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コールの発信
ハンドセットは、通常の電話機と同じように動作します。より簡単な操作で通話を発信できま

す。

電話をかける

ハンドセットには複数の回線を設定することができます。デフォルトでは、プライマリ回線に

コールを配置します。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態のときは、キーパッドを使用して電話番号を入力します。プラス
記号 (+)を使用して番号を開始するには、画面上に +が表示されるまで[アスタリスク

（Asterisk）] を押したままにします。

ステップ 2 [応答/送信(Answer/Send)] を押します。
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別の回線でコールする

ハンドセットには複数の回線が存在する場合があります。デフォルトでは、ハンドセットに

よって最初の回線が選択されます。ただし、2番目の回線からコールを発信することができま
す。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態のときは、キーパッドを使用して電話番号を入力します。プラス
記号 (+)を使用して番号を開始するには、画面上に +が表示されるまで[アスタリスク

（Asterisk）] を押したままにします。

ステップ 2 [回線 (Line)]を押します。

ステップ 3 そのリスト項目を強調表示し、[選択 (Select)]を押します。

ステップ 4 [応答/送信(Answer/Send)] を押します。

スピーカーフォンによるコールの発信

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態のときは、キーパッドを使用して電話番号を入力します。プラス
記号 (+)を使用して番号を開始するには、画面上に +が表示されるまで[アスタリスク

（Asterisk）] を押したままにします。

ステップ 2 [スピーカーフォン（speakerphone）]ボタン を押します。

ステップ 3 [応答/送信(Answer/Send)] を押します。

ヘッドセットによるコールの発信

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態のときは、ヘッドセットポートからカバーを取り外してヘッド
セットを接続します。

ステップ 2 キーパッドを使用して電話番号を入力します。プラス記号 (+)を使用して番号を開始するには、

画面上に +が表示されるまで[アスタリスク（Asterisk）] を押したままにします。
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ステップ 3 [応答/送信(Answer/Send)] を押します。

短縮ダイヤルコール

特定の電話番号に頻繁に電話をかける場合は、短縮ダイヤルにハンドセットをセットアップす

ることができます。短縮ダイヤル番号は 8つ設定することができます。

短縮ダイヤル番号を割り当てる

短縮ダイヤル番号を連絡先に割り当てることができます。短縮ダイヤルをエントリ 2 ~ 9に割
り当てます。エントリ 1は、短縮ダイヤルをボイスメールで使用する場合に使用されます。

始める前に

連絡先リストには、少なくとも 1人の連絡先が登録されている必要があります。

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]を押します。

ステップ 2 連絡先を強調表示します。

ステップ 3 [詳細（More）]を押します。

ステップ 4 [短縮ダイヤル（Speed Dial）]を選択します。

ステップ 5 空の短縮ダイヤルインデックスエントリがない場合は、不要な番号を強調表示し、[削除
（Delete）]を押し、[はい（Yes）]を押して、削除を確認します。

ステップ 6 空の短縮ダイヤルインデックスを強調表示して、[追加（Add）]を押します。

ステップ 7 [電源オン/オフ（Power/End）] を押します。

関連トピック

ローカルの連絡先を追加する

短縮ダイヤル番号

ハンドセットで番号をダイヤルする際には、一連の数字（ディジット）を入力します。短縮ダ

イヤル番号を設定する際には、コールで必要なすべてのディジットを短縮ダイヤル番号に含め

る必要があります。たとえば、外線と通話するために最初に9をダイヤルする必要がある場合
は、9に続けて相手の番号を入力します。

また、ダイヤルする他のディジットを番号に追加することもできます。追加のディジットの例

として、会議アクセスコード、内線、ボイスメールパスワード、承認コード、課金コードな

どがあります。

ダイヤル文字列に含めることができる文字はつぎのとおりです。
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• 0～ 9

•シャープ（#）

•アスタリスク（*）

•カンマ（,）：これは一時停止文字であり、2秒間遅延した後でダイヤルを続けます。複数
のカンマを連続させることができます。たとえば、2つのカンマ（,,）は、4秒間のポーズ
を表します。

