
理由の管理

Cisco Finesse管理コンソールの [理由（Reasons）]タブでは、受信不可理由コード、サインア
ウト理由コード、およびラップアップの理由の表示、追加、編集、および削除を実行できま

す。

Finesseで設定する理由コードはUnified CCEに自動的に入力されません。ソリューション全体
でそれらを入力するには、FinesseとUnified CCEの両方に理由コードを設定する必要がありま
す。

複数のチームで同じ理由コードラベルを使用して異なる理由コードを設定することができま

す。

（注）

•受信不可理由コード（1ページ）
•サインアウト理由コード（6ページ）
•定義済みのシステム理由コード（10ページ）
•アップグレード中の理由コードの競合の管理（13ページ）
•ラップアップ理由（14ページ）

受信不可理由コード
受信不可理由コードは、エージェントが状態を「受信不可」に変更した場合に選択できる理由

を表します。

受信不可理由コードを表示、追加、編集、または削除するには、[Manage Reason Codes (Not
Ready)]ガジェットを使用します。ラベルまたは理由コードを基準として、受信不可理由コー
ドを昇順または降順に並べ替えるには、[Reason Label]ヘッダーまたは [Reason Code]ヘッダー
をクリックします。システム理由コードまたはカスタム理由コードを並べ替えて表示するに

は、[タイプ（Type）]ヘッダーをクリックします。グローバル（Yes）かそうでない（No）か
を基準として理由コードを並べ替えるには、[Global]ヘッダーをクリックします。

受信不可理由コードは、グローバル（すべてのエージェントに対して表示される）またはチー

ム（指定されたチームのエージェントに対してのみ表示される）のいずれかを対象とすること

ができます。
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Finesseは、合計 200の待受停止理由コードをサポートします。これには、最大 100個のグロー
バル待受停止理由コード、および100個の待受停止チーム理由コードが含まれます。チーム理
由コードはチームにマッピングできます。同じ理由コードを複数のチームにマッピングできま

す。

（注）

次の表に、[Manage Reason Codes (Not Ready)]ガジェットのフィールドについて説明します。

説明フィールド

受信不可理由コードのラベル。Reason Label

ラベルには最大40文字まで使用でき、各受信不可理由コードに対して一
意である必要があります。英数字と特殊文字の両方がサポートされます。

理由コードのタイプ（カスタムまたはシステム）。Type

この列はデフォルトであり、システム理由コードとカスタム理由コード

の両方を表示するように並べ替えることができます。

受信不可理由のコード。Reason Code

コードは 1～ 65535の任意の値であり、一意である必要があります。

[Yes]/[No]。理由コードをすべてのエージェントが利用できるか（Yes）、
またはエージェントの特定のチームが対象となるか（No）を示します。

Global?

[Manage Reason Codes (Not Ready)]ガジェットでのアクションは次のとおりです。

• [New]：新しい受信不可理由コードを追加します。

• [Edit]：既存の受信不可理由コードを編集します。

• [Delete]：受信不可理由コードを削除します。
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• [Refresh]：サーバから受信不可理由コードのリストをリロードします。

待受停止理由コードを追加、編集、または削除する場合、3秒後にFinesseデスクトップに変更
が反映されます。ただし、変更時にサインインしていたエージェントのデスクトップには、サ

インアウトして再びサインインするまで変更が反映されません。

（注）

エージェントが Finesseデスクトップにサインインすると、エージェントの状態が受信不可に
設定されます。エージェントは、待受中状態に変更することも、図に示すように、エージェン

ト状態のドロップダウンリストから待受停止理由コードのいずれかを選択することもできま

す。

エージェントが受信可から受信不可にステータスを変更する場合、そのエージェントは設定さ

れたコードのリストから適切な受信不可理由コードを選択できます。

コール中のエージェントは、コールが完了したときに状態が適用されるように選択することが

できます。たとえば、コールの終了時に受信不可状態に変更する場合、エージェントは通話中

にドロップダウンリストから [Not Ready]を選択できます。Finesseデスクトップに、エージェ
ントが通話中であり、受信不可が保留状態であることが表示されます。

