
取扱説明書【基本編】

技術基準適合認証品

Netcommunity SYSTEM

RACSIANTTアドレス	

Netcommunity SYSTEM RACSIA を お 買 い 求 め い た だ き ま し て、 

まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解して

からお使いください。

●お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いく

ださい。
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。本商品を家庭環境で
使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本書中のマーク説明

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただく
ために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所にてお求めください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う

可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される

内容を示しています。

お願い
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の

性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

お知らせ この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

ワンポイント
この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を

示しています。
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●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。  
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通話、録音、FAX通信、データ通信、その他のサー
ビスの利用ができなかったために生じた損害、または本商品に登録された情報内容の消失などにより生じた損害などの純粋経
済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容
は、別にメモを取るなどして保管くださるようお願いします。

●本商品を修理する場合は工事担任者資格を必要とします。無資格者の修理は違法となり、また事故のもととなりますので絶対
におやめください。

●本商品を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
●本書とともに必ず、ご使用のパソコンや接続する機器などの取扱説明書をよくお読みになり、理解したうえでお使いください。
●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけく

ださい。
●本商品の外観、機能およびデータ設定画面などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
●第三者により意図的にSIP対応電話機などから電話回線を使用される可能性があります。セキュリティを向上するには、無線

LAN装置のセキュリティを向上する設定をしたり、外部の人にLANへの接続をさせないなどの対策を講じてください。

＊ Windows Vista® は、Microsoft Windows Vista® operating system の略です。
＊ Windows® XP は Microsoft® Windows® XP operating system の略です。
＊ Windows® 2000 は Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。
＊ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
＊ Ethernet は、富士ゼロックス社の登録商標です。
＊ Super AG は Atheros Communications, Inc. の登録商標です。
＊ Netcommunity は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
＊その他、本文中での記載の製品名や品名は各社の商標または登録商標です。
＊らくらく！セットアップガイド、および取扱説明書【基本編】【応用編】では、本文中の ™、® は省略しています。

本商品を廃棄、譲渡、返却される場合の留意事項
●本商品は、お客様固有の情報を保存または保持可能な商品です。本商品内に保存または保持された情報の流出による不測の損

害などを回避するために、本商品を廃棄、譲渡、返却される際には、本商品内に保存または保持された情報を消去する必要が
あります。詳しくは取扱説明書【応用編】「4. 運用方法／メンテナンス」→「お買い求め時の設定に戻すには」をご参照いた
だくか、当社のサービス取扱所にご相談ください。

無線機能全般についての注意事項
● 無 線LAN速 度「54Mbps」 はIEEE802.11a/gの 規 格 仕 様 上 の 理 論 値 で す。 ま た、 無 線LAN速 度「11Mbps」 は

IEEE802.11bの規格仕様上の理論値です。実際の使用で得られる通信速度とは異なりますので、あらかじめご了承ください。
● 本商品を安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定（SSIDの設定、暗号設定等）を必ず行ってください。
● 本商品はIEEE802.11a準拠（W52）です。

使用周波数について（5GHz）
● 本商品で使用する36、40、44、48チャネルの5GHz帯周波数は、衛星携帯電話や気象レーダ、高速道路の自動料金徴収シ

ステム（ETC）などでも使用されているため、電波法により屋内でのみ使用可能です。
● 万一、電波の干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用周波数を変更するか本商品の使用を中止してください。
● 本商品の使用する5GHz帯は電波法により屋外での使用を禁じられていますので、ご使用にならぬようご注意ください。

使用周波数について（2.4GHz）
本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業･科学･医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用
の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1．本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2．万一、本商品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した

うえ、弊社サポートセンター（マニュアル・取扱説明書等に記載）にご連絡いただき、混信回避のための処置等についてご
相談ください。

3．その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが
おきたときは弊社サポートセンター（マニュアル・取扱説明書等に記載）へお問い合わせください。

2.4DSOF4 本商品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式/OFDM方式を採用し、想定与干渉
距離は40m、全帯域を使用し、かつ移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにア
マチュア無線局の帯域を回避可能です。



4

安全にお使いいただくために必ずお読みください

警告 
●	万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、
火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源プラグを電源コンセン
トから抜き、LANケーブルなどを差込口から抜いて、煙が出なくなるのを確
認し、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は
危険ですから絶対におやめください。

●	万一、本商品を落とすなどして破損した場合は、すぐに電源プラグを電源コ
ンセントから抜き、LANケーブルなどを差込口から抜いて、当社のサービス
取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となるこ
とがあります。

●	本商品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火災・
感電の原因となることがあります。すぐに電源プラグを電源コンセントから
抜き、LANケーブルなどを差込口から抜いて、当社のサービス取扱所に点検
をご依頼ください。

●	万一、本商品内部や電源プラグ、LANケーブル、LANケーブルのコネクタ
に水などの液体が入った場合は、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜
き、LANケーブルなどを差込口から抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡
ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

●	ぬれた手で本商品の操作や電源プラグ、LANケーブルの抜き差しをしないで
ください。火災・感電の原因となることがあります。

●	本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となることがあり
ます。内部の点検、調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご依頼くだ
さい（分解、改造された本商品は修理に応じられない場合があります）。

●電源アダプタは、本商品専用の電源アダプタをお使いになり、それ以外のも
のは、絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることが
あります。

●	本商品や電源プラグ、LANケーブル、LANケーブルのコネクタのそばに、
水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、ま
たは小さな金属類を置かないでください。本商品に水や液体がこぼれたり、
小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

●	本商品や電源プラグ、LANケーブルを次のような環境に置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。
• 直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近くや屋外などの温度の上がる場所。
• 調理台のそばなど、油飛びや湯気のあたるような場所。
• 湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所。
• ゴミやホコリの多い場所、鉄粉、有害ガスなどが発生する場所。
• 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
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警告 
●	電源は、AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・
感電の原因となることがあります。

●	テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線は
しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、
加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあり
ます。電源コードが傷んだら、当社のサービス取扱所に修理をご依頼くださ
い。

●	本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し
込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐ
に電源プラグを電源コンセントから抜き、LANケーブルなどを差込口から抜
いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・
感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注
意ください。

●	電源コードが傷んだ状態（芯線の露出、断線など）のまま使用すると、火災・
感電の原因となることがあります。すぐに電源プラグを電源コンセントから
抜き、LANケーブルなどを差込口から抜いて、当社のサービス取扱所に修理
をご依頼ください。

●	本商品の電源プラグを電源コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを
持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感
電や断線の原因となることがあります。

●	本商品の電源プラグを電源コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因となることがあります。

●	本商品の電源プラグは、ほこりが付着していないことを確認してから電源コ
ンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、電源プラグ
を電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこりにより、火災・
感電の原因となることがあります。なお、点検に関しては当社のサービス取
扱所にご相談ください。

●	本商品や電源コードを熱器具に近づけないでください。キャビネットや電源
コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
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●	本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと、本商品の内部に
熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。　　　　　　　　　　　	
次のような設置のしかたはしないでください。
• 本商品を仰向けにする。
• 本商品を収納棚や本箱、配線ボックスなどの風通しの悪い狭い場所に押し込む。
• 本商品にテーブルクロスなどをかける。
• 本商品をじゅうたんや布団の上に置く。
• 本商品の周りに物を置いて、通風孔をふさぐ。

●	近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお
控えください。雷によっては、火災・感電の原因となることがあります。

●	お客さまが用意された機器を本商品および電話機に接続してお使いになる場
合は、あらかじめ当社のサービス取扱所にご確認ください。確認できない場
合は絶対に接続してお使いにならないでください。火災・感電の原因となる
ことがあります。

●本商品を接続してご使用になる場合は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱
う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したり
しないでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤動作するなどの原
因となることがあります。

　心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、そのほか医用電気機器をご使用
される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影
響についてご確認ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

お使いになる前に（設置環境）

警告 

注意 
●	本商品は次のような場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけ
がの原因となることがあります。
• ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。
• 振動、衝撃の多い場所。

●	屋外に渡る配線は行わないでください。特に、建物から建物へ空中を通す配
線は雷などによる事故の原因となることがあります。

●	本商品を壁掛け設置する場合は、専用の壁掛け用木ねじによりしっかりと固
定設置してください。固定が不十分な場合、落下の原因となることがありま
す。
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お使いのとき

注意 
●	本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭では、ご注
意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。

●	本商品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品の電源プラ
グを電源コンセントから抜いてください。

