択します。最初の数文

字を入力して［ケンサク］を押し

ます。リストをスクロールして選

択し、オフフックにします。

スピーカフォ

ンを使用する

［ハッシン］を押し、電話番号を

入力します。ダイヤル、リダイヤ

ル、または短縮ダイヤルの操作を

行う前または後に  を押しま

す。

別のコールが

アクティブな

ときにコール

を発信する

［ハッシン］を押します。元のコー

ルは自動的に保留状態になりま

す。
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コールの表示とダイヤル
ソフトキーの機能

タンシュク 短縮ダイヤルのインデックス番号

を使用してダイヤルする

オウトウ コールに応答する

ワリコミ 共有回線のコールに参加する

オリカエシ 話し中または呼び出し中の内線が

応対可能になったときに通知を受

信する

キャンセル 変更内容を適用せずに、操作を

キャンセルまたは画面を終了する

C ワリコミ 共有回線のコールに参加し、会議

コールを開催する

フザイ コール転送を設定またはキャンセ

ルする

クリア レコードまたは設定を削除する

サンカシャ 会議の参加者を表示する

カイギ 会議コールを作成する

デフォルト 設定（音量も含む）を元の製造時

の値に復元する

サクジョ 編集機能を使用しているときに、

カーソルの右側にある文字を削除

する

ダイヤル 入力した電話番号をダイヤルする

D テンソウ 2 つのコールを相互に転送する

ヘンシュウ 履歴の電話番号を編集する

シュウリョウ 現在のコールを切断する

シュウリョウ 前の画面に戻る

G ピック グループ外の内線のコールに応答

する

サンカ 複数のコールを 1 つの回線に加え、

会議コールを作成する

ミートミー Meet-Me 会議コールを開催する

ツギヘ その他のソフトキーを表示する



ハッシン 新しいコールを発信する

パーク コール パークを使用してコールを

保存する

ピック グループ内で別の内線のコールに

応答する

ヒツウチ 共有回線でコールの参照やコール

への割り込みを他者に許可または

禁止する

ヒンシツ 問題のあるコールに関する情報を

システム管理者に送信する

リダイヤル 最後にダイヤルした電話番号にリ

ダイヤルする

サクジョ 会議の参加者を削除する

フクゲン 設定（音量も含む）を前回保存し

た値に復元する

フッキ 保留されたコールを復帰する

ドロップ 会議コールに最後に追加された参

加者を削除する

ホゾン 選択した設定を保存する

ケンサク ディレクトリのリストを検索する

センタク 画面上で項目を選択する

テンソウ コールを転送する

コウシン 内容を更新し、最新情報を取得す

る

<< 入力した文字を削除する

>> 入力した文字の上を移動する
ボタンの機能

コールの転送

メッセージ

サービス

 または ヘルプ

ディレクトリ

設定

スピーカ

ミュート

ヘッドセット

目的 必要な操作または状態の説明

コールを転送

する

接続コール中に［テンソウ］を押

し、転送先の電話番号を入力しま

す。コールの呼出音が聞こえた

ら、切断するか、または［テンソ

ウ］を押してから切断します。

2 つの現在の

コールを相互

に転送する（直

接転送）

その回線における対象の各コー

ルまでスクロールし、［センタク］

を押します。選択したコールのい

ずれかで、［ツギヘ］>［D テンソ

ウ］を押します。発信者との通信

を継続するには、代わりに［サン

カ］を使用して会議を作成しま

す。

i

コール転送の使用方法

会議コールの使用方法

目的 必要な操作または状態の説明

プライマリ回

線のコール転

送を設定する

［フザイ］を押し、転送先の電話

番号を入力します。 

コンピュータ

で任意の回線

のコール転送

を設定または

キャンセルす

る

ユーザ オプション Web ページに

ログインし、メイン メニューか

ら［すべてのコールを別の番号に

転送］を選択します。

転送をキャン

セルする

［フザイ］を押します。

目的 必要な操作または状態の説明

参加者にコー

ルを発信して

標 準 の 会 議

コールを開催

する

接続コール中に、別の発信者を

コールに追加するには、［ツギヘ］

>［カイギ］を押します。参加者

の電話番号をダイヤルします。接

続されたら、［カイギ］をもう一

度押します。この操作を繰り返し

て、参加者を 1 人ずつ追加します。

現在の発信者

を標準の会議

の参加者とし

て追加する

その回線における対象の各コー

ルまでスクロールし、［センタク］

を押します。選択したコールで、

［ツギヘ］>［サンカ］を押します。

参加者のリス

トを表示する

アクティブな会議を選択し、［サ

ンカシャ］を押します。アスタリ

スク（*）の付いた人物は会議の

開催者です。

会議から参加

者を削除する

会議の開催者である場合、［ド

ロップ］を押すか、または会議の

参加者のリストをスクロールし

て名前を選択し、［サクジョ］を

押すことができます。


	クイック リファレンス
	Cisco IP Phone 7940/7960電話ガイド

	ソフトキーの機能
	ボタンの機能
	コールの転送
	コール転送の使用方法
	会議コールの使用方法
	コールの表示とダイヤル

