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ハンドセット
は、とで構成されます。このシステムは、中小規模の企業向けに設計されています。

図 1 :と

ハンドセットは、コール機能を提供するために、デジタル拡張コードレス電気通信 (DECT)を
使用してベースステーションと通信します。

このマニュアルでは、電話機という言葉は、ハンドセットを意味し、という用語は、ハンド

セット、リピーター、およびベースステーションを意味します。
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すべての機能がお使いのハンドセットでサポートされているわけではありません。サポートさ

れている機能については、サービスプロバイダーに問い合わせてください。

（注）

機能サポート
本ドキュメントでは、デバイスがサポートしている全機能について説明します。ただし、すべ

ての機能がご利用中の設定でサポートされているとは限りません。サポートされている機能の

詳細については、サービスプロバイダーまたは管理者にお問い合わせください。

新規および変更情報

ファームウェアリリース V460の新規および変更情報
新規または更新されたセクション機能

の連絡先の中央連絡先に電話をかけるを更新Broadsoftディレクトリ

自動ハンドセットの設定を更新

新規タスク（New task）自動的にハンドセッ
トをセットアップする

ハンドセットの設定済み機能の拡張

短縮ダイヤル番号を割り当てるを更新

新規タスク（New task）短縮ダイヤル番号を
削除する

新規タスク（New task）最近の発信者を連絡
先リストに追加する

さまざまなコールタイプの着信音を設定する

を更新

ヘッドセットのユーザインターフェイスの強

化

新規タスク（New task）デフォルトの回線を
選択する

全般的な変更点

ハンドセット
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はじめに

ハンドセットをオンにする

手順

画面が点灯するまで[電源投入/終了（Power/End）] を長押しします。

ハンドセットをオフにする

手順

画面が消灯するまで[電源投入/終了（Power/End）] を長押しします。

緊急事態を報告する

ハンドセットの上部にあじゃ緊急ボタンが付いています。管理者によって設定されている場合

は、このボタンを押してアラートを緊急状況に応じて作動させることができます。ハンドセッ

トにより、事前に定義された緊急番号にコールを発信し、自動的にスピーカーフォンがオンに

なります。

手順

[緊急事態(Emergency)] を 3秒間長押しします。

ハンドセットキーパッドをロック

キーパッドを手動でロックして、誤ったダイヤルを停止することができます。

キーパッドがロックされている場合、緊急番号だけをダイヤルできます。（注）
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手順

「「*」とキーロックアイコン（ または ）を長押ししてください」というメッセージが

画面表示されるまで[0（ゼロ）番] を長押しします。

関連トピック

ハンドセットのロックと暗証番号の設定

ハンドセットを自動的にロックするようにタイマーを設定する

ハンドセットキーパッドのロックを解除する

キーパッドがロックされている場合、ほとんどのコールを配置する前にキーパッドをロック解

除する必要があります。ハンドセットのロックを解除するには、PINを入力する必要がある場
合があります。

キーパッドがロックされている場合、緊急番号だけをダイヤルできます。（注）

手順

「「*」とキーロックアイコン（ または ）を長押ししてください」というメッセージが

画面に表示されなくなるまで[0（ゼロ）番] を長押しします。

関連トピック

ハンドセットのロックと暗証番号の設定

ハンドセットを自動的にロックするようにタイマーを設定する

ボタンとハードウェア
ワイヤレスフォンには、日常的に使用する多くのボタンおよびハードウェア機能が装備されて

います。次の図と表を使用して、重要なボタンとハードウェア機能を識別します。

ハンドセット

4

ハンドセット

ハンドセットキーパッドのロックを解除する

p685_b_dect-phone-6825-user-guide_chapter8.pdf#nameddest=unique_20
p685_b_dect-phone-6825-user-guide_chapter8.pdf#nameddest=unique_21
p685_b_dect-phone-6825-user-guide_chapter8.pdf#nameddest=unique_20
p685_b_dect-phone-6825-user-guide_chapter8.pdf#nameddest=unique_21