●	本商品をお手入れするときは、安全のため必ず本商品の電源プラグを電源コ
ンセントから抜き、LANケーブルなどを差込口から抜いて行ってください。

●	IP多機能電話機、無線IP多機能電話機には、指定された電源アダプタ以外の
電源アダプタを接続しないでください。故障の原因となることがあります。

●	本商品の上に重い物を載せないでください。バランスが崩れて落下やけがの
原因となることがあります。

●	IP多機能電話機を持ち運ぶときは、透明カバーの部分を持たないでください。
ハトメをゆるめた状態では、カバーが外れて電話機が落下することがありま
す。

●IP多機能電話機、無線IP多機能電話機を利用するときは、LANケーブルや
電源アダプタが抜けないようご注意ください。正常な動作ができなくなるこ
とがあります。

お願い

●	ナンバー・ディスプレイのご利用に際しては、総務省の定める「発信者情報
通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」
を尊重してご利用願います。
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

取り扱いについて

置き場所について

●	本商品をぬれたぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかな
いでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れが
ひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、
やわらかい布でからぶきしてください。

●	本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となる
ことがあります。

●	本商品の電源コードやLANケーブルなどを引っ張らないでください。故障
の原因となることがあります。

●	コネクタに異物を差し込んだり、端子面に触れないでください。故障の原
因となることがあります。

●	本商品は高度な技術によって構成された精密機器です。より安心して使用
していただくためには、当社の定期点検をお受けすることをお勧めします。
詳しくは、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。

●本商品に内蔵の無線アクセスポイント、無線ステーションは、音声優先機
能を持っておりますが、本商品の設定内容、またはお客様の利用環境（設
置環境、無線電波の干渉、ネットワークの混雑等）によっては、性能が十
分に発揮されず、通信が途切れる場合や通信ができなくなる場合がありま
すので注意してください。

●	電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生し
ているところに置かないでください（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラ
ジオ、蛍光灯、インバータエアコン、電磁調理器など）。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることが

あります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
• テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることが

あります。
• 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみて

ください。

●	硫化水素が発生する場所（温泉地）や、塩分の多いところ（海岸）などでは、
本商品の寿命が短くなることがあります。

お願い

お願い
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この取扱説明書の見方

この取扱説明書（基本編）の構成

CD-ROMに収録された取扱説明書について

らくらく！セットアップガイド
お買い求め頂いてから簡単にお使い頂けるまでの設定の流れを説明して
います。（開封後、最初にお読みください）

取扱説明書【基本編】
この取扱説明書（冊子）と同じ内容です。

取扱説明書【応用編】
お客様の環境に合わせて設定することができる詳細機能と設定方法を説
明しています。

IPコードレス電話機	取扱説明書
IPコードレス電話機の使用方法について説明しています。

無線アクセスポイント（a/b/g）・無線ステーション	取扱説明書
無線アクセスポイント（a/b/g）・無線ステーションの接続と設定につい
て説明しています。

このディスクはCD-ROMです。
オーディオ用プレーヤーでは
絶対に再生しないでください。

CD-ROM for Windows 

Copyright © 2009 NTTEAST･NTTWEST

警告!!

Netcommunity SYSTEM
RACSIA 専用CD-ROM

本CD-ROMを使用する際は、
同梱の「専用CD-ROMの使
い方」をお読みください。

Version 2.00

らくらく！セットアップガイド

取扱説明書【基本編】

取扱説明書【応用編】

IPコードレス電話機 取扱説明書

無線アクセスポイント（a/b/g）・
無線ステーション 取扱説明書

無線アクセスポイント 無線ステー
ション設定ソフトウェア

添付のCD-ROMにPDFファイルで収録されています。

1 お使いになる前に
Netcommunity SYSTEM RACSIAの特長や 
接続方法などを説明しています。

2 IP多機能電話機を使う
電話をかけたり受けたりする基本機能をはじめ、
さまざまな機能について説明しています。

3 IPコードレス電話機を使う

4 WLAN携帯電話機を使う

5 単体電話機を使う

6 データ設定を行うために
本商品のデータ設定のための準備について説明し
ています。

7 ご参考に
本商品とIP多機能電話機の接続方法や、停電時の
動作、さらに故障かな?と思ったときの確認方法な
どを説明しています。
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操作手順説明
順番に操作を説明しています。

この取扱説明書の見方

91

IP多機能電話機
を使う2

I
P
多
機
能
電
話
機

を
使
う

2

不在のときに電話がかかってきたときは
（不在転送）
ユーザ状態を「不在」にセットしているとき、かかってきた電話（個別着信）を、
他の内線電話機や外線へ転送することができます。

上下ボタン

ダイヤルボタン

決定ボタン

メニューボタン

ハンドセット

クリアボタン

内線へ転送するように設定する

（次ページにつづく）

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

機能メニュー
1：ユーサ゛状態変更

3：不在着信転送設定
2：他ユーサ゛状態表示

上下ボタンで選択したときは、決定ボタンを押してか
ら次の手順に進みます。

不在着信転送の番号 をダイヤル
ボタンで押す2

不在着信転送設定
1：設定
2：解除
3：登録

登録の番号 をダイヤルボタンで
押す3

不在着信転送設定 
1：内線へ転送 
2：外線へ転送 

内線へ転送の番号 をダイヤルボ
タンで押す4

章タイトル
章ごとにタイトルが付けられ
ています。

タイトル
目的ごとにタイトルが付けら
れています。

電話機イラスト
操作で使うボタンなどの位置
を示しています。

ワンポイント
知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスな
どの補足説明を示しています。

次の 4 種類のマークで項目を区別しています。

●： お買い求めいただいてすぐにご利用いた
だける機能の補足説明です。

：  ｢データ設定」することによりご利用いた
だける機能の補足説明です。※

○： その他の補足説明です。

：「特別な工事」を行うことにより、ご利用
いただける機能の補足説明です。※

ディスプレイ表示
各操作中または操作のあとに、

電話機のディスプレイに表示

される内容を示しています。

内線番号などのディスプレイ

表示は一例です。

※「データ設定」： 本商品にパソコンを接続し、Web ブラウザで設定します。（詳細は取扱説明書【応用編】参照）

※「特別な工事」：  接続や設定に特殊な知識を必要とする工事です。

　 当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

設定メニュー
（〜の番号）

メニューボタンとダイヤルボタ

ン、上下ボタン、決定ボタンで

各種設定を行う番号です。

特番（〜用の番号）
ダイヤルボタンで各種機能を利

用できるようにする番号です。

お願いまたはお知らせ
〈お願い〉

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本
商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止
を招く内容を示しています。

〈お知らせ〉
この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を
示しています。

IP 多機能電話機の操作説明ページの構成

＜サンプルページ＞
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お使いに 
なる前に1 特　長

Netcommunity	SYSTEM	RACSIAには、次のような特長があります。

自動設定ですぐ利用可能
本体にひかり電話／ひかり電話オフィスタイプの
回線とIP多機能電話機、アナログゲートウェイ
ボックス、ISDNゲートウェイボックスを接続し
て電源を入れるだけで、ご利用に必要な設定を自
動的に行うため、すぐにビジネスホンとして利用
することができます。

簡単Web設定
システムデータの設定はWebブラウザからの簡
単な操作で設定が可能です。
お客様の利用形態にあわせ、ご自由に設定・変更
してお使いいただくことができます。

内線電話機20台まで接続可能
IP多機能電話機、IPコードレス電話機、単体電話
機、WLAN携帯電話機などを内線電話機として
最大20台まで接続することができます。

無線LAN機能を標準装備
本体にIEEE802.11a/b/gに対応した無線LAN
機能を搭載しているため、IPコードレス電話機や、
WLAN携帯電話機※1を内線電話機として使用す
ることができます。

WLAN携帯電話機対応
WLAN携帯電話機※1を内線コードレス電話機とし
て利用できます。オフィス内では内線電話として、
オフィス外ではFOMAとして、1台で2通りに使う
ことができます。また、不在時には転送設定をする
ことで、オフィスにかかってきた電話を外出先の
FOMAで受けることができます。

社外では... 社内では...

ひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ
対応
ひかり電話オフィスタイプ（フレッツ 光ネクスト、
Bフレッツ、フレッツ・光プレミアム）とひかり電
話（フレッツ 光ネクスト）に対応しています。
低廉な通話料金での発信、従来の加入電話と同じ
番号での着信が可能です。
ひかり電話オフィスタイプの場合には、最大8チャ
ネル、32番号まで、ひかり電話の場合には、最
大2チャネル、5番号まで利用することができま
す。

※1　 WLAN携帯電話機は、FOMA N906iL onefone、FOMA N902iLが対応しています。（2009年6月現在）
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お
使
い
に
な
る
前
に

1

マルチラインのIPコードレス電話機収容
IEEE802.11bに対応したマルチラインコードレ
ス電話機を収容することができます。8つのフレ
キシブルボタンに外線ボタンを割り付けること
で、現在利用中の回線も一目でわかります。

アナログゲートウェイボックス収容
外線としてアナログ回線を最大2回線、内線とし
て単体電話機・FAXを2台接続できるアナログ
ゲートウェイボックスを1台接続することができ
ます。
アナログゲートウェイボックスは、停電になると
自動的に単体電話機からアナログ回線を利用して
発着信をすることができます。

アナログ
回線

単体電話機FAX

ACO

ルータ機能
ご契約いただいているプロバイダ情報を入力する
ことで、インターネットやフレッツ・スクウェア
などへ接続することができます。

Internet

プレゼンス機能対応※2

本商品にWLAN携帯電話機を接続し、WLAN携
帯電話機のプレゼンス機能を利用して他のユーザ
の状態を確認したり、自分のプレゼンス状態を変
更することができます。
また、IP多機能電話機、IPコードレス電話機と連
動しており、状態を確認したり、転送を行うこと
ができます。

オンライン 離席中など 電話中

自動ファームウェア更新機能
最新のファームウェアに自動的にバージョンアッ
プします。

ISDNゲートウェイボックス収容
外線としてISDN回線を1回線収容できるISDN
ゲートウェイボックスを1台接続することができ
ます。

ISDN
回線

ICO

※2　WLAN携帯電話機のプレゼンス機能は、FOMA N906iL onefoneが対応しています。（2009年6月現在）
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お使いに 
なる前に1 構成図

○給電HUB

◎単体電話機

◎FAX（G3）対応

◎単体電話機

◎FAX（G3）対応

○無線ステーション

RACSIA主装置
（本商品）

AC100V

設定用PC

○IP多機能電話機

○VoIPアダプタ

○無線アクセス ◎設定用PC
ポイント
（a/b/g）

○無線IP多機能
電話機

◎停電バック
アップ装置

光ファイバ アナログ回線 ISDN回線

回線終端装置
（ONU）

加入者網終端装置
（CTU）

○アナログ
　ゲートウェイ
　ボックス

○ISDN
　ゲートウェイ
　ボックス

○WLAN携帯電話機
 

○IPコードレス
電話機

○給電HUB

○給電HUB

○IP多機能電話機

ワンポイント

●オプションについて

○：当社で用意しています。

◎：	当社で用意していますが、お客様でご用意していただ
いてもかまいません。
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1

ご利用になれる各種サービス
Netcommunity	SYSTEM	RACSIAでは、ひかり電話／ひかり電話オフィスタ
イプ、アナログ回線※1、ISDN回線※2で次のようなサービスを利用することができ
ます。
なお、付加サービスをご利用いただくには、別途ご契約が必要です。

※1　アナログ回線は、一般加入者回線を示します。
※2　ISDN回線は、INSネット64を示します。

フレッツ回線※3とひかり電話/ひかり電話オフィスタイプの対応状況

（2009年6月現在）
フレッツ回線とひかり電話のご契約が必要です。

フレッツ回線 ひかり電話 ひかり電話オフィスタイプ

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ パターンA※5、パターンB パターンA

フレッツ 光ネクスト マンションタイプ※4 パターンA※5、パターンB パターンA

＜NTT東日本エリア＞

Bフレッツ マンションタイプ パターンB ー

Bフレッツ ハイパーファミリータイプ パターンB パターンA ※6

＜NTT西日本＞

Bフレッツ マンションタイプ パターンB ー

フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ パターンB パターンA

フレッツ・光プレミアム マンションタイプ パターンB ー

（次ページにつづく）
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お使いに 
なる前に1 ご利用になれる各種サービス

パターンＡ：
フレッツ回線をご利用の場合（ひかり電話対応機器なし）

フレッツ 光ネクスト（NTT東日本／NTT西日本）、
Bフレッツ ハイパーファミリータイプ（NTT東日本）
のお客様

フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ
（NTT西日本）のお客様

RACSIAONU/
VDSLモデム

ONU/
VDSLモデム

CTU RACSIA

… 今回設定を行う範囲

パターンＢ：
フレッツ回線をご利用の場合（ひかり電話対応機器あり）

RACSIAアナログゲートウェイボックスひかり電話対応機器

ACO

… 今回設定を行う範囲

※3 フレッツ回線とは、フレッツ 光ネクスト、Bフレッツおよびフレッツ・光プレミアムを示します。

※4 設備調査の結果、提供中エリアでも提供できない場合があります。

※5 フレッツ 光ネクストのONU一体型ひかり電話対応ホームゲートウェイをご利用の場合は、当社のサービス取扱
所へご連絡ください。

※6 ひかり電話拡張オプションのご契約および月額利用料が必要です。

お知らせ

●RACSIA主装置に搭載されているルータ機能（インターネット接続など）は、パターンAのフレッツ回線のみご利用いた
だけます。
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1

ひかり電話の付加サービス

（2009年6月現在） 

サービス名 機能

利用可否

フレッツ 光ネクスト Bフレッツ、
フレッツ・光プレミアム

ひかり電話
※1

ひかり電話
オフィスタイプ

ひかり電話
※1

ひかり電話 
オフィスタイプ

ナンバー・
ディスプレイ

電話をかけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話
機などのディスプレイに表示されるサービスです。 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2

ナンバー・
リクエスト

電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に、「おそれい
りますが、電話番号の前に186をつけてダイヤルするな
ど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」
と音声メッセージで伝えるサービスです。

○ ○ ○ ○

キャッチホン 通話中に第三者から着信があると、割込み音（ツー・プ
プッ・ププッ・・・）が聞こえ、フックボタンを操作す
ることによりお話しを保留したまま第三者と通話ができ
るサービスです。

× ×

ボイスワープ かかってきた電話をあらかじめ指定した電話番号へ転送
するサービスです。呼び出し音を鳴らさずに直接転送さ
せたり、お話し中の時だけや大切な電話番号からかかっ
てきた時にだけ転送させたりすることも可能です。

○ ○ ○ ○

迷惑電話
おことわり
サービス

迷惑電話を受けた直後に、お客様が電話機からダイヤル
操作を行うことにより、以降同じ電話番号から着信が
あった場合には、お客さまに代わって「この電話はお受
けできません。ご了承ください。」と自動的にメッセージ
で応答するサービスです。

○ ○ ○ ○

着信おしらせ
メール

外出中に自宅や会社に電話があったことを、あらかじめ
指定したパソコンや携帯電話のメールへお知らせする
サービスです。

○ ○ ○ ○

FAXお知らせ
メール

自宅や会社にFAXがあったことを、あらかじめ指定した
パソコンや携帯電話のメールへお知らせし、パソコンか
らFAX内容を確認することができるサービスです。

○ ○ ○ ○

複数チャネル
サービス

ひかり電話1契約で同時に複数回線分（ひかり電話：最大
2回線、ひかり電話オフィスタイプ：最大8回線）の通話
ができるサービスです。

○ ○※3 ○ ○

追加番号
サービス

ひかり電話1契約で、複数電話番号（ひかり電話：最大5
電話番号（契約者番号1番号+追加番号4番号）、ひかり電
話オフィスタイプ：最大32電話番号（契約者番号1番号
+追加番号31番号））の利用が可能となるサービスです。

○ ○ ○ ○

フリーアクセス・
ひかりワイド

「0120」または「0800」で始まる電話番号を利用し、か
かってきた通話料を着信者側で負担するサービスです。 ○ ○ ○ ○

（次ページにつづく）
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お使いに 
なる前に1 ご利用になれる各種サービス

サービス名 機能

利用可否

フレッツ 光ネクスト Bフレッツ、
フレッツ・光プレミアム

ひかり電話
※1

ひかり電話
オフィスタイプ

ひかり電話
※1

ひかり電話 
オフィスタイプ

特定番号通知
サービス

「フリーアクセス・ひかりワイド」をご契約しているお客
様が、「フリーアクセス・ひかりワイド」の契約回線から
発信する場合、ナンバー・ディスプレイをご利用の方に
対して、ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプの電話
番号ではなく、ご契約の着信課金電話番号を通知する
サービスです。

○ ○ ○ ○

テレビ電話 ひかり電話に接続したIPテレビ電話端末（フレッツフォ
ンシリーズ）を利用することで、ひかり電話ご契約者間 
およびNTTドコモのFOMAご契約者との間でテレビ電
話が可能となるサービスです。

× × ×

高音質電話 フレッツ 光ネクストをご利用のひかり電話契約者同士
が、高音質電話機能に対応した通信機器を利用すること
により、従来の固定電話よりも高音質で通話ができる
サービスです。

× ×

※1 パターンBのフレッツ回線をご利用の場合は、アナログゲートウェイボックスが必要となります。ひかり電話対
応機器の電話機ポートからアナログゲートウェイボックスのLINEへ接続してください。

※2 内線電話機によってご利用になれるサービスが異なります。
「内線電話機とナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイの表示可否について」（☛P23）をご参照ください。

※3 フレッツ 光ネクストのひかり電話オフィスタイプをご契約で、5つ以上の追加番号サービスをご利用になる場合
は、詳細設定が必要になります。(☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「契約したダイヤルイン番号を設定
するには」）
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1
アナログ回線の付加サービス