ダイヤル文字列の規則は次のとおりです。

•ダイヤル文字列の各部分を分離するには、カンマを使用します。

•短縮ダイヤル文字列では、常に課金コードの前に承認コードを含める必要があります。

•文字列内の承認コードと課金コードの間には 1つのカンマが必要です。

•承認コードおよび追加のディジットを含む短縮ダイヤルには、短縮ダイヤルラベルが必要
です。

短縮ダイヤルを設定する前に、ディジットを手動で少なくとも1回ダイヤルしてみて、内容が
正しいことを確認してください。

短縮ダイヤルの承認コード、課金コード、および追加のディジットは、ハンドセットの通話履

歴に保存されません。短縮ダイヤルの相手先に接続した後で [リダイヤル（Redial）]を押す
と、必要な承認コード、課金コード、またはその他の数字を手動で入力するように求められま

す。

例

承認コードと課金コードが必要な状況で、特定の内線の相手に電話するために短縮ダイヤル番

号をセットアップするには、次の要件を考慮してください。

•外線の 9をダイヤルする必要があります。

•通話先の番号は 5556543です。

•承認コード 1234を入力する必要があります。

•課金コード 9876を入力する必要があります。

• 4秒ほど待機します。

•電話がつながった後、内線 56789#をダイヤルする必要があります。

このシナリオでは、短縮ダイヤル番号は 95556543,1234,9876,,56789#となります。

短縮ダイヤル番号を削除する

エントリ 2 ~ 9に割り当てられている短縮ダイヤル番号を削除することができます。エントリ
1は、短縮ダイヤルをボイスメールで使用する場合に使用されます。
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始める前に

短縮ダイヤルリストには、少なくとも 1つの連絡先が登録されている必要があります。

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]を押します。

ステップ 2 [詳細（More）]を押します。

ステップ 3 [短縮ダイヤル（Speed Dial）]を選択します。

ステップ 4 不要なエントリをハイライトします。

ステップ 5 [削除（Delete）]を押します。

ステップ 6 [Yes（はい）]を押して、削除を確認します。

ステップ 7 [電源オン/オフ（Power/End）] を押します。

短縮ダイヤルコールの発信

短縮ダイヤルをセットアップした後、短縮ダイヤル番号を割り当てる（3ページ）の説明に
従って、短縮ダイヤルコールを作成できます。短縮ダイヤルインデックスは、2 ~ 9番に登録
できます。

例

自宅の電話番号がローカルの連絡先に登録されている場合は、その番号を短縮ダイヤルイン

デックス 9に割り当てることができます。その後、9キーを長押しすると、ハンドセットが自
動的に自宅にダイヤルします。

始める前に

連絡先の短縮ダイヤルインデックスを登録する必要があります。

手順

ステップ 1 短縮ダイヤルインデックスに対応するキーパッドの番号を長押しします。

ステップ 2 コールがダイヤルするのを開始するときにキーを放します。

コールに応答する
複数の回線を使用している場合は、ハンドセットによって着信コールを含む回線が表示されま

す。
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ハンドセットにペアリングされたBluetoothヘッドセットがある場合、そのコールはヘッドセッ
トで応答されます。Bluteoothヘッドセットがペアリングされていない場合は、ハンドセットで
コールに応答します。

手順

[応答/送信(Answer/Send)] を押します。

アラーム (緊急)コールに応答する
ハンドセットがアラーム（緊急）の受信者として設定されている場合、ハンドセットの[緊急

（Emergency）] ボタンが押されたときにアラームコールを受信します。アラーム

コールを設定して、1つのハンドセットまたは多数のハンドセットに着信するように設定でき
ます。

アラームコールが鳴ったときに、別の着信音が聞こえ、ハンドセットによってアラームコール

があることが示されます。通話を承諾すると、アラームはアラームの一覧に保存されます。

コールを拒否した場合、アラームはアラームリストに保存されません。

手順

[OK ]を押して通話に応答するか、[却下（Reject）]を押します。

関連トピック

緊急アラームリスト

コール待機への応答

コール中に別の通話が着信すると、コール待機トーンが鳴り、着信コールがハンドセットの画

面に表示されます。

手順

以下のいずれかの操作を行います。

•コールに応答するには、[応答/送信（Answer/Send）]を押します 。アクティブなコー

ルは自動的に保留になります。
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•通話を拒否するには、[拒否（Decline）]を押します。コールは、設定されている場合、ボ
イスメールに送信されます。

