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ド用の　　28-3

Unified CM Assistant マネージャ、プロキシ モード
用の　　28-3

VG200 ゲートウェイ テンプレート　　46-6, 46-12

電話機　　3-5

ユーザ　　16-3

ユーザ デバイス プロファイル　　35-3

電話機

CAPF の設定　　3-80, 16-8

TAPS の使用、設定する　　64-2

有効化、自動登録機能の　　64-2

Unified CM Assistant アシスタント　　28-5

Unified CM Assistant マネージャの設定　　28-5

エクスポート ファイル、すべての詳細を含む　　
A-5

エクスポートのオプション、レコードの　　9-1

エクスポートの手順、レコードの　　9-4
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電話番号

解除、制限の　　64-11

検索、TAPS からの電話番号の保護　　64-10

制限、TAPS からの　　64-11

保護、TAPS からの　　64-10

と
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表示、トレース設定ファイル　　67-2

ふ
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追加の概要　　15-1

テキストベースの CSV 形式　　A-8
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