（2009年6月現在） 

サービス名 機能  利用の可否

モデムダイヤル
イン

電話番号をモデム信号方式で受信するダイヤルインサービスです。
契約者回線番号の他に電話番号(ダイヤルイン追加番号)を付加して、ビジネスホン等
の内線に直接電話を着信させるサービスです。

○

PB
ダイヤルイン

電話番号をPB信号方式で受信するダイヤルインサービスです。  
契約者回線番号の他に電話番号(ダイヤルイン追加番号)を付加して、ビジネスホン等
の内線に直接電話を着信させるサービスです。

×

ナンバー・
ディスプレイ

電話をかけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機などのディスプレイに
表示されるサービスです。 　○※1

ネーム・
ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイのオプションサービスです。電話をかけてきた相手の名前
や会社名（発信者名）が電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。 　○※1

ナンバー・
リクエスト

ナンバー・ディスプレイのオプションサービスです。電話番号を「通知しない」でか
けてきた相手に、「電話番号を通知してから、おかけ直しください。」と音声メッセー
ジで 伝えるサービスです。

○

キャッチホン 契約者が通話中に第三者からの着信呼があった場合、着信通知音がそれを知らせて
くれます。 ×

キャッチホンII 通話中に第三者から着信があるとお話を保留したまま第三者と通話できるだけでな
く、応答できないときにもお客様に代わってキャッチホンⅡセンタが応答し、メッ
セージを録音するとともに、録音後メッセージがあることを通知するサービスです。

×

フリーアクセス フリーアクセスは、同一県内からかかってきた電話の通話料を、受けた側でご負担
いただくサービスです。 ○

ボイスワープ かかってきた電話をあらかじめ指定した電話番号へ転送するサービスです。呼び出
し音を鳴らさずに直接転送させたり、お話し中の時だけや大切な電話番号からかかっ
てきた時にだけ転送させたりすることも可能です。

　○※2

ボイスワープ
セレクト

ボイスワープの機能に加え、かかってくる電話の相手によって「転送する」「着信する」
を設定できます。 　○※2

ボイスボックス ボイスボックスは、NTT東日本／ NTT西日本のセンタを利用して、ご契約者および
複数のメンバ間で音声メッセージをやりとりできるサービスです。 ○

マジック
ボックス

マジックボックスは、ご不在やお話中で電話にでられない場合に、NTT東日本／
NTT西日本のセンタがお客さまにかわってメッセージを録音するサービスです。 ○

※1 内線電話機によってご利用できるサービスが異なります。
「内線電話機とナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイの表示可否について」（☛P23）をご参照ください。

※2 ボイスワープ／ボイスワープセレクトで自動転送設定を無条件転送に設定されてご利用のお客様へ自動転送機能
が起動した際、転送中であることをお知らせする短い呼出信号が3回なりますが、RACSIAでは、お知らせする間、
着信鳴動せず、外線ランプが赤点灯します。

モデムダイヤルインを利用するには
(☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「契約したダイヤルイン番号を設定するには」）
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お使いに 
なる前に1 ご利用になれる各種サービス

ISDN回線の付加サービス

■ISDN回線の基本サービス
（2009年6月現在） 

サービス名 機能  利用の可否

発信者番号通知 ISDN回線を利用して電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知する、または
通知しないようにすることができます。 ○

サブアドレス
通知

相手から契約者回線番号にサブアドレスを加えて発信されると、特定の内線電話機
を指定して着信することができます。 ○

料金情報通知 ISDN回線で電話をかけたとき、お話しを終えて電話を切ると、ISDN回線の通信料
が表示されます。 　○※1

通信中機器移動 通信を一時中断して通信機器をコネクタから取り外し、同一のISDN回線上の他のコ
ネクタに接続して、通信を再開することができます。同一種類の通信機器が複数あ
るときは、他の機器から通信を再開することができます。

×

発信者番号通知で相手に通知する番号を変えるには
(☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」→「相手に通知する電話番号を変えるには」 )

相手からダイヤルされたサブアドレスによって、特定の内線電話機に着信させるには
（☛応用編 「3.ゲートウェイボックスを使う」→「受信したサブアドレスの内線へ個別着信させるには（ISDNのみ）」)

※1 本システムにおいて、通話料金通知に関する設定はありません。通話終了後、IP多機能電話機とIPコードレス電
話機のみ通話料金が表示されます。

■ISDN回線の付加サービス
（2009年6月現在） 

サービス名 機能  利用の可否

通信中着信通知 お話し中にさらにISDN回線からの着信があると、その着信を通知します。 ×

発信専用制御 電話機からの操作により、契約者回線番号単位に着信を受けないようにすることが
できます。 ×

ダイヤルイン 契約者回線番号の他に電話番号(ダイヤルイン追加番号)を付加して、ビジネスホン等
の内線に直接電話を着信させるサービスです。 ○

でんわばん
（不在案内）

不在時にかかってきた電話に対して、登録しておいたメッセージを伝えることがで
きます。 ○

ナンバー・
ディスプレイ

電話をかけてきた相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。 　○※1

ネーム・
ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイのオプションサービスです。電話をかけてきた相手の名前
や会社名（発信者名）が電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。 　○※1

INSナンバー・
リクエスト

ナンバー・ディスプレイのオプションサービスです。電話番号を「通知しない」でか
けてきた相手に、「電話番号を通知してから、おかけ直しください。」と音声メッセー
ジで伝えるサービスです。

○

INSボイス
ワープ

かかってきた電話をあらかじめ指定した電話番号へ転送するサービスです。呼び出
し音を鳴らさずに直接転送させたり、お話し中の時だけや大切な電話番号からかかっ
てきた時にだけ転送させたりすることも可能です。

　○※2
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サービス名 機能  利用の可否

INSマジックボッ
クス

かかってきた電話を自動的に別の電話に転送するだけでなく、かけてきた方のメッ
セージを当社のメッセージセンタにお預かりしたり、センタに録音されたメッセー
ジを再生するサービスです。

　○※2

災害用伝言
ダイヤル

大規模な災害が発生した際に、被災地の方が録音した安否などに関する情報を他の地
域の方が聞いたり、他の地域の方からの伝言を被災地の方に伝えることができます。 ○

迷惑電話
おことわり

迷惑電話がかかってきた直後に電話機からの登録操作を行うことにより、以降、同
じ番号からの着信に対してメッセージで自動応答するサービスです。 　○※2

ｉ・ナンバー ISDN回線1契約で、最大3電話番号（契約者回線番号＋ｉ・ナンバー付加番号2番号）
の利用が可能となるサービスです。 ○

INSキャッチホン 契約者が通話中に第三者からの着信呼があった場合、着信通知音がそれを知らせて
くれます。 ×

フリーアクセス フリーアクセスは、同一県内からかかってきた電話の通話料を、受けた側でご負担
いただくサービスです。 ○

ボイスボックス ボイスボックスは、NTT東日本／ NTT西日本のセンタを利用して、ご契約者および
複数のメンバ間で音声メッセージをやりとりできるサービスです。 ○

※1 内線電話機によってご利用できるサービスが異なります。
「内線電話機とナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイの表示可否について」（☛P23）

※2 IP多機能電話機、IPコードレス電話機から設定操作をすることができます。

i・ナンバーを利用するには
（☛応用編 「3.ゲートウェイボックスを使う」→「ｉ・ナンバーを設定するには」)

ダイヤルインを利用するには
（☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「契約したダイヤルイン番号を設定するには」)

ワンポイント

●内線電話機とナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイの表示可否について

ナンバー・ディスプレイ ネーム・ディスプレイ
IP多機能電話機 ○ ○

IPコードレス電話機 ○ ○

WLAN携帯電話機 ○ ×

VoIPアダプタ ○※1 ×

単体電話機 ○※1 ○※2

※1 ナンバー・ディスプレイ対応のアナログ通信機器が必要です。

※2 ネーム・ディスプレイ対応のアナログ通信機器が必要です。
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お使いに 
なる前に1 ご利用になれる端末

本商品には以下の端末を接続して使用することができます。

分類 名称 カナ品名 説明

ゲートウェイ
ボックス

アナログゲートウェイ
ボックス

WIB-A-
GWBOX-<1>

アナログ回線を2回線と単体電話機・FAXを2台接続で
きるゲートウェイボックスです。
アナログ回線は本システムの外線として、単体電話機は
内線電話機として利用することができます。 　　　　 
電源アダプタは別売りです。