エージェントが受信不可理由コードを適用した場合、デスクトップに、理由コード（この例で

は、[Not Ready - Lunch]）とともに保留状態が表示されます。

理由の管理

3

理由の管理

受信不可理由コード



保留状態の変更は、エージェントの状態が通話中であるときにデスクトップに表示されます

（たとえば、保留中、コンサルトコール中、会議中、コールのサイレントモニタリング中）。

PGまたは CTIサーバフェールオーバー中には、エージェントの保留中状態は維持されませ
ん。

（注）

受信不可理由コードの追加

新しい受信不可理由コードを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Manage Reason Codes (Not Ready)]ガジェットで、[New]をクリックします。

[New Reason Code]領域が表示されます。

ステップ 2 [Reason Label]ボックスに、理由コードのラベルを入力します。

受信不可理由コードのラベルは 40文字に制限されます。（注）

ステップ 3 [Reason Code]ボックスに、自動設定された理由コードが表示されます。事前設定された理由
コードを保存しない場合は、各自の理由コードを入力できます。

コードは 1～ 65532であり、一意である必要があります。

先頭または末尾にスペースがないことを確認します。

（注）

ステップ 4 理由コードがグローバルである場合、[Global?]チェックボックスを選択します。理由コードが
チームに固有の場合は、[Global?]チェックボックスをオフにします。

デフォルトでは、[Global?]チェックボックスはオンになっています。（注）

ステップ 5 [Save]をクリックします。

Finesseサーバは、データベースに理由ラベルを保存する前に、先頭または末尾のス
ペースを削除します。

（注）
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受信不可理由コードの編集

既存の受信不可理由コードのラベルまたはコードを編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Manage Reason Codes (Not Ready)]ガジェットで、編集する理由コードを選択します。

ステップ 2 [Edit]をクリックします。

[Edit Reason Code]領域が表示されます。

ステップ 3 受信不可理由コードのラベルを変更する場合、[Reason Label]フィールドに、理由コードの新
しいラベルを入力します。コードを変更する場合、[ReasonCode]フィールドに新しいコードを
入力します。誰がコードにアクセスできるかを変更する場合は、[Global?]チェックボックスを
オンまたはオフにします。

ステップ 4 [Save]をクリックします。

受信不可理由コードの削除

受信不可理由コードが削除された後にエージェントがその受信不可理由コードを選択した場

合、エラーが発生する可能性があります。受信不可理由コードを変更しているときにサインイ

ンしていたエージェントは、サインアウトして再びサインインするまでデスクトップに変更が

反映されません。

（注）

受信不可理由コードを削除するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [ManageReasonCodes (NotReady)]ガジェットで、削除する受信不可理由コードを選択します。

ステップ 2 [Delete]をクリックします。

選択した理由コードを削除するかどうかの確認が求められます。

ステップ 3 選択した理由コードを削除するには [Yes]をクリックします。

サインアウト理由コード
サインアウト理由コードは、エージェントが Finesseデスクトップからサインアウトするとき
に選択できる理由を表します。

サインアウト理由コードを表示、追加、編集、または削除するには、[Manage Reason Codes
(Sign Out)]ガジェットを使用します。ラベルまたは理由コードを基準として、サインアウト理
由コードを昇順または降順に並べ替えるには、[Reason Label]ヘッダーまたは [Reason Code]
ヘッダーをクリックします。システム理由コードまたはカスタム理由コードを並べ替えて表示

するには、[タイプ（Type）]ヘッダーをクリックします。グローバル（Yes）かそうでない
（No）かを基準として理由コードを並べ替えるには、[Global]ヘッダーをクリックします。

サインアウト理由コードは、グローバル（すべてのエージェントに対して表示される）または

チーム（指定されたチームのエージェントに対してのみ表示される）のいずれかを対象とする

ことができます。
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Finesseは、合計 200のサインアウト（Sign Out）理由コードをサポートします。これには、最
大 100個のグローバルサインアウト（Sign Out）理由コード、および 100個のサインアウト
（Sign Out）チーム理由コードが含まれます。チーム理由コードはチームにマッピングできま
す。同じ理由コードを複数のチームにマッピングできます。

（注）

次の表で、[Manage Reason Codes (Sign Out)]ガジェットのフィールドについて説明します。

説明フィールド

サインアウト理由コードのラベル。Reason Label

ラベルには最大40文字まで使用でき、各サインアウト理由コードに対し
て一意である必要があります。英数字と特殊文字の両方がサポートされ

ます。

理由コードのタイプ（カスタムまたはシステム）。Type

この列はデフォルトであり、システム理由コードとカスタム理由コード

の両方を表示するように並べ替えることができます。

サインアウト理由のコード。Reason Code

コードは 1～ 65535の任意の値であり、一意である必要があります。

[Yes]/[No]。理由コードをすべてのエージェントが利用できるか（Yes）、
またはエージェントの特定のチームが対象となるか（No）を示します。

Global?

