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（注） 印刷する場合は、8.5 x 14 インチ（リー
ガル サイズ）の用紙をお使いください。

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上
の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）
をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和
訳です。リンク情報につきましては、日本語版
掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リ
ンク先のページが移動 / 変更されている場合が
ありますことをご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内
容については米国サイトのドキュメントを参照
ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パー
トナー、または、弊社担当者にご確認ください。
1  ダイヤル
コールを発信するには、ハンドセットを持ち上げる
か、スピーカーフォン ボタン  を押し、番号を
ダイヤルします。

最後にダイヤルした番号のリダイヤル

リダイヤル ボタン  を押します。

2  応答
新規コールが届くと、電話機のライト ストリップが赤
色に点滅します。応答するには、次のいずれかの操作
を実行します。

 • ハンドセットを持ち上げる。

 • スピーカーフォン ボタン  を押します。

3  ミュート

ステップ 1 通話中にミュート ボタン  を押し
ます。

ステップ 2 ミュート ボタンをもう一度押すと、
ミュートがオフになります。

4  ボイスメール
新規メッセージが届くと、電話機に次のインジケータ
が表示されます。

 • 電話機のライト ストリップの赤色のライトが点灯。

 • オーディオ メッセージ受信インジケータ（利用可
能な場合）。

メッセージを聞く

ステップ 1 ナビゲーション バーの中央にある機能
ボタンを押します。

ステップ 2 [ ボイスメール（Voice Mail）] を選択
します（スクロールするにはナビゲー
ション パッドを使用します）。

ステップ 3 機能ボタンを押して、ボイス プロンプ
トに従います。
5  すべてのコールの転送

ステップ 1 ナビゲーション バーの中央にある機能
ボタンを押します。

ステップ 2 [ すべてのコールの転送（Call Forward 
All）] を選択し（スクロールするには
ナビゲーション パッドを使用します）、
機能ボタンを押します。

ステップ 3 トーンが聞こえたら、コールを転送す
る電話番号を入力します。

ステップ 4 コール転送をキャンセルするには、ス
テップ 1 ～ 2 を繰り返します。

コール転送をキャンセルしない限り、
ハンドセットを持ち上げた際にトーン
が鳴ります。

6  保留

ステップ 1 保留 / 復帰ボタン  を押します。

ステップ 2 コールを復帰するには、保留 / 復帰ボ
タンを再度押します。

7  会議

ステップ 1 接続コール（保留以外）から、フック
スイッチを押してダイヤル トーンを受
信します。

ステップ 2 会議に追加する参加者の電話番号を入
力します。

ステップ 3 フックスイッチを再度押します（受信
者が応答する前または後）。

会議が開始されます。

8  転送

ステップ 1 接続コール（保留以外）から、転送ボ
タン  を押します。

ステップ 2 転送先の電話番号を入力します。

ステップ 3 転送ボタンを再度押すか、切断します
（受信者が応答する前または後）。

転送が完了します。
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9  音量設定
キーパッドの下に音量ボタンがあります。

 • ハンドセットの音量を調節するには、電話機がオ
フフックのときに、上方向または下方向の音量ボ
タンを押します。

 • 呼出音の音量を調節するには、電話機がオンフッ
クのときに、上方向または下方向の音量ボタンを
押します。

10  ヒント
機能ボタンの使い方

機能ボタンを使用すると、すべてのコールの転送、ピッ
クアップ、グループ ピックアップなどの機能にアクセス 
できます。機能ボタンを押し、ナビゲーション パッドを 
使用して使用可能な機能をスクロールできます。

詳細なユーザ ガイドを見るには

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_
user_guide_list.html 
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