ISDNゲートウェイ
ボックス

WIB-I-
GWBOX-<1>

ISDN回線を1回線収容できるゲートウェイボックスで
す。
ISDN回線は本システムの外線として利用することがで
きます。
電源アダプタは別売りです。

IP多機能電話機 IP多機能電話機 VP-TEL-<1> 18個のフレキシブルボタンをもった標準のボタン電話
機です。電源アダプタは別売りです。

無線機器 無線IP多機能電話機 VP-WL-
TEL-<1>

IP多機能電話機と無線ステーションがセットになってお
り、LAN配線が不要な電話機です。

IPコードレス電話機 GX-IPCL-
PSSET-<1>

IEEE802.11b対応のマルチライン表示が可能な、無線
ハンディ型の電話機です。

無線アクセスポイント
（a/b/g）

VP-WL-AP-<2> 多くの無線機器を接続する場合に必要な増設用アクセス
ポイントです。
IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの無線LANを同時
にご利用になれます。電源アダプタは別売りです。

無線ステーション VP-WL-ST-<1> 無線LANを構築するためのステーションです。RACSIA
主装置、または無線アクセスポイント（a/b/g）から約
30m（見通し）以内で使用し、パソコンや給電HUB、IP
多機能電話機と接続して配線工事が不要なLANを構成す
ることができます。電源アダプタは別売りです。

WLAN携帯電話機 — WLAN携帯電話機（onefoneなど）をSIP端末
として内線収容することができます。

その他 給電HUB NX-
POLHUB-<1>

IP多機能電話機、ゲートウェイボックス、無線ステーショ
ン、無線アクセスポイント(a/b/g)を接続することによ
り、給電することのできるHUBです。

VoIPアダプタ VGO-210IP
ゲートウェイ
<1>

LAN側に接続することにより、単体電話機を接続してご
利用になれます。VoIPアダプタに接続した単体電話機
では、保留・転送はご利用になれません。

・ 本商品に接続できる内線電話機台数は、IP多機能電話機、無線IP多機能電話機、IPコードレス電話機、WLAN
携帯電話機、単体電話機、VoIPアダプタに接続した電話機合わせて20台までです。

・ 無線ステーションを経由して接続するIP多機能電話機は、合計10台までとしてください。それ以上接続する場
合は、無線アクセスポイント（a/b/g）の増設が必要です。

・ IPコードレス電話機とWLAN携帯電話機は、合計6台以内としてください。それ以上接続する場合は、無線アク
セスポイント（a/b/g）の増設が必要です。

・ アナログゲートウェイボックスとISDNゲートウェイボックスは、１システムに各１台ずつ接続することができ
ます。また、電源アダプタの代わりに給電HUBに接続して動作させることができます。

お知らせ

VoIPアダプタは、接続するための特別な工事が必要です。
接続工事は、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。
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1

セット内容を確認してください
本商品のセット内容は、以下の構成になっています。ご使用の前に不足している
ものがないか、お確かめください。

■RACSIA主装置

■付属品

最初にお読みください

Netcommunity SYSTEM

RACSIA
らくらく！セットアップガイド

第1章 準備をしよう！

第2章 接続をしよう！

第3章 設定をしよう！

取扱説明書【基本編】

技術基準適合認証品

Netcommunity SYSTEM

RACSIA

Netcommunity SYSTEM RACSIA を お 買 い 求 め い た だ き ま し て、

まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解して

からお使いください。

●お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いく

ださい。

らくらく！セットアップガイド
（1部）

取扱説明書【基本編】
（1部）

●取扱説明書　　　　　　　
　・らくらく！ セットアップガイド
 ・取扱説明書【基本編】　
　・取扱説明書【応用編】
　・IPコードレス電話機 取扱説明書
　・無線アクセスポイント（a/b/g）・
　　無線ステーション 取扱説明書

●無線アクセスポイント・
 無線ステーション 設定ソフトウェア

専用CD-ROM

無線注意シール	
（1枚）

NTT通信機器	
お取扱相談センタ

シール	
（1枚）

保証書
（1枚）

電源アダプタ LANケーブル
（1本）

壁掛け用木ねじ
（2本）

ワッシャ
（2個）
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RACSIA主装置（本商品）

【前面】

POWER

ALARM

INFO

PPPoE

VoIP

WLAN

WAN

LAN3

LAN2

LAN1

POWERランプ

ALARMランプ

INFOランプ

PPPoEランプ

VoIPランプ

WLANランプ

WANランプ

LAN3ランプ

LAN2ランプ

LAN1ランプ



27

お
使
い
に
な
る
前
に

1

●ランプ表示

名称 状態 説明
POWERランプ 点灯 電源が入っています

消灯 電源が入っていません
ALARMランプ 点灯 起動準備中、もしくは装置にハード障害が発生しています

点滅（INFOランプと交互点滅） バージョンアップ実行中です
点滅 装置にソフト障害が発生しています

INFOランプ 橙色で点灯 再起動後にバージョンアップファイルが有効になります
緑色で点灯 内蔵無線アクセスポイントが自動登録モード中です
橙色で点滅（0.5秒間隔で1回点灯
または1秒間隔で短く2回点灯）

システム起動中です

橙色で点滅
（ALARMランプと交互点滅）

バージョンアップ実行中です

橙色で点滅 フラッシュメモリアクセス中、またはファームウェアダウン
ロード中です

PPPoEランプ 緑色で点灯 すべてのPPPoEを接続できます
赤色で点灯 すべてのPPPoEを接続できません
赤色で点滅（0.5秒間隔で1回点灯） 一部のPPPoEを接続できません

VoIPランプ 赤点滅 ひかり電話設定が失敗したとき（認証エラー）
赤点灯 ひかり電話設定が失敗したとき（登録エラー）
緑点灯 ひかり電話が利用可能なとき
緑点滅 ひかり電話使用中
消灯 ひかり電話が利用できないとき

WLANランプ 点灯 内蔵無線アクセスポイントを利用することができます
点滅※ データ通信中です
消灯 内蔵無線アクセスポイントの無線機能がすべて無効になって

います
WANランプ 緑色で点灯 100BASE-TXで接続しています

緑色で点滅 ※ 100BASE-TXでデータ通信中です
橙色で点灯 10BASE-Tで接続しています
橙色で点滅 ※ 10BASE-Tでデータ通信中です
消灯 回線終端装置（ONU）、または加入者網終端装置（CTU）に接続

されていないとき
LAN3ランプ
LAN2ランプ
LAN1ランプ

緑色で点灯 100BASE-TXで接続しています
緑色で点滅 ※ 100BASE-TXでデータ通信中です
橙色で点灯 10BASE-Tで接続しています
橙色で点滅 ※ 10BASE-Tでデータ通信中です
消灯 LANポートに、パソコンなどを接続していないとき

　※ データ通信量に比例して速い点滅になります

お願い

●INFOランプ点滅中は、本商品の電源を切らないでください。
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【背面】

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

リセットスイッチ

登録スイッチ電源アダプタコード端子

　LANポート 　WANポート

●ポート

名称 表示 説明

電源アダプタコード端子 DC12V 電源アダプタを接続し、AC100V電源に接続します。

LANポート LAN1
LAN2
LAN3

LANポート1 ～ 3は、オートクロス対応スイッチングHUBになってい
ます。LANケーブルを接続して給電HUBやLAN機器を接続します。

WANポート WAN LANケーブルを使用して回線終端装置（ONU）や加入者網終端装置
（CTU）と接続します。

登録スイッチ 登録 無線機器を登録するときに使います。

リセットスイッチ リセット 本商品のIPアドレスをお買い求め時のものに戻すときに使います。
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1
IP多機能電話機

【前面】

ディスプレイ

フックスイッチ

スピーカ

フレキシブルボタン
外の相手とお話しするときや、内線ホッ
トラインで呼び出すときに使います。ま
た、電話番号やボタン操作を登録して、
ワンタッチで電話をかけることもできま
す。
ボタンの設定内容は、メニュー →　 →3
の順に押して「フレキシブルボタン情
報」でも確認できます。

内線ボタン
内線でお話しするときに使います。

メニューボタン
メニューを表示させるときなどに使いま
す。

スピーカボタン
相手の声をスピーカで聞くときや、ハン
ドセットを置いたまま電話をかけるとき
などに使います。

保留ボタン
相手の方とのお話しを保留するときに使
います。

ダイヤルボタン

クリアボタン
ディスプレイの表示を消すときや、前の
画面に戻るときに使います。

マイク
ハンドセットを置いたまま、ハンズフ
リー通話をするときに使います。音量調節ボタン

スピーカやハンドセットか
らの音量を調節するときに
使います。

赤外線ポート
携帯電話機との間で電話帳
のデータを送受信するとき
に使います。

着信ランプ

決定ボタン
メニューボタンと上下ボタンで選択した機能や設定を、
決定するときに使います。

上下ボタン
機能や設定などを選択するときに使います。

上／共通電話帳ボタン
本商品に登録されている共通電話帳を検索するときに使
います。
下／個人電話帳ボタン
IP多機能電話機に登録されている個人電話帳を検索する
ときに使います。
右／発信履歴ボタン
発信履歴を検索するときに使います。また、発信履歴か
ら再ダイヤルするときに使います。
左／着信履歴ボタン
着信履歴を検索するときに使います。また、着信履歴か
ら相手の方に電話をかけるときに使います。