[Manage Reason Codes (Sign Out)]ガジェットでのアクションは次のとおりです。

• [New]：新しいサインアウト理由コードを追加します。

• [Edit]：既存のサインアウト理由コードを編集します。

• [Delete]：サインアウト理由コードを削除します。
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• [Refresh]：サーバからサインアウト理由コードのリストをリロードします。

サインアウト理由コードを追加、編集、または削除する場合、3秒後にFinesseデスクトップに
変更が反映されます。ただし、変更時にサインインしていたエージェントのデスクトップに

は、サインアウトして再びサインインするまで変更が反映されません。

（注）

エージェントがデスクトップで [Sign Out]をクリックすると、ドロップダウンリストに設定済
みのサインアウトコードが表示されます。エージェントは、エージェントがサインアウトする

理由を表すコードを選択できます。

サインアウト理由コードの追加

新しいサインアウト理由コードを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [理由コードの管理（サインアウト）（Manage Reason Codes (Sign Out)）]ガジェットで、[新規
（New）]をクリックします。

[New Reason Code]領域が表示されます。

ステップ 2 [Reason Label]ボックスに、理由コードのラベルを入力します。

サインアウト理由コードのラベルは 40文字に制限されます。（注）

ステップ 3 [ReasonCode]ボックスに、自動設定された理由コードが表示されます。事前設定された理由を
保存しない場合は、各自の理由コードを入力できます。

コードは 1～ 65535であり、一意である必要があります。

先頭または末尾にスペースがないことを確認します。

（注）
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ステップ 4 理由コードがグローバルである場合、[Global?]チェックボックスを選択します。理由コードが
チームに固有の場合は、[Global?]チェックボックスをオフにします。

デフォルトでは、[Global?]チェックボックスはオンになっています。（注）

ステップ 5 [Save]をクリックします。

サインアウト理由コードの編集

既存のサインアウト理由コードのラベルまたはコードを編集するには、次の手順を実行しま

す。

手順

ステップ 1 [Manage Reason Codes (Sign Out)]ガジェットで、編集する理由コードを選択します。

ステップ 2 [Edit]をクリックします。

[Edit Reason Code]領域が表示されます。

ステップ 3 サインアウト理由コードのラベルを変更する場合、[Reason Label]フィールドに、理由コード
の新しいラベルを入力します。コードを変更する場合、[ReasonCode]フィールドに新しいコー
ドを入力します。誰がコードにアクセスできるかを変更する場合は、[Global?]チェックボック
スをオンまたはオフにします。

ステップ 4 [Save]をクリックします。
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サインアウト理由コードの削除

サインアウト理由コードが削除された後にエージェントがそのコードを選択した場合、エラー

が発生する可能性があります。サインアウト理由コードを変更しているときにサインインして

いたエージェントは、サインアウトして再びサインインするまでデスクトップに変更が反映さ

れません。

（注）

サインアウト理由コードを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Manage Reason Codes (Sign Out)]ガジェットで、削除するサインアウト理由コードを選択しま
す。

ステップ 2 [Delete]をクリックします。

選択した理由コードを削除するかどうかの確認が求められます。

ステップ 3 選択したサインアウト理由コードを削除するには [Yes]をクリックします。

定義済みのシステム理由コード
[待受停止（Not Ready）]のシステム理由コードと [サインアウト（Sign Out）]のシステム理由
コードでは、理由コードラベルだけを編集、保存できます。グローバル属性とシステムコー

ドは変更できません。システム理由コードのラベルが変更されており、デフォルトラベルに戻

したい場合には、次に示す事前定義のシステム理由コードのリストを参照してください。
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理由のラベルの説明理由のラベルシステム