着信コールの呼出音を消す

コールに応答しない場合は、ハンドセットをサイレント状態にして呼出音を止めることができ

ます。ボイスメールが設定されている場合、コールはボイスメールに転送されます。

手順

コールが呼び出された場合、

• [拒否（Decline）]を押すとすぐにボイスメールに送信されます (設定されている場合)。
•呼出音を止めるには、[Ignore（無視）]を押します。コールが応答されない場合、そのコー
ルはボイスメールに送信されます（設定されている場合）。

のコールを終了する

手順

[電源オン/オフ（Power/End）] を押します。

コールの保留および再開
コールは保留にしてから再開することができます。

手順

ステップ 1 アクティブコールから[保留（Hold）]を押します。

ステップ 2 コールのバックアップを選択するには、[履歴（Resume）]を押します。
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アクティブコールと保留コールの切り替え

アクティブコールと保留中のコールがある場合は、そのコールを簡単に入れ替えることができ

ます。現在アクティブなコールは保留され、前に保留されたコールがアクティブコールになり

ます。

手順

[切替（Swap）]を押します。

コールのミュート
自分をミュートして、通話中の他の人に自分の声が聞こえないようにすることができます。

手順

ステップ 1 [ をミュート（Mute）]を押します。

ステップ 2 コールのミュートを解除するには、もう一度 [ミュート（Mute）]を押します。

会議コールを作成
他の人をアクティブコールに追加して、三者電話会議を作成できます。

手順

ステップ 1 アクティブコールから、[会議（Conf）]を押します。

ステップ 2 同僚の電話番号を入力し、[応答/送信(Answer/Send)] を押します。

ステップ 3 同僚の応答後に[Conf（会議）]を押します。

へのコールの転送
コールを同僚に転送することができます。コールを転送する場合は、同僚が応答するまで待機

したり、同僚と通話したりすることができます。
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手順

ステップ 1 アクティブコールから[転送（Transfer）]を押します。

ステップ 2 同僚の電話番号を入力し、[応答/送信(Answer/Send)] を押します。

ステップ 3 相手の応答前後に、[転送（Transfer）]ボタンを押します。

関連トピック

スターコードを使用してコールを転送する（10ページ）

BroadWorks共有コールアピアランス
組織では、BroadWorks共有コールアピアランス機能を使用できます。この機能を使用すると、
ハンドセットがグループに設定されます。この設定が有効になっている場合、グループ内の各

ハンドセットは、ヘッダー行のすぐ下にボックスとして表示されます。ボックスの色は、ハン

ドセットの状態を識別します。

•赤:ハンドセットが使用されています。

•緑色に点灯:ハンドセットがアイドル状態です。

•緑色に点滅:ハンドセットに着信コールがあります。

この機能およびその他の BroadWorks機能の詳細については、Broadworksのマニュアルを参照
してください。

スターコード
スターコードを使用すると、一部の機能に簡単にアクセスできます。これらのコードは、アス

タリスク (*)と 2桁のコードで構成されています。

スターコードの一覧については、管理者に問い合わせてください。

スターコードを使用して通話に戻る

ユーザを最後にコールしたユーザの代わりに、[受信者履歴（Recents）]リストを使用する代わ
りにスターコードを呼び出すことができます。

管理者またはサービスプロバイダーから提供されたスターコードを使用します。

コール
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手順

ハンドセットがアイドル状態の間、コールリターンスターコードを入力します。

関連トピック

[最近の通話の一覧（Your Recent Calls）]で相手に発信する

スターコードを使用してコールを転送する

コールをすぐに同僚に転送することができます。このタイプの転送では、同僚と通話すること

はできません。

管理者またはサービスプロバイダーから提供されたスターコードを使用します。

手順

ステップ 1 アクティブコール中に、コール転送スターコードを入力します。

ステップ 2 コールの転送先の番号を入力します。

関連トピック

へのコールの転送（8ページ）

スターコードで[すべてのコールの転送（Call Forward All）]を有効化/
無効化する

他の同僚や、スターコードを使用してボイスメールにすべてのコールを転送するように、ハン

ドセットをセットアップできます。

管理者またはサービスプロバイダーから提供されたスターコードを使用します。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態のときに、コール転送の無条件スターコードを入力します。