ハンドセットコード

送話口

受話口

ハンドセット

※ダイヤルボタン の中央部分に突起がつい
ていますが、この突起は目のご不自由な方が
電話をかけるときのダイヤル操作を容易にす
るためのものです。

※電話機の前面パネルのボタン穴の周囲に細い
線が見えますが、これはパネルを製造する過
程で発生するものであり、傷や割れではあり
ません。
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【設定メニューの操作について】

IP多機能電話機のいろいろな設定は、メニューボタンを押して表示される設定メニューから行います。

設定操作に使うボタン/名前 ボタンのはたらき

メニューボタン IP多機能電話機の設定メニューを表示させます。

決定ボタン 設定メニューの項目を選択したり、確定します。

クリアボタン 設定を中断し、前の画面に戻ります。

上下ボタン

上ボタン 画面の表示が上にスクロールします。

下ボタン 画面の表示が下にスクロールします。

【設定メニューについて】

メニューボタンを押すと、以下のような設定メニューが表示されます。設定メニューについて詳しくは、「ご利用者が自
分の電話機の設定をする」（☛P141）を参照してください。

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

機能メニュー 
4：赤外線電話帳受信 

6：ク゛ルーフ°名編集 
5：電話帳新規登録 

メニューの項目名 メニューのはたらき

1：ユーザ状態変更 この電話機のユーザ状態を不在、離席、会議中などから選択して、
通話相手にお知らせすることができます。（☛P90）

2：他ユーザ状態表示
他のIP多機能電話機のユーザ状態を確認することができます。

（☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「ユーザ状態を便利
に使うには（基本編「ユーザ状態をセットするには」の応用）」）

3：不在着信転送設定 不在着信の転送先を設定します。（☛P91、93）

4：赤外線電話帳受信
携帯電話機の電話帳データを受信して、登録することができま
す。（☛P73）

5：電話帳新規登録 新しい個人電話帳を登録することができます。（☛P66）

6：グループ名編集 個人電話帳のグループ名の編集ができます。

7：内線グループ音声
呼出

電話機グループごとに所属するIP多機能電話機を音声で一斉に
呼び出すことができます。

8：代理応答 別の電話機への着信に応答することができます。（☛P79）

0：ユーザ状態表示 この電話機の現在のユーザ状態（設定）を確認できます。

＊：データ設定 ワンタッチ登録や、ログイン/ログアウト/フレキシブルボタン
の情報が確認できます。

左 の 画 面 の よ う に、 メ
ニューの項目名の前に数
字（1：、2： な ど ）が 表
示されているときは、ダ
イヤルボタン（ 、
など）で選択することが
できます。

ワンタッチ登録 
1：ユーサ゛状態変更 

3：赤外線電話帳受信 
2：代理応答 

ダイヤルボタンで選択
することができます。

お知らせ

●メニュー操作中は、着信を受けることができません。 
メニュー操作が終わったら、クリアボタンを押して、必
ず待ち受け画面（カレンダ・時計表示）に戻してください。

●メニュー操作中は、ユーザ状態が「通話中」になります。
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【底面】

LANポート
RACSIA主装置や給電HUB、無線ステーションのLANポ
ートと接続します。

PCポート
パソコンと接続します。
※IP多機能電話機の電源が入っていないときやLANポー

トにLANケーブルが接続されていないときはご利用に
なれません。

※10BASE-T/100BASE-TX両方に対応するパソコンを
接続してください。

品名紙

ハンドセットコード差込口
ハンドセットコードを接続します。

【背面】

角度調整用足 
引き起こして電話機の設置角度を調整します。 

DC15V電源入力コード差込口	

LANポートを給電HUBと接続しないときに、
αGXIPTEL電源アダプタを接続します。 
（αGXIPTEL電源アダプタは別売です） 

DC15V電源入力コード差込口には、 
αGXIPTEL電源アダプタ以外の電源アダプ
タを接続しないでください。 
故障の原因となることがあります。 

ご注意 

無線ステーション 

●無線IP多機能電話機の場合
無線ステーションを装着した無線IP多機能電話
機の場合、角度調節用足はご利用になれません。

IP多機能電話機と無線ステーションとの接続方
法については、「無線ステーションとIP多機能電
話機を接続する」（☛P50）をご覧ください。
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詳しい接続方法については、「本商品を接続する」（☛P36）を参照してください。

【ランプ表示】

着信ランプ

外線ランプ

内線ランプ

スピーカランプ

●ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプの状態についてイラストでは以下のように表します。

点灯のとき 点滅のとき

ランプの種類 ランプのつきかた（色） 電話機の状態説明

着信ランプ 点滅 （赤） 電話がかかってきたとき

外線ランプ

点灯中、周期的
に2回消える （緑） 自分の電話機で外の相手の方とお話し中のとき

点灯 （赤） 他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のとき

点滅 （緑） 外線通話が転送されているとき、保留警報音が鳴っているとき、
またはダイヤルイン着信のとき

点滅 （赤） 電話がかかってきたとき

遅い点滅 （赤） 他の内線電話機で保留中のとき

周期的に
2回点灯 （緑） 自分の電話機で外の相手の方とのお話しを保留中のとき

内線ランプ

点滅 （赤） 内線で呼び出されているとき

点滅　　　　 （緑） 保留警報音が鳴っているとき

点灯中、周期的
に2回消える （緑） 自分の電話機で内線通話をしているとき

周期的に
2回点灯 （緑） 自分の電話機で内線通話を保留中のとき

スピーカランプ 点灯 （赤） スピーカを使用しているとき
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ワンポイント

●ディスプレイに「PB」の表示がある場合は
ディスプレイに「PB」が表示されているときは、ダイヤルボタンを押すことでPB信号を送出することができます。

●無線状態のピクトグラム（ ）
無線ステーションと接続されているときに表示されます。無線の電波の強さの目安を表します。

お知らせ

● 表示内容は「データ設定」によって異なることがあります。

● 通話時間表示は、保留などを行うといったんクリアされます。ただし、保留を行った電話機で保留を解除した場合は、
保留時間も含めて継続して表示されます。

● 通話時間は、最大「9−59−59」（9時間59分59秒）まで表示されます。10時間以上になっても表示は変わりません。

● IP多機能電話機は通話や着信時、相手の方の電話番号、または名称を表示する機能があります。詳しくは、「電話をか
けるには（外線発信）」（☛P56）、「電話がかかってきたときは（外線着信）」（☛P77）をご参照ください。

●IP多機能電話機で表示できる漢字は、JIS第一水準（シフトJIS）です。
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ワンタッチダイヤルシートの使いかた

1 電話機の前面パネルの 4本のハトメを、
コインなどで回してゆるめ、カバーをは
ずす

●ハトメの回しかた

締めた状態 ゆるめた状態 

ハトメ
カバー

2 ワンタッチダイヤルシートを取り出し、
ワンタッチボタンに登録した相手先を記
入する

ワンタッチ 
ダイヤルシート 

3 ワンタッチダイヤルシートをセットして、
カバーを電話機に戻す

4 4本のハトメを差し込み、コインなどで
とめる

注意
電話機のカバーの取り外しには、コインなどを利用してください。
指や爪で行うとけがをするおそれがあります。また、カバーをはずした状態でご
使用にならないでください。
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1

本商品を設置する

壁に取り付けるには

本商品を壁に取り付けて使用することができます。付属の壁掛け用ネジ2本を使って壁や柱などに取り付けてください。

1 2本の壁掛け用ネジの取り付け位置（左右幅108	mm）を決める

壁掛け用ネジを壁に取り付ける際は、ページ下に記載の矢印の間隔にネジを取り付けてください。

2 壁掛け用ネジ2本を壁に取り付ける

ネジの頭と壁側のワッシャの間に約 2mm の隙間
ができます。

約2 mm

3 本商品底面の壁掛け用穴を、壁に取り付けた
ネジに引っ掛ける

壁掛け用ネジ取り付け間隔

（108 mm）
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本商品に回線や電話機を接続します。
本商品は設置するエリアやアクセス回線、ご契約いただいているひかり電話の種類により、
回線の接続構成が異なります。

フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ（NTT東日本）でご利用のお客様

本商品は、次のような構成で接続することができます。

本商品WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

回線終端装置
（ONU）

電源アダプタ

WANポートLANポート

❶

❹

❺ 電源アダプタコード
固定用溝

❸

❷

給電HUB
IP多機能電話機

1 本商品を回線終端装置（ONU）に接続する

回線終端装置（ONU）と、本商品の WAN ポートを付属の LAN ケーブルで接続します。

2 電源アダプタのDCプラグを、本商品の電源アダプタコード端子に接続する

3 電源アダプタコード固定用溝に沿ってコードを固定する

4 電源コードの電源アダプタ側プラグを電源アダプタに接続する

5 電源プラグをコンセントに接続する
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お
使
い
に
な
る
前
に