理由コー

ド

コールに応答しなかったため、エージェントの状

態が変更されました。

待受停止 -コールに応答があり
ません（Not Ready - Call Not
Answered）

32767

この理由コードは、エージェントが発信のために

オフフックになると、システムから発行されます。

待受停止 -オフフック（Not
Ready - Offhook）

32762

エージェントがこのタスクを実行することを覚え

ている場合は、対応するエージェントトリガー理

由コードが表示されます。この理由コードは、エー

ジェントがこのタスクを実行し忘れると、システ

ムから発行されます。

CTI OSクライアントの接続が解除され、エージェ
ントがログアウトされました。

ログアウト -システム接続解除
（Logged Out - System
Disconnect）

50001

CTI OSコンポーネントの接続が解除されたため、
エージェントがログアウトされたか、待受停止状

ログアウト -システム障害
（Logged Out - System Failure）

50002

態になりました。エージェントデスクトップアプ

リケーションを閉じたか、ハートビートがタイム

アウトになったか、CTI OSサーバに障害が発生し
た可能性があります。

この理由コードは、エージェントが特定の状況で

強制的にログアウトされると、システムから発行

されます。

待受停止 -接続失敗（NotReady
- Connection Failure）

50002

Unified CMによって、そのデバイスがアウトオブ
サービスであるとレポートされたため、エージェ

ントがログアウトされました。

ログアウト -デバイスエラー
（Logged Out - Device Error）

50003

エージェントデスク設定で定義されているエージェ

ントの非アクティブ状態が発生したため、エージェ

ントはログアウトされました。

ログアウト -非アクティブタイ
ムアウト（Logged Out -
Inactivity Timeout）

50004

周辺機器で [エージェント電話回線制御（Agent
Phone Line Control）]が有効になっており、エー

待受停止 -非ACDビジー（Not
Ready - Non ACD Busy）

50005

ジェントの状態に影響するように [ACD以外の回
線の影響（NonACDLine Impact）]が設定されてい
るUnifiedCCEエージェント導入環境では、この理
由コードにより、ACD以外の回線で通話中のエー
ジェントが待受停止（NotReady）に設定されます。
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エージェントに対してルーティングされたコール

が 2回連続して届かなかったため、そのエージェ
ントは受信不可状態になりました。

待受停止 -コールオーバーラッ
プ（Not Ready - Call Overlap）

50010

エージェントのスキルグループがAdministration&
Data Server上で動的に変更されたため、エージェ
ントはログアウトされました。

ログアウト -キューの変更
（Logged Out - Queue Change）

50020

あるエージェントが、PG静的デバイスターゲット
と同じダイヤル番号（DN）を使用する動的なデバ

ログアウト -デバイス競合
（LoggedOut - Device Conflict）

50030

イスターゲットにログインした場合、このエージェ

ントはログアウトされます。

コールに失敗したため、モバイルエージェントは

ログアウトされました。

ログアウト -モバイルエージェ
ントコールの失敗（LoggedOut
- Mobile Agent Call Fail）

50040

モバイルエージェントの電話が話中でコールが失

敗したため、このモバイルエージェントの状態は

受信不可に変更されました。

待受停止 -モバイルコールに応
答がありません（Not Ready -
Mobile Call Not Answered）

50041

常時接続モードの使用中、電話回線が切断された

ため、モバイルエージェントはログアウトされま

した。

ログアウト -モバイルエージェ
ント接続解除（Logged Out -
Mobile Agent Disconnect）

50042

エージェントが再初期化されました（Peripheralの
再起動時に使用されます）。

待受停止 -システム再初期化
（Not Ready - System
Reinitialized）

65535

PGによってエージェントがリセットされました。
通常は、PGの障害が原因です。

待受停止 -システムリセット
（Not Ready - System Reset）

65534

エージェントがログインしている間に、管理者が

そのエージェントの内線を変更しました。

待受停止-内線番号の変更（Not
Ready - Extension Modified）

65533

強制ログオフされる前に、エージェントが待受停

止状態になります。

待受停止 -強制ログアウトの開
始（Not Ready - Starting Force
Logout）

20001

強制ログアウト要求が発行されます。たとえば、

エージェント Aが Cisco Agent Desktopにログイン
ログアウト -強制ログアウト
（Logged Out - Force Logout）

20002

しようとした場合に、エージェント Bがすでにそ
のエージェント IDでログインしているときは、
エージェント Aは強制的にログインするかどうか
を尋ねられます。エージェントAが [yes]と応答し
た場合は、エージェントBはログアウトされ、エー
ジェント Aがログインします。次に、理由コード
20002（エージェントBが強制的にログアウトされ
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た）とともに、特定の時点でエージェント Bがロ
グアウトされたことを示すレポートが表示されま

