一般的な電話機の作業

電話機の使用方法

コールの保留と ［ホリュウ］または［フッキ］を押
復帰
します。

電話機の電源
（赤色のキー）を押し、電話機の
をオンにする 電源がオンになるまで押さえ続けま
す。

別の番号にコー ［テンソウ］を押し、転送先の電話
ルを転送する
番号を入力してから、
［テンソウ］
をもう一度押します。
リダイヤルする ［リダイヤル］または
す。

電話をかける

を押しま

電話機をミュー ［ミュートオン］を押します。マイ
トにする
クをオンにする場合は、
［ミュート
オフ］を押します。

クイック リファレンス

番号をダイヤルしてから、 （緑色
のキー）を押します（ダイヤル トー
ンはありません）。

コールに応答
する

（緑色のキー）を押します。

電話を切る

（赤色のキー）を押します。

標準の会議コー ［カイギ］を押します。番号をダイ
ルを開催する
ヤルしてから、［カイギ］をもう一
度押します。上の手順を各通話者に
繰り返します。

電話の機能に 機能に対応する
または
アクセスする
（ソフトキー）を押します。他

内線の転送

メニュー オプ メニューを表示するには、
ションにアク ニュー］）を押し、 または
セスする
します。

の機能を表示するには、 または
を使用します。

［フザイ］を押します。すべてのコー
ルを転送する相手の番号を入力し
ます。キャンセルするには、［フザ
イ］を押します。

電話機の電源 電 話 機 の 電 源 が オ フ に な る ま で、
をオフにする
（赤色のキー）を押し続けます。

履歴を使用する ［メニュー］>［デンワリレキ］を選
択して、履歴を選択します。ダイヤ
ルするには、リストを強調表示して
を押します。
卓上の電話機と
無線電話機間で
の共有回線の
コールの切り替
え

アクティブ コールに接続している
電話機から、
［ホリュウ］を押しま
す。もう一方の電話機から、［フッ
キ］を押してコールに接続します。
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ショートカット キー
キーパッドを
ロック / ロッ
ク解除する

（# キー）を押し続けます。
に、キーパッドがロックされた
ことが示されます。ロックを解除する
には、 # を押して OK を押します。
#

呼出音とバイ
（* キー）を押し続けます。
「バイ
ブレーション ブ レ ー タ オ ン」と い う テ キ ス ト と
を切り替える
が表示されます。呼出音を有効に
するには、 を押します。 の表示
が消えます。
スピーカの音
を押して音量画面にします。 を
量を調節する 押して音量を上げるか、 を押してボ
リュームを下げます。
1 をしばらく押し続けて、ボイス
ボイス メッ
セージにアク メッセージ システムに接続します。
セスする

リダイヤルす
る

を押して番号をダイヤルします。
を押して番号を探し、 を押し
ます。

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

自分のグループに関連付けられてい
るグループで鳴っているコールに応
答する

パーク

コール パークを使用してコールを保
存する

コール転送が有効
コールの保留

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

デンワチョウ

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

電話帳のメニュー オプションにアク
セスする

ピック

自分のグループで鳴っているコール
に応答する

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

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

C ワリコミ

共有回線のコールに参加し、会議を
開催する

リダイヤル

最後にダイヤルした番号にリダイヤ
ルする

コール転送を設定またはキャンセル
する

サクジョ

会議の参加者を削除する

フッキ

保留されたコールを復帰する

クリア

レコードまたは設定を削除する

ドロップ

サンカシャ

会議の参加者を表示する

会議コールに最後に追加された参加
者を削除する

カイギ

会議コールを作成する

ホゾン

選択した設定を保存する

サクジョ

編 集 機 能 を 使 用 し て い る と き に、
カーソルの位置にある文字を削除す
る

ケンサク

ディレクトリのリストを検索する

センタク

スクリーン上の項目を選択する

サービス

電話機サービスにアクセスする

ショウサイ

レコードの詳細を表示する

テンソウ

コールを転送する

ダイヤル

電話番号をダイヤルする

コウシン

内容を更新する

D テンソウ

2 つのコールを相互に転送する

ボリューム

スピーカの音量を調節する

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

G ピック

他のグループで鳴っているコールに
応答する

ソクテンソウ

ボイス メッセージ システムにコール
を送信する

フザイ

サンカ

すでに 1 つの回線上にある複数の
コールをまとめて、1 つの会議コー
ルを作成する

メイワクコ

不審なコールを記録する

ミートミー

Meet-Me 会議コールを開催する

メニュー

電話機のメニューにアクセスする

ハッシン

新しいコールを発信する

ミュートオン /
ミュートオフ

コールをミュートする / ミュートを
オフにする

電話スクリーンのアイコン

ソノタ Grp

短縮ダイヤル ホットキーの使用
短縮ダイヤル
ホットキーの
設定

短縮ダイヤル
ホットキーを
使用する

［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。 なしの短縮ダ
イヤルまでスクロールします。
［ショウサイ］を押し、次に［ヘン
シュウ］を押して電話番号を入力し
ます。
2 （キー 2 ～ 9）を押しながら、短
縮ダイヤル番号にアクセスします。
ABC

回線とコールの状態

接続コール
着信コール
電話回線

その他の機能
設定された短縮ダイヤル番号
設定されたサービス
BLF 回線は使用中
BLF 回線はアイドル状態
BLF インジケータはこの回線では使用不可

電話帳エントリの作成
［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。エントリ項目までスクロー
ルして選択し、［ヘンシュウ］を押します。
キーパッドと次のショートカット キーを使用して、名
前と電話番号を入力します。
テキスト：番号キーを 1 ～ 3 回押して正しい文字を入
力します。スペースの場合は、 または
を押します。
大文字：
を押して、大文字と小文字を切り替えま
す。
または
が画面の右に表示されます。
番号：番号キーを 4 回押します。
記号： # を押して記号表を表示します。矢印を使用
して目的の記号まで移動し、
［シヨウ］を押して挿入
します。