1

フレッツ・光プレミアム（NTT西日本）でご利用のお客様

本商品は、次のような構成で接続することができます。

本商品WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

加入者網終端
装置（CTU）

WANポートLANポート

❶

❷

電源アダプタコード
固定用溝

❸

電源アダプタ

❹

❺

給電HUB
IP多機能電話機

1 本商品を加入者網終端装置（CTU）に接続する

加入者網終端装置（CTU）と、本商品の WAN ポートを付属の LAN ケーブルで接続します。

2 電源アダプタのDCプラグを、本商品の電源アダプタコード端子に接続する

3 電源アダプタコード固定用溝に沿ってコードを固定する

4 電源コードの電源アダプタ側プラグを電源アダプタに接続する

5 電源プラグをコンセントに接続する

お知らせ

●加入者網終端装置（CTU）の設定を変更した場合は、必ず本商品を再起動してください。

●加入者網終端装置（CTU）のDHCP機能を使わずに接続することはできません。
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お使いに 
なる前に1 機器を接続するには

アナログゲートウェイボックスを接続する

お願い
1〜 6までの手順が完了するまで、電源プラグはコンセントに差し込まないでく
ださい。

1 アース線（お客様準備）をアナログゲートウェイボックスの FG端子に接続する

IDLINE2

10 1

DC12VTEL2LINE1TEL1

アナログゲートウェイボックス

アース線 

FG端子 

2 アナログ回線もしくはひかり電話対応機器を接続する

アナログ回線を接続する場合

IDLINE2

10 1

DC12VTEL2LINE1TEL1

アナログ回線用
モジュラジャック

アナログゲートウェイボックス

アナログ回線用
モジュラジャック

アナログ回線をご利用の場合は、アナログ回線
用モジュラジャックとゲートウェイボックスの
LINE1、LINE2を付属の回線接続用ケーブルで
接続します。
回線の契約が1回線の場合、LINE1に接続して
ください。

ひかり電話対応機器を接続する場合

IDLINE2

10 1

DC12VTEL2LINE1TEL1

アナログゲートウェイボックス

ひかり電話
対応機器

10
/1

00
BA

SE
-T

LI
NK

TE
L1

TE
L2

SG
DC

12
V 

1A
W

AN
LA

N1
LA

N2
LA

N3
LA

N4

ひかり電話対応機器をご利用の場合は、ひかり
電話対応機器の電話ポートとゲートウェイボッ
クスのLINE1、LINE2を付属の回線接続用ケー
ブルで接続します。
回線の契約が1チャネルの場合、LINE1に接続
してください。
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お
使
い
に
な
る
前
に

1

（次ページにつづく）

3 単体電話機や FAXを接続する

単体電話機や FAX をゲートウェイボックスの TEL1、TEL2 へ接続します。  
（内線番号は、TEL1：23、TEL2：24 が自動登録されます）

IDLINE2

10 1

DC12VTEL2LINE1TEL1

アナログゲートウェイボックス

FAX

電話機

4 本商品とアナログゲートウェイボックスを付属の LANケーブルで接続する

本商品の背面

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

IDLINE2

10 1

DC12VTEL2LINE1TEL1

LANポート

LANポートに
接続します。

LANポートの1～3の
いずれかに接続します。

アナログゲートウェイボックス

お願い 本商品のWANポートへ接続しないでください。

5 アナログゲートウェイボックスに電源アダプタを接続する

IDLINE2

10 1

DC12VTEL2LINE1TEL1

電源アダプタ 

電源アダプタコード端子 
アナログゲートウェイボックス
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お使いに 
なる前に1

6 	電源アダプタコード固定用溝に沿ってコードを固定し、電源プラグを電源コンセントに差
し込む

電源アダプタコード
固定用溝  

本体底面

　

7 アナログゲートウェイボックスのランプを確認する

ALARM ランプが消灯し、POWER、INFO、LAN のランプが「緑色」で点灯したら起動完了です。  
（10BASE-T で接続した場合、LAN ランプは橙色で点灯します）

PO
W
ER

LIN
E2

TE
L2

AL
AR
M

IN
FO

LA
N

LIN
E1

TE
L1 ACONetCommunity SYSTEM

PO
W
ER

AL
AR
M

IN
FO

LA
NNetCommunity SYSTEM

緑 消灯 緑 緑
（橙色）

機器を接続するには

ワンポイント

●INFOランプが低速で点滅している場合は、バージョンアップ中です。上記表示になるまで 約4分かかりますのでしば
らくお待ちください。

●その他各ランプが正常に点灯しない場合は、「故障かな？と思ったら」（☛P156）をご参照ください。

お知らせ

●給電HUBをご利用の場合、電源アダプタの接続は不要です。給電HUBと電源アダプタの同時使用は行わないでくださ
い。「給電HUBを接続する」（☛P43）
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お
使
い
に
な
る
前
に

1

ISDNゲートウェイボックスを接続する

お願い
1〜 5までの手順が完了するまで、電源プラグはコンセントに差し込まないでく
ださい。

1 アース線（お客様準備）を ISDNゲートウェイボックスの FG端子に接続する

ID

10 1

DC12VLINE

TERM
ON OFF

DSU 停電
S/T

ON OFF

ISDNゲートウェイボックス

アース線 

FG端子 

2 LINE に ISDN回線を回線接続用ケーブルで接続する

ISDN 回線用モジュラジャックとゲートウェイボックスの LINE を付属の回線接続用ケーブルで接続します。

ID

10 1

DC12VLINE

TERM
ON OFF

DSU 停電
S/T

ON OFF

ISDNゲートウェイボックス

ISDN回線用
モジュラジャック

3 本商品と ISDNゲートウェイボックスを付属の LANケーブルで接続する

本商品の背面

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

ID

10 1

DC12VLINE

TERM
ON OFF

DSU 停電
S/T

ON OFF

LANポートに
接続します。

LANポートの1～3の
いずれかに接続します。

ISDNゲートウェイボックス

LANポート

お願い 本商品のWANポートへ接続しないでください。

（次ページにつづく）
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お使いに 
なる前に1

4 ISDNゲートウェイボックスに電源アダプタを接続する

ID

10 1

DC12VLINE

TERM
ON OFF

DSU 停電
S/T

ON OFF

電源アダプタコード端子 
ISDNゲートウェイボックス

電源アダプタ 

5 	電源アダプタコード固定用溝に沿ってコードを固定し、電源プラグを電源コンセントに差
し込む

電源アダプタコード
固定用溝  

本体底面

　

6 ISDNゲートウェイボックスのランプを確認する

ALARM ランプが消灯し、POWER、INFO、LAN、LINE のランプが「緑色」で点灯したら起動完了です。
（10BASE-T で接続した場合、LAN ランプは橙色で点灯します）

PO
W
ER

LIN
E

B2AL
AR
M

IN
FO

LA
N

B1

ICONetCommunity SYSTEM

PO
W
ER

AL
AR
M

IN
FO

LA
N

LIN
ENetCommunity SYSTEM

緑 消灯 緑 緑
（橙色）

緑

機器を接続するには

ワンポイント

●INFOランプが低速で点滅している場合は、バージョンアップ中です。上記表示になるまで約4分かかりますのでしば
らくお待ちください。

●その他各ランプが正常に点灯しない場合は、「故障かな？と思ったら」（☛P156）をご参照ください。

お知らせ

●給電HUBをご利用の場合、電源アダプタの接続は不要です。給電HUBと電源アダプタの同時使用は行わないでくださ
い。「給電HUBを接続する」（☛P43）
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お
使
い
に
な
る
前
に

1
給電HUBを接続する

1 本商品と給電HUBを接続する

本商品の LAN ポートと給電 HUB の UPLINK ポートを LAN ケーブル（カテゴリ 5 以上）で接続します。

Sync.

100Mbps

Link/Act
PoE

INIT/SET

POLHUB

PORT1PO
RT
1

PO
RT
2

PO
RT
3

PO
RT
4

PO
RT
5

PO
RT
6

PO
RT
7

UP
-L
INK

PORT2 PORT3 PORT4 PORT5 PORT6 PORT7 UP-LINK

Power

本商品の背面

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

給電HUB

HUBポート

LANケーブル（カテゴリ5以上）

UPLINKポート

LANポートの1～3の
いずれかに接続します。

LANポート

2-1 給電HUBと IP多機能電話機を接続する

給電 HUB の HUB ポート（1 〜 7）と IP 多機能電話機の LAN ポートを LAN ケーブル（カテゴ
リ 5 以上）で接続します。

Sync.