す。

まだログアウト状態になっていない場合は、エー

ジェントを待受停止状態にするように要求が発行

待受停止 -エージェントログア
ウト要求（Not Ready - Agent
Logout Request）

20003

されます。エージェントをログアウトさせるため

に、ログアウト要求が発行されます。

この理由コードは、スーパーバイザがエージェン

トの状態を強制的に [待受停止（Not Ready）]に変
更すると、システムから発行されます。

待受停止 -スーパーバイザの開
始（Not Ready - Supervisor
Initiated）

999

この理由コードは、スーパーバイザがエージェン

トの状態を強制的に [ログアウト（Logout）]に変
更すると、システムから発行されます。

ログアウト -スーパーバイザの
開始（Logged Out - Supervisor
Initiated）

999

Cisco Finesse Desktopと Cisco Finesse Serverの間で
接続障害が発生し、エージェントが強制的にログ

ログアウト -接続失敗（Logged
Out - Connection Failure）

255

アウトされると、システムからこの理由コードが

発行されます。

アップグレード中の理由コードの競合の管理
システム理由コードは自動的に生成される理由コードであり、古いバージョンからCiscoFinesse
11.6(1)へアップグレードする際に、カスタム理由コードと競合する可能性があります。理由
コードが競合する場合は、管理コンソールへのサインイン時に次のメッセージが表示されま

す。

カスタム理由コードがシステム理由コードと競合しています。（Custom reason codes conflict
with system reason codes.）解決して、不一致が報告されないようにしてください。（Resolve
to avoid reporting inconsistency.）

システム理由コードの競合を確認して解決できるようにするため、ブラウザのキャッシュを消

去します。

（注）

Unified CCE導入環境で以前のバージョンからアップグレードを実行するときは、カスタム理
由コード 999、255、20001、20002、20003、および 50041を変更してください。これにより、
システム理由コードの競合が回避されます。

（注）

理由の管理
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すべての競合する理由コードが強調表示されます。編集するには、競合する各理由コードを選

択し、[編集（Edit）]をクリックします。[Edit Reason Code]領域が表示されます。リストに表
示されている選択可能なオプションから理由コードを選択するか、使用するその他のコードを

入力します。コードは特定のカテゴリ（[待受停止（Not Ready）]または [サインアウト（Sign
Out）]）において一意である必要があります。

解決したら、理由コードは理由コード番号に基づいて並べ替えられ、表に取り込まれます。

ラップアップ理由
ラップアップ理由は、エージェントがコールに適用できる理由を表します。ラップアップ理由

は顧客がコンタクトセンターに電話をかけてきた理由を示します。たとえば、セールスへの電

話に1台のラップアップ理由を指定し、サポートへの電話に別のラップアップ理由を指定する
ことができます。

ラップアップ理由をすべてのエージェントに対してグローバルに使用可能にするように設定す

ることも、特定のチームのみに対して使用可能にするように設定することもできます。

ラップアップ理由を表示、追加、編集、または削除するには、[Manage Wrap-Up Reasons]ガ
ジェットを使用します。[Reason Label]ヘッダーをクリックすると、ラップアップ理由を昇順
または降順で並べ替えることができます。グローバル（Yes）かそうでない（No）かを基準と
してラップアップ理由を並べ替えるには、[Global]ヘッダーをクリックします。

Finesseは、最大 100のグローバルラップアップ理由および 1500のチームラップアップ理由を
サポートします。1つのチームには、100以下のラップアップ理由を割り当てることができま
す。

（注）

理由の管理
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Finesseは着信コールおよびアウトバウンドオプションのダイヤラコールのみに対してラップ
アップ理由をサポートします（Finesseはアウトバウンドオプションダイレクトプレビュー
モードをサポートしません）。Finesseはエージェントが発信したコールのラップアップはサ
ポートしません。