図 2 :ボタンとハードウェア

表 1 :ボタンとハードウェア

説明名前またはグループ品目

インジケータライト：このライトによって状

態を識別します。赤、黄、または緑のLEDを
トリガーするイベントを設定できます。

インジケータライト（LED）1

[緊急（Emergency）] アラームが設

定されている場合、緊急アラームを発信しま

す。

緊急用押しボタン2

ヘッドセット ポート（カバー付き）防護

カバーを取り外し、ヘッドセットまたは小型

イヤホン（3.5 mmオーディオジャック）を接
続します。

ヘッドセットポート3

ハンドセット
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説明名前またはグループ品目

ソフトキー を使用すると、画

面に表示されているオプションがアクティブ

化されます。

[スピーカー（Speaker）] は電話機のスピー

カーモードのオン、オフを切り替えます。

[メニュー（Menu）] には、ディレクトリ、

設定、ステータス、およびその他の情報が表

示されます。

ナビゲーションクラスタ ナビゲーショ

ンリングおよび [選択（Select）]ボタン

•ナビゲーションリング（外部リング）:
上、下、左、または右に移動します。

• Select[選択（Select）]ボタン （クラ

スタの中央）：メニューアイテムを選択

します。

[応答/送信（Answer/Send）] 呼び出し中の

コールに応答するか、番号のダイヤル後に発

信します。

[電源/通話終了（Power/EndCall）] 電話機

の電源をオンまたはオフにしたり、通話を終

了します。前の画面に戻ります。

ソフトキー、ヘッドセットの

各種制御ボタン（[スピーカー
（Speaker）]、 [メニュー
（Menu）]）、ナビゲーショ
ンクラスタ、コール制御ボタ

ン（[応答/送信
（Answer/Send）]、[電源投入/
オフ（Power/End）]）

4
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説明名前またはグループ品目

電話番号を入力して、文字を入力します。

1

•番号のダイヤル時に「1」を入力します。

•ボイスメールにアクセスします。ボイス
メールシステムに自動でダイヤルするに

は押し続けます。

•次の特殊テキスト文字を入力します:。!
? , - " @ + ; :

[アスタリスク（Asterisk）]

•長押しすると、電話番号の先頭にプラス
(+)記号が追加されます。

ゼロ

•番号のダイヤル時に「0」を入力します。

•長押しすると、キーパッドのロックまた
はロック解除が可能です。

•スペースを入力します。

[ウェル番号（Pound）]

•長押しすると、ハンドセットの着信音が
無音になります。設定されている場合、

電話機は代わりにバイブレーションしま

す。

•次の特殊テキスト文字を入力します: #

文字と数字を入力するには、キーパッド上の

2～9キーを使用します。

一部の言語では、追加の文字が存在

する場合があります。

（注）

キーパッド5
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説明名前またはグループ品目

[音量（Volume）]

•ヘッドセットがアイドル状態の時に、呼
出音の音量を変更するか、呼出音をオフ

にします。

•通話中に、アクティブハンドセット、
ヘッドセット、またはスピーカーのスピー

カー音量を調節します。

[ミュート（Mute）] ミュート機能のオン/
オフを切り替えます。

音量ボタンおよび [ミュート
(Mute)]ボタン

6

メニュー操作

ナビゲーションクラスタの外側のリングを使用して、メニューをスクロールし、フィールド間

を移動します。ナビゲーションクラスタの内側の [選択（Select）]ボタンを使用してメニュー
項目を選択します。

サポートされる文字

情報を入力すると、ハンドセットは次の文字をサポートします。

ハンドセット
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図 3 :サポートされる文字

ハンドセット画面機能

画面には、電話番号、日付、ソフトキーなど、そのハンドセットに関する情報が表示されま

す。スクリーンにはヘッダー行、中央セクション、フッター行の 3つのセクションがありま
す。

図 4 :ハンドセットの画面

ハンドセット
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スクリーンの最上部にはヘッダー行があります。ヘッダー行には、無線信号強度と

