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電話設定の使用

呼出音、電話スクリーン、および電話ロック設定を調整して、Cisco Unified Wireless IP Phone を個人設

定できます。

呼び出しのカスタマイズ
呼び出しトーンや画面の設定などの設定を調整することにより、電話機をカスタマイズすることがで

きます。

目的 操作

回線ごとに呼出音を変更する 1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［ヨビダシオントーン］>
［ヨビダシオントーンノセンタク］を選択します。

2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。

3. 呼出音を選択して、サンプルを再生します。

選択した呼び出しトーンが再生され、その横に が表示されます。 

4. ［モドル］を押して［デンワノセッテイ］に戻ります。

（注） 2 つのデフォルトの呼び出しトーン、およびユーザがダ
ウンロードした 1 つの呼び出しトーンの中から選択で
きます。 
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ヒント

• 場合によっては、ユーザ オプション Web ページの［電話の呼び出し音設定を変更］にアクセスす

る前に、システム管理者が電話機でこのオプションを有効にする必要があります。

• 通常、デフォルトのシステム ポリシーに従って、新しいボイス メッセージの受信時には常に電話

機のハンドセットのボイス メッセージ ライトが点灯します。

• プロファイルを設定するメニューにアクセスすると、システム管理者の電話機の設定方法によっ

て、画面に電話ステータスしか表示されないことがあります。

Cisco Unified CallManager からの

呼び出しトーンのダウンロード

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［ヨビダシオントーン］を

選択します。

2. ［ヨビダシオントーンノダウンロード］までスクロールして選択

します。

3. リストで目的の呼び出しトーンにスクロールして、選択します。 

4. を押して［サイセイ］を表示し、そのキーを押して選択した

呼び出しトーンを聞きます。

ダウンロードした呼び出しトーンの横に が表示されます。 

5. ［モドル］を押して［デンワノセッテイ］に戻ります。

（注） ダウンロードした呼び出しトーンが電話機の呼び出し
トーンのリストに表示されます。

ヘッドセットの呼出音を選択す

る

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［ヨビダシオントーン］を

選択します。

2. ［出力］までスクロールして選択します。

3. スピーカまたはヘッドセットの呼出音出力までスクロールして

選択します。

選択した出力の横に が表示されます。 

4. ［モドル］を押して［デンワノセッテイ］に戻ります。

電話機の呼出音の音量レベルを

調節する

P.54 の「ユーザ プロファイルの設定の変更」を参照してください。

目的 操作
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電話スクリーンのカスタマイズ
電話スクリーンの特徴とメッセージを調整することができます。

目的 操作

電話画面の起動メッセージ

の変更

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［グリーティング メッセー

ジ］を選択します。

2. ［ヘンシュウ］を押します。

3. メッセージを 15 文字以内で入力します。P.48 の「テキストの入力

と編集」を参照してください。

4. OK を押して変更内容を保存し、［モドル］を押して［デンワノセッ

テイ］に戻ります。

メインの電話画面メッセー

ジの変更

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［ショキガメン メッセージ］

を選択します。

2. ［ヘンシュウ］を押します。

3. メッセージを 10 文字以内で入力します。P.48 の「テキストの入力

と編集」を参照してください。

4. OK を押して変更内容を保存し、［モドル］を押して［デンワノセッ

テイ］に戻ります。

電話画面のバックライトの

変更

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［バックライト］を選択します。

2. ［オフ］または［オン］までスクロールして、［センタク］を押します。 

電話画面のフォントを変更

する

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［フォント］を選択します。

2. XML または［インターナル］までスクロールして、［センタク］を

押します。 

行テキストのラベルを変更

する

1. ユーザ オプション Web ページにログインします。P.70 の「ユーザ

オプション Web ページへのアクセス」を参照してください。

2. 行ラベルの設定を変更します。 

電話スクリーンの言語を変

更する。

1. ユーザ オプション Web ページにログインします。P.70 の「ユーザ

オプション Web ページへのアクセス」を参照してください。

2. 言語の設定を変更します。 
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電話ロックの設定の変更
電話ロック機能を有効にすることによって電話機へのアクセスを保護することができます。電話機の

電源をオンにした後で、電話機が無線ネットワークで認証する前に、パスワードを入力する必要があ

ります。

ヒント

• 電話ロック機能が有効でパスワードを変更していない場合、12345（デフォルトのパスワード）を

入力し、電話ロックを解除します。

• 電話ロックのパスワードを変更して忘れた場合、システム管理者に連絡して電話ロックを解除しリ

セットしてもらいます。個人設定および電話帳エントリがすべて削除されます。

目的 操作

電話機の電源をオンにすると

ロック解除するパスワードの入

力を要求する

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［デンワロック］を選択

します。

2. ［オン / オフ］までスクロールして選択します。

3. 次のいずれかの操作を実行してから、［センタク］を押します。

• ［オフ］までスクロールして電話ロックを無効にします。 

• 電話ロックのパスワードを要求する場合は、［オン］にします。

電話ロックのパスワードを変更

する

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［デンワロック］を選択

します。

2. ［パスワード］までスクロールして選択します。

3. ［ヘンシュウ］を押して電話ロックのパスワード（* や # を含

む 10 文字まで）を入力します。 

4. OK を押して変更内容を確認し、［モドル］を押して［デンワ

ノセッテイ］に戻ります。

（注） デフォルトのパスワードは、12345 に設定されていま
す。
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キーパッドの自動ロック設定
一定時間が経過するとキーパッドが自動的にロックされるように電話機を設定できます。

ヒント

• 誤ってキーを押したりコールをリダイヤルしたりするのを防止するには、自動キーロック機能を使

用します。

• 自動ロック機能は、電話機がアイドル状態で、メイン画面が表示されている場合にのみ有効になり

ます。

目的 操作

電話機の使用後にキーパッドを

自動的にロックする

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［ジドウキーロック］を

選択します。

2. 次の時間間隔のいずれかまでスクロールして選択します。

• ジドウ 15 ビョウ

• ジドウ 30 ビョウ

• ジドウ 60 ビョウ

（注） ［ジドウキーロック］オプションの下の に、選択し
た間隔が表示されます。

キーパッドのロック解除 1. キーを押し続けます。

画面に「キーロックオフ ?」と表示されます。

2. OK を押すと アイコンが消えます。

自動キーパッド ロックをオフ

にする

1. ［メニュー］>［デンワノセッテイ］>［ジドウキーロック］を

選択します。

2. ［オフ］までスクロールして選択します。

（注） ［ジドウキーロック］オプションの下の［オフ］の横に、

が表示されます。
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