ラップアップを有効にするには、Unified CCE Agent Desk設定で次の両方の属性を設定する必
要があります。

•着信属性の [作業（Work）]モードを [オプション（Optional）]または [必須（Required）]
に設定します。

•発信属性の [Work]モードを [Optional]または [Not Allowed]に設定します。

着信属性の [作業（Work）]モードが [必須（Required）]に設定される場合、エージェントは、
着信コールまたはアウトバウンドオプションコールの終了後に、ラップアップ状態に自動的

に移行します。着信属性の [作業（Work）]モードが [オプション（Optional）]に設定される場
合、コールの終了後にラップアップ状態に移行するためには、エージェントはエージェント状

態のドロップダウンリストからラップアップを選択する必要があります。エージェントがコー

ル中にラップアップを選択しない場合、エージェントはコールの終了後にラップアップ状態に

移行しません。

Agent Desktop設定の指定に関する詳細情報については、Unified CCEの設定マネージャのオン
ラインヘルプを参照してください。

エージェントがラップアップに設定されていて、通話中に保留状態を選択した場合、コールの

完了時に、そのエージェントは通話中に選択した保留状態ではなく、ラップアップ状態になり

ます。エージェントは新しい状態（受信可または受信不可）を選択するか、ラップアップタイ

マーを期限切れにすることで、ラップアップを終了できます。エージェントが新しい状態を選

択した場合、新しい状態によってコール中に選定した保留状態が上書きされます。ラップアッ

プタイマーが期限切れになると、エージェントが保留中状態に移行します。

（注）

次の表で、[Manage Wrap-Up Reasons]ガジェットのフィールドについて説明します。

説明フィールド

理由の管理
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ラップアップ理由のラベル。Reason Label

このラベルは、各ラップアップ理由に対して一意にする必要があり、最

大長は 39バイトです（米国英語の 39文字に相当）。英数字と特殊文字
の両方がサポートされます。

[Yes]/[No]。ラップアップ理由をすべてのエージェントが利用できるか
（Yes）、またはエージェントの特定のチームが対象となるか（No）を
示します。

Global?

[Manage Wrap-Up Reasons]ガジェットでのアクションは次のとおりです。

• [New]：新しいラップアップ理由を追加します。

• [Edit]：既存のラップアップ理由を編集します。

• [Delete]：ラップアップ理由を削除します。

• [Refresh]：サーバからラップアップ理由のリストをリロードします。

ラップアップ理由を追加、編集、または削除する場合、3秒後にエージェントまたはスーパー
バイザのデスクトップに変更が反映されます。ただし、変更時にサインインしていたエージェ

ントのデスクトップには、サインアウトして再びサインインするまで変更が反映されません。

（注）

ラップアップ理由の追加

新しいラップアップ理由を追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Manage Wrap-Up Reasons]ガジェットで、[New]をクリックします。

[New Wrap-Up Reason]領域が表示されます。

ステップ 2 [Reason Label]フィールドに、ラップアップ理由のラベルを追加します。

ラップアップ理由ラベルは、39バイトに制限されています。（注）

ステップ 3 ラップアップ理由がグローバルである場合、[Global?]チェックボックスをオンにします。ラッ
プアップ理由がチームに固有の場合は、[Global?]チェックボックスをオフにします。

理由の管理
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デフォルトでは、[Global?]チェックボックスはオンになっています。（注）

ステップ 4 [Save]をクリックします。

ラップアップ理由の編集

既存のラップアップ理由を編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Manage Wrap-Up Reasons]ガジェットで、編集するラップアップ理由を選択します。

ステップ 2 [Edit]をクリックします。

[Edit Wrap-Up Reason]領域が表示されます。

ステップ 3 [Wrap-Up Reason Label]フィールドに、ラップアップ理由の新しいラベルを入力します。誰が
ラップアップ理由にアクセスできるかを変更する場合は、[Global?]チェックボックスをオンま
たはオフにします。

ステップ 4 [Save]をクリックします。

ラップアップ理由の削除

ラップアップ理由を削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Manage Wrap-Up Reasons]ガジェットで、削除するラップアップ理由を選択します。

理由の管理
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ステップ 2 [Delete]をクリックします。

選択したラップアップ理由を削除するかどうかの確認が求められます。

ステップ 3 選択したラップアップ理由を削除するには [Yes]をクリックします。

理由の管理
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