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電話帳と短縮ダイヤルの使用方法

［ディレクトリ］メニューを利用すると、次の機能を使用できます。

• 個人の電話帳：電話機に保存された連絡先情報

• 短縮ダイヤル：キーパッドからアクセスする短縮ダイヤル番号

• 社内ディレクトリ：社内の電話ディレクトリにアクセス

次のセクションを参照して、これらの機能を設定および使用します。

• 電話帳の使用方法（P. 42）

• 短縮ダイヤル（P. 45）
Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 電話ガイド for Cisco Unified CallManager 4.2 41



電話帳の使用方法
電話帳メニューを使用して、電話帳のエントリを表示、そのエントリにダイヤル、または編集します。

目的 操作

電話帳の参照とエントリ

のリストの表示

［デンワチョウ］を押します。エントリ名が表示されます。

電話帳エントリが存在しない場合は、「クウハク」と表示されます。

（注） ご使用の電話機には、［デンワチョウ］ソフトキーの代わりに［サー

ビス］ソフトキーが表示される場合があります。その場合、電話

帳エントリにアクセスするには、［メニュー］>［ディレクトリ］>
［デンワチョウ］を選択する必要があります。

電話帳のエントリの表示 目的の電話帳エントリにスクロールして、［ショウサイ］を押します。

名前や電話番号のリストなど、電話帳エントリの項目が表示されます。

電話帳からの番号のダイ

ヤル

1. ［デンワチョウ］を押します。

2. エントリまでスクロールします。

3. を押して番号をダイヤルします。

電話帳エントリの 初の番号がダイヤルされます。

電話帳からの特定の番号

のダイヤル

1. ［デンワチョウ］を押して、エントリにスクロールします。 

2. ［ショウサイ］を押して、目的の電話番号にスクロールします。

3. を押して番号をダイヤルします。

既存の電話帳エントリの

編集

1. ［デンワチョウ］を押して、エントリにスクロールします。 

2. ［ショウサイ］を押して、編集するエントリの項目にスクロールします。

3. ［ヘンシュウ］を押して、P.44 の「テキストの入力と編集」の手順に従

います。

4. エントリの編集が完了したら OK を押し、［ホゾン］を押します。
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電話帳のエントリの追加または変更
新しい電話帳エントリを追加したり、既存のエントリを変更したりするには、［ディレクトリ］メニュー

を使用します。 

ヒント

• 外部の電話番号を追加する場合は、9 などの外部アクセス番号、および 1 やエリア コードも含めた

電話番号全体を入力します。

• 社内ディレクトリを使用するには、P.60 の「電話機での社内ディレクトリの使用」 を参照してくだ

さい。

• システム管理者は、7920 設定ユーティリティを使用して、電話帳エントリや短縮ダイヤルエント

リを電話機に追加することができます。

目的 操作

電話帳エントリの参照 1. ［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］を選択します。

2. ［ナマエ］を選択してエントリを表示します。

電話帳エントリの情報の

表示

電話帳エントリにスクロールして、［ショウサイ］を押します。

新しい電話帳エントリの

追加

1. ［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］>［ツイカ］を選択

します。

2. エントリ項目にスクロールして、［センタク］を押します。

3. P.44 の「テキストの入力と編集」の手順に従って、名前または電話番

号を入力します。

4. 入力が完了したら OK を押し、［ホゾン］を押します。

既存の電話帳エントリの

編集

1. ［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］>［ナマエ］を選択

します。

2. エントリまでスクロールして、［ショウサイ］を押します。

3. ［ジタクノデンワバンゴウ］などの編集項目までスクロールします。

4. P.44 の「テキストの入力と編集」の手順に従って項目を編集します。

5. 完了したら OK を押し、［ホゾン］を押します。

電話帳エントリの削除 1. ［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］>［ナマエ］を選択

します。

2. エントリまでスクロールし、 または を押して［サクジョ］を表示し

ます。

3. ［サクジョ］を押し、OK を押して、電話レコードの削除を確認します。

4. ［モドル］を押して［ディレクトリ］メニューに戻ります。
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テキストの入力と編集