バッテリの充電が表示され、アイコンの数も表示されます。該当する機能がアク

ティブであるときに、アイコンが表示されます。

BroadWorks共有コールアピアランス機能を使用している組織では、ヘッダー行の
すぐ下にボックスの行が表示されます。各ボックスは、共有回線上のユーザを表し

ます。

1

画面の中央には、ハンドセットに関連付けられている情報、日時、設定したハンド

セットの所有者、およびハンドセットの電話番号が表示されます。

2

スクリーン下部にはソフトキーラベルの行があります。各ラベルは、スクリーンの

下にあるソフトキーボタンのアクションを示しています。ソフトキーラベルの上

にアイコンが表示される場合があります。

3

関連トピック

BroadWorks共有コールアピアランス

ヘッダーアイコン

ヘッダーアイコンは、ハンドセットの状態について説明しています。このセクションには、

ヘッダーのアイコンが表示され、それらの意味が示されます。ヘッダー行のアイコンは、[応
答不可（DND）]が有効になっている場合に異なる場合があります。

オーディオパスアイコン

[説明（Description）]DNDモードアイ
コン

アイコン

スピーカーがオフである

ヘッドセットは使用中です。

ハンドセットがミュートになっています。

Bluetoothアイコン

[説明（Description）]DNDモードアイ
コン

アイコン

Bluetooth接続済み。

Bluetoothは切断されています。

ハンドセット
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ネットワークアイコン

[説明（Description）]DNDモードアイ
コン

アイコン

ネットワークに接続されていません。

ネットワーク接続状態は脆弱です。

ネットワーク接続状態は良好です。

ネットワーク接続状態は非常に良好です。

最高のネットワーク接続状態

バッテリアイコン

[説明（Description）]DNDモードアイ
コン

アイコン

バッテリーが消耗しています。ハンドセットを使用す

るために、バッテリーを再充電してください。

バッテリー残量は 1% ~ 24%です。できるだけ早くバッ
テリーを充電してください。

バッテリー残量は 25% ~ 49%です。

バッテリー残量は 50% ~ 74%です。

バッテリー残量は 75% ~ 100%です。

バッテリーは充電中です。

通話関連のアイコン

[説明（Description）]DNDモードアイ
コン

アイコン

コールの応答（Answer a call）

ダイヤル通話

サイレント有効（Do Not Disturb Enabled）

ハンドセット
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[説明（Description）]DNDモードアイ
コン

アイコン

電話機が転送されます。

ボイスメールメッセージ

通話の受け損ない

その他のアイコン

[説明（Description）]DNDモードアイ
コン

アイコン

ハンドセットのキーパッドがロックされています。

メッセージ

コールと回線の違い

本書で電話機の使用法を説明する際に使っている回線およびコールという用語には、かなり

独特な意味合いがあります。

•回線：回線は、他人が自分へのコールに使用できる電話番号またはインターコム番号にそ
れぞれ対応しています。最大で 2つの回線を使用できます。

•コール—1本の回線で複数のコールをサポートできます。ただし、ハンドセットには 2つ
のコールだけを含めることができます。

アクティブとなり得るコールは常に1つに限定され、他のコールはすべて自動的に保留状
態になります。

たとえば 2つの回線があり、各回線で 4つのコールがサポートされる場合、一度に最大 8
つの接続コールが存在する可能性があります。この2つのコールは、同じ回線上にある場
合と、異なる回線にある場合があります。これらのうち 1つだけがアクティブで、他の 7
つは保留中のコールとなります。

電話機のバッテリ

電話機にはリチウムイオンバッテリが搭載されています。完全に充電されたバッテリの駆動

時間は以下のとおりになります。

•通話時間は最大 17時間

•スタンバイ時間は最大 200時間

ハンドセット
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電話機がオンになっているとバッテリの残量は減少します。通話、メッセージ、アプリケー

ションの使用、Bluetoothの使用、およびメニューナビゲーションなどのアクションは電池を
消耗し、通話可能時間は減っていきます。バッテリを節約するために、設定されている一定期

間が経過すると、電話画面が薄暗くなり、オフになります。

関連トピック

の画面をオフにするタイマーを設定する

ハンドセットの取り扱い
ハンドセットはクリーニングすることができます。クリーニング手順に従ってください。

ほこりや砂、インク、化粧品、せっけん、洗剤、酸、酸性食品、ローションなど、ハンドセッ

トにしみが付いたり損傷を与える可能性のあるものと電話機が接触した場合はすぐにクリーニ

ングしてください。

ハンドセットの開口部をクリーニングする際、息を吹き込んだり、圧縮空気（たとえばエア

ゾール缶、低圧または高圧空気ノズル）を使用したりしないでください。

ハンドセットの開口部のクリーニングに、掃除機などの吸引機器を使用しないでください。

ハンドセットの開口部のクリーニングに、ピンなどの物体を使用しないでください。

空気、吸引、または機械的物体を使用して開口部をクリーニングした場合、ハンドセットが損

傷するおそれがあり、ハンドセットの保証が無効になります。

注意

ハンドセットを誤って水に落としたり、水がかかったりした場合は、次の手順に従ってハンド

セットを乾燥させてください。ヘッドセットを水没させた場合の対処（14ページ）を参照し
てください。

ハンドセットの画面をクリーニングする

手順

ハンドセットの画面が汚れたら、乾いた柔らかい布で拭いてください。

液体や粉末は電話機に対して使用しないでください。ハンドセットの部品に入り込

み、故障の原因になる可能性があります。

注意

ハンドセット
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ハンドセットの外部を掃除する

乾いた柔らかい布を使用して、ハンドセットの外装をクリーニングできます。健康管理環境に

配慮するために、Caviwipes™と Saniwipes™を使用してハンドセットをクリーニングすること
をお勧めします。Caviwipesおよび Sanwipesには、最大 17%のイソプロパノールが含まれま
す。