ステップ 2 コールの転送先の番号を入力します。

ステップ 3 自分のハンドセットを再度呼び出すには、スターコードを入力して、コール転送の無条件転送
をキャンセルしてください。

関連トピック

[無条件転送（Call Forward Unconditional）]を設定する
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スターコードですべてのコール保留の有効化/無効化
コール待機通知通知はオフにすることができます。コール待機をアクティブにすると、通話中

に着信コールの音が聞こえなくなります。

管理者またはサービスプロバイダーから提供されたスターコードを使用します。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態の間、コール待機をブロックするためのスターコードを入力しま
す。

ステップ 2 トーンをもう一度聞くには、スターコードを入力して、コール待機を有効にします。

スターコードを使って発信者情報をブロック/ブロック解除する
ハンドセットによる発信者情報の送信を止めることができます。プライバシー保護のために、

この操作を実行する必要がある場合があります。

管理者またはサービスプロバイダーから提供されたスターコードを使用します。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態の間、発信者の情報をブロックするためのスターコードを入力し
ます。

ステップ 2 ハンドセットが発信者の情報を送信できるようにするには、スターコードを入力して、発信者
情報を有効にします。

関連トピック

でコールを発信するときに発信者 IDを非表示にする

スターコードを使用して匿名コールをブロック/ブロック解除する
お使いのハンドセットでは、必ずスターコードを使用して、適切な発信者 IDを発信する必要
があります。

管理者またはサービスプロバイダーから提供されたスターコードを使用します。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態の間は、スターコードを入力して、匿名コールをブロックしま
す。

コール

11

コール

スターコードですべてのコール保留の有効化/無効化

p685_b_dect-phone-6825-user-guide_chapter8.pdf#nameddest=unique_80


ステップ 2 コールの発信を許可するには、スターコードを入力して、匿名コールを許可します。

スターコードを使用して、応答不可をオンまたはオフにする

着信コールに応答しない場合は、[応答不可 (DND)]をオンにします。DND状態にあるハンド
セットの場合、DNDアイコンが画面に表示されます。

管理者またはサービスプロバイダーから提供されたスターコードを使用します。

この機能を使用するには、管理者が DNDを有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態の間、「応答不可」のスターコードを入力します。

ステップ 2 DNDを非アクティブ化するには、コードを入力して「応答不可」をキャンセルします。

関連トピック

[応答不可（Do Not Disturb）]を設定する

プッシュトゥトーク（Push to Talk）を使用します。
このハンドセットを双方向ラジオとして使用して、プッシュ機能で話すことができます。メッ

セージは、ハンドセットのスピーカーを介して自動的に再生されます。一度に1人のユーザー
だけがプッシュトゥトーク（Push to Talk）を使用できます。メッセージを受信している間
[ミュート（Mute）]を押して、ハンドセットのスピーカーがミュートされます。

始める前に

•ハンドセットを有効にするには、プッシュトゥトーク（Push to Talk）が必要です。

•システム内の少なくとも1台以上のハンドセットで、プッシュトゥトーク（Push toTalk）
が有効になっている必要があります。

手順

ステップ 1 ハンドセットがアイドル状態のときは、、[ミュート (Mute)] を長押しします。

ステップ 2 画面に「接続済み (Connected)」と表示されたら、通話ができます。

ステップ 3 メッセージの入力を完了したら、[ミュート (Mute)]をリリースします。

コール
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関連トピック

プッシュトゥトーク（Push to Talk）をオンにする

コール
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