パスワードと電話帳のエントリには、文字、数字、および特殊文字を入力できます。キーパッドの数

字キーを押すと、そのキーが制御するすべての文字が表示されます。キーを押すたびに、別の文字が

表示されます。 

目的 操作

文字の入力 1 番目の文字を入力するには数字キーを 1 回、2 番目の文字を入力するに

は 2 回、3 番目の文字を入力するには 3 回押します。

数字の入力 数字を入力するには、該当の数字キーを 4 回押します。

後の文字の削除 文字列の 後の文字または数字を削除するには、［クリア］を 1 回押します。

文字列全体の削除 テキストまたは数字の文字列全体を削除するには、［クリア］を押し続け

ます。

大文字の使用 を押して大文字と小文字を切り替えます。画面の右上隅に、大文字か

小文字かを示す または が表示されます。

スペースの入力 文字間にスペースを入力するには、 または を押します。

特殊文字と記号の入力 を押して、次に示す記号画面を表示します。

目的の記号を選択するには、 、 、 、または を使用します。

テキストに記号を挿入するには、［シヨウ］を押します。

編集モードのキャンセル メニュー オプションやメイン画面に戻るには、必要に応じて［モドル］を

押します。

#
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短縮ダイヤル
短縮ダイヤルでは、インデックス番号を入力する、ボタンを押す、電話スクリーン項目を選択するの 3

つの方法のいずれかを使用してコールを発信することができます。電話機は設定に応じて、次のよう

な複数の短縮ダイヤル機能をサポートできます。

• 短縮ダイヤルのホットキー

• 短縮ダイヤルと固定短縮ダイヤル

• ファースト ダイヤル

（注） • 使用する電話機で短縮ダイヤルのホットキーを設定するには、P.45 の「短縮ダイヤル ホッ

トキーの設定」を参照してください。

• 短縮ダイヤル機能を設定するには、ユーザ オプション Web ページにアクセスする必要が

あります。P.63 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。

• ファースト ダイヤルを設定するには、個人ディレクトリ機能にアクセスする必要がありま

す。『Customizing Your Cisco Unified IP Phone on the Web』
（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphone/index.htm）を参照してくださ

い。

• システム管理者が短縮ダイヤル機能を設定することもできます。

短縮ダイヤル ホットキーの設定

Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 キーパッドの数字キー（2 ～ 9）は、短縮ダイヤル番号にアクセス

するホットキーになります。8 つの短縮ダイヤル ホットキーに電話番号を割り当てることができます。

番号 1 のキーはボイス メッセージ システムへのアクセス用に予約されています。

目的 操作

短縮ダイヤル メニューへ

のアクセス

1. ［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］を選択します。

2. ［タンシュク ダイアル］にスクロールして選択します。 短縮ダイヤルの

ホットキーの一覧が表示されます。

が付いている短縮ダイヤル ホットキーには、電話番号が割り当て

られています。

短縮ダイヤル ホットキー

に割り当てられた電話番

号の表示

1. 例：［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］>［タンシュク

ダイアル］を選択します。

2. 目的の短縮ダイヤル < 番号 > にスクロールして、［ショウサイ］を押

します。
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ヒント

必要に応じて、9 などのプレフィクスやエリア コードも含めて、実際にダイヤルする場合とまったく

同じように外部の電話番号を入力する必要があります。

短縮ダイヤル ホットキー

への電話番号の割り当て

1. ［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］>［タンシュクダイ

アル］を選択します。

2. 使用可能な短縮ダイヤルのホットキーにスクロールして、［ショウサ

イ］を押します。

3. ［ショウサイ］を押して情報を入力します。P.44 の「テキストの入力

と編集」を参照してください。

4. OK を押して、短縮ダイヤルを保存します。

短縮ダイヤル ホットキー

の電話番号の変更

1. ［メニュー］>［ディレクトリ］>［デンワチョウ］>［タンシュクダイ

アル］を選択します。

2. 設定済みの短縮ダイヤル番号にスクロールして、［ショウサイ］を押し

ます。

3. ［ショウサイ］を押して、既存の電話番号を変更またはクリアします。

4. 変更を確認するには OK を押し、［モドル］を押してメニューを終了

します。

短縮ダイヤル ホットキー

による電話番号の短縮ダ

イヤル

使用する短縮ダイヤルのホットキーに対応する （2 ～ 9 のキー）を押し

続けます。該当のホットキーに保存されている番号が表示され、ダイヤル

されます。 

目的 操作

2
ABC
46 OL-9473-01-J



電話帳と短縮ダイヤルの使用方法
短縮ダイヤルとファースト ダイヤルの使用

短縮ダイヤル機能を設定するには、ユーザ オプション Web ページにアクセスする必要があります。

P.63 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。

ヒント

画面に、ユーザ オプション Web ページで設定された短縮ダイヤル番号の 初の数個の名前が表示され

ます。 

目的 操作

短縮ダイヤル番号を使用

する

1. ユーザ オプション Web ページから短縮ダイヤル番号を設定します。

2. 電話をかけるには、画面の短縮ダイヤル名までスクロールします。

3.  を押します。

固定短縮ダイヤル機能を

使用する

1. ユーザ オプション Web ページから固定短縮ダイヤル コードを設定し

ます。

2. コールを発信するには、固定短縮ダイヤル コードを入力し、［タンシュ

ク］を押します。

ファースト ダイヤルを使

用する

1. ユーザ オプション Web ページからファースト ダイヤル サービスに登

録し、ファースト ダイヤル コードを設定します。P.64 の「電話機サー

ビスへの登録」を参照してください。

2. 電話をかけるには、使用する電話機で、［メニュー］>［サービス］>
Fast Dial service を選択します（名前は異なる場合があります）。

3. リストを強調表示し、 を押します。
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