これより多量の純粋なイソプロパノールや、代替となるアルコールベースの液体が含まれるク

リーニング液は、ハンドセットを傷つける可能性があります。漂白剤や他の危険な製品でハン

ドセットをクリーニングしないでください。

Caviwipesと Saniwipesを過剰に使用すると（1日に 4回以上）、ハンドセット表面のコーティ
ングが損傷して電話機の外観が変化することがあります。

ほこりや砂、インク、化粧品、せっけん、洗剤、酸、酸性食品、ローションなど、ハンドセッ

トにしみが付いたり損傷を与える可能性のあるものとハンドセットが接触した場合は、すぐに

クリーニングしてください。

ハンドセットの開口部をクリーニングする際、息を吹き込んだり、圧縮空気（たとえばエア

ゾール缶、低圧または高圧空気ノズル）を使用したりしないでください。

ハンドセットの開口部のクリーニングに、掃除機などの吸引機器を使用しないでください。

ハンドセットの開口部のクリーニングに、ピンなどの物体を使用しないでください。

空気、吸引、または機械的物体を使用して開口部をクリーニングした場合、ハンドセットが損

傷するおそれがあり、ハンドセットの保証が無効になります。

注意

手順

ステップ 1 充電器からハンドセットを取り外します。

ステップ 2 柔らかい糸くず用の、毛羽立ちのない布または承認されたサニタイズ済みのワイプを使用し
て、ハンドセットと画面を拭き取ります。

ステップ 3 ヘッドセットの開口部に異物（砂など）がある場合、ヘッドセットを手で軽く叩いて異物を取
り出してください。

ヘッドセットを水没させた場合の対処

ハンドセットが水没してしまった場合は、次のように対処します。

•ハンドセットに付いた水を丁寧にに拭き取って下さい。

•糸くずの出ない、乾いた柔らかい布でヘッドセットを拭いて乾かしてください。

ハンドセット
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•電話機を多少の通気がある乾燥した場所に放置します。たとえば、涼しい空気を吹き出す
ファンを電話機のスピーカーグリルに向ければ乾燥を助けることができます。ハンドセッ

トの近くにファンを置かないでください。

行なってはいけない対処の一部を次に示します。

•ハンドセットが濡れているときは電池蓋を開けないでください。

•圧縮空気で水を吹き飛ばさないでください。

•ヘアドライヤでハンドセットを乾かさないでください。

•ヘッドセットジャックやバッテリコンパートメント内部に綿棒、ペーパータオル、また
は布を押し入れないでください。

•ハンドセットを固い面に打ち付けないでください。

•充電用クレードルに濡れたハンドセットを置かないでください。ハンドセットが完全に乾
くまで待つ必要があります。

ハンドセットの水または他の液体への浸水による故障は、ハンドセットの補償範囲外です。（注）

ハンドセットの開口部をクリーニングする際、息を吹き込んだり、圧縮空気（たとえばエア

ゾール缶、低圧または高圧空気ノズル）を使用したりしないでください。

ハンドセットの開口部のクリーニングに、掃除機などの吸引機器を使用しないでください。

ハンドセットの開口部のクリーニングに、ピンなどの物体を使用しないでください。

空気、吸引、または機械的物体を使用して開口部をクリーニングした場合、ハンドセットが損

傷するおそれがあり、ハンドセットの保証が無効になります。

注意

ハンドセットを乾燥した後に音がはっきり聞こえない場合は、マイクまたはスピーカーコン

パートメントに水が残っている可能性があります。乾いた柔らかい布の上にスピーカー側を下

にしてハンドセットを置き、水が染み出るかどうかを確認します。ハンドセット内部にまだ水

がある場合は、ハンドセットを完全に乾かしてから使用してください。

追加のヘルプと情報
電話機で利用可能な機能について不明な点がある場合は、管理者にお問い合わせください。

シスコウェブサイト（https://www.cisco.com）には、電話機およびコール制御システムについ
ての詳細情報が掲載されています。

•クイックスタートガイドおよびエンドユーザガイド（英語）については、次のリンクを
参照してください。

ハンドセット
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https://www.cisco.com


https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html

•英語以外のガイドについては、次のリンクを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

•ライセンス情報については、次のリンクを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-licensing-information-listing.html

のマニュアル

お使いの言語およびファームウェアリリース向けの参照物を参照してください。次の URLか
ら参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/
tsd-products-support-series-home.html

電話機の接続の切断

場合によっては、電話機のベースステーションへの接続が切断されたり、ベースステーショ

ンがコール制御システムへの接続を失ったりすることがあります。この接続が失われると、電

話機にメッセージが表示されます。

アクティブコール中に接続が失われた場合、そのコールは終了します。

ベースステーションの範囲外へ移動したために接続が失われた場合は、カバレッジ警告を追加

する必要があります。詳細については、カバレッジ警告の設定を参照してください。

電話機がベースステーションに再接続するか、ベースステーションがコール制御システムに

再接続すると、電話機を再び通常どおりに使用できるようになります。

シスコ製品（ハードウェア）に関する 1年間の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別

な条件があります。

シスコのソフトウェアに適用される保証を含む正式な保証書は、Cisco.comの次のURLで提供
されています。https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-licensing-information-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-licensing-information-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
p685_b_dect-phone-6825-user-guide_chapter8.pdf#nameddest=unique_39
https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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