100Mbps

Link/Act
PoE

INIT/SET

POLHUB

PORT1PO
RT
1

PO
RT
2

PO
RT
3

PO
RT
4

PO
RT
5

PO
RT
6

PO
RT
7

UP
- L
INK

PORT2 PORT3 PORT4 PORT5 PORT6 PORT7 UP-LINK

Power

給電HUBHUB1ポート

LANポート

IP多機能電話機の底面

LANケーブル（カテゴリ5以上）

※LANポートやPCポートには大型ブーツ付きのRJ45
コネクタは接続できません。ブーツ付LANケーブルを
お求めになるときはスリムタイプをご指定ください。

お願い
給電HUBに接続して利用する場合は、電源アダプタは接続しないでく
ださい。
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お使いに 
なる前に1 機器を接続するには

2-2 給電HUBとアナログゲートウェイボックスを接続する

給電 HUB の HUB ポート（1 〜 7) とアナログゲートウェイボックスの LAN ポートを LAN ケー
ブル（カテゴリ 5 以上）で接続します。

IDLINE2

10 1

DC12VTEL2LINE1TEL1

アナログゲートウェイボックス

Sync.

100Mbps

Link/Act
PoE

INIT/SET

POLHUB

PORT1PO
RT
1

PO
RT
2

PO
RT
3

PO
RT
4

PO
RT
5

PO
RT
6

PO
RT
7

UP
-L
INK

PORT2 PORT3 PORT4 PORT5 PORT6 PORT7 UP-LINK

Power

給電HUB
HUB1ポート

LANポート

LANケーブル（カテゴリ5以上）

お願い
給電HUBに接続して利用する場合は、電源アダプタは接続しないでく
ださい。

2-3 給電HUBと ISDNゲートウェイボックスを接続する

給電 HUB の HUB ポート（1 〜 7) と ISDN ゲートウェイボックスの LAN ポートを LAN ケーブ
ル（カテゴリ 5 以上）で接続します。

ID

10 1

DC12VLINE

TERM
ON OFF

DSU 停電
S/T

ON OFFSync.

100Mbps

Link/Act
PoE

INIT/SET

POLHUB

PORT1PO
RT
1

PO
RT
2

PO
RT
3

PO
RT
4

PO
RT
5

PO
RT
6

PO
RT
7

UP
-L
INK

PORT2 PORT3 PORT4 PORT5 PORT6 PORT7 UP-LINK

Power

LANポート

ISDNゲートウェイボックス
給電HUB

HUB1ポート

LANケーブル（カテゴリ5以上）

お願い

●	ISDNゲートウェイのS/T点ポートにLANケーブルを接続しないで
ください。
●	給電HUBに接続して利用する場合は、電源アダプタは接続しないで
ください。
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お
使
い
に
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前
に

1

IP多機能電話機を接続する

1 本商品と IP多機能電話機を LANケーブルで接続する

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

LANポート

LANポート側に
接続します。LANポートの1～3の

いずれかに接続します。

IP多機能電話機の底面

本商品の背面

LANポート

2 IP 多機能電話機に電源アダプタを接続し、電源を入れる

ワンポイント

●IP多機能電話機のディスプレイに「ダウンロード中」と表示されている場合は、バージョンアップ処理中です。バージョ
ンアップ完了まで約10分かかりますのでそのままでお待ちください。

●内線番号を自動で割り付けるには
内線番号自動割付機能により、接続するだけで自動的に内線番号を割り付けることができます。（☛応用編「2.より便利
に使う（電話機能）」→「内線番号自動割付を変更するには」）

●内線番号を割り付けた内線電話機は、電源の入れ直しや設置する場所を変更した場合も、再接続時には同じ内線番号が
割り付けられます。ただし、ログアウト中に他の電話機に割り付けられた場合や、データ設定でその内線番号が削除さ
れた場合は、その内線番号は割り付けられません。

お知らせ

●給電HUBをご利用の場合、電源アダプタの接続は不要です。給電HUBと電源アダプタの同時使用は行わないでくださ
い。「給電HUBを接続する」（☛P43）
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お使いに 
なる前に1 機器を接続するには

IPコードレス電話機を接続する

IPコードレス電話機を接続する場合は、自動登録の機能を利用して接続します。

1 IP コードレス電話機の ボタンを押して、電源を入れる

しばらくすると、この画面が表示されます。

自動登録を 
開始しますか？ 
0 :中止 
1 :開始 

表示されない場合は、待ち受け状態（日時表示画面）で 
ボタン、 の順に押してください。

お願い

自動登録を行う場合は、ログアウトしてから行ってください。
ログアウト方法は、待ち受け状態（日付表示画面）で ボタン、 の
順に押してください。

2 本商品背面の「登録」スイッチを3秒以上押し続けるか、または、Webブラウザで「自動
登録開始」ボタンをクリックする

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

ALARM

INFO

PPPoE

「自動登録開始」ボタンについては、応用編
「4.運用方法／メンテナンス」→「電話機や無
線端末の接続状態を確認するには」をご参照く
ださい。

INFOランプが「緑色」に点灯し、自動登録モードになります。自動登録モードは、登録が完了するまで 
最大7分間継続します。

お知らせ

● 無線アクセスポイントが自動登録モード中は、登録済みのすべての無線機器が一時的に利用できなくなります。
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お
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に

1

3「開始」を選択した状態で、決定ボタンを押す

決定ボタン

自動登録を 
開始しますか？ 
0 :中止 
1 :開始 

4 自動登録画面を確認する

自動登録が開始され、終了すると完了画面が表示されます。

 
自動登録中 

 
自動登録完了 

登録完了後、自動ログインを開始し、手順 5 の状態になるまで約 1 分かかります。

5 日時および内線番号が表示されていることを確認する

本商品の INFO ランプが消灯し、IP コードレス電話機が再起動します。日時および内線番号が表示され
ると使用可能です。

11　　 　
11：55AM  4月16日（水）  

ワンポイント

●IPコードレス電話機のディスプレイに「ダウンロード中」と表示されている場合は、バージョンアップ処理中です。バー
ジョンアップ完了まで約10分かかりますのでそのままでお待ちください。

お知らせ

●自動登録操作は、本商品のランプが起動完了状態になっていることを確認してから行ってください。

●自動登録が失敗した場合、IPコードレス電話機は再起動します。

●自動登録モードを解除するには、本商品の電源を入れ直すかもしくは7分間お待ちください。

●IPコードレス電話機の登録可能台数については、「ご利用になれる端末」（☛P24）をご参照ください。
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お使いに 
なる前に1 機器を接続するには

無線ステーションを接続する

無線ステーションを接続する場合は、自動登録の機能を利用して接続します。

1 無線ステーションと電源アダプタを接続し、電源を入れる

無線ステーション
の背面 

POWER
ランプ 

無線ステーションを給電HUBに接続して使用する
場合は、給電HUBには無線ステーション以外接続
しないで自動登録を行ってください。

POWERランプが緑色で点灯すると起動完了です。

2 本商品背面の「登録」スイッチを3秒以上押し続けるか、または、Webブラウザで「自動
登録開始」ボタンをクリックする

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

ALARM

INFO

PPPoE

「自動登録開始」ボタンについては、応用編
「4.運用方法／メンテナンス」→「電話機や無
線端末の接続状態を確認するには」をご参照く
ださい。

INFOランプが「緑色」に点灯し、自動登録モードになります。自動登録モードは、登録が完了するまで
最大7分間継続します。

お知らせ

● 無線アクセスポイントが自動登録モード中は、登録済みのすべての無線機器が一時的に利用できなくなります。
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1

3 無線ステーション背面の「登録」スイッチを3秒以上押す

無線ステーション 

登録ランプが赤点滅します。 

4 無線ステーションのランプを確認する

自動登録が開始され、本商品の INFO ランプと無線ステーションの登録ランプが消灯し、無線ステーショ
ンが再起動すると登録完了です。

再起動中はPOWERランプが点滅します。

登録ランプ（消灯） 

LANランプ（消灯） 

POWERランプ（緑点灯） 

WLANランプ（緑点滅）

登録完了後のランプ表示

お知らせ

●自動登録が失敗した場合は、無線ステーションの登録ランプが赤点灯（約10秒間）になり、その後自動的に再起動します。
その場合は、もう一度自動登録を行ってください。

●自動登録モードを解除するには、本商品の電源を入れ直すかもしくは7分間お待ちください。

●無線ステーションの登録可能台数については、「ご利用になれる端末」（☛P24）をご参照ください。

●給電HUBをご利用の場合、電源アダプタの接続は不要です。給電HUBと電源アダプタの同時使用は行わないでくださ
い。詳細な接続図は無線アクセスポイント（a/b/g）・無線ステーション取扱説明書をご参照ください。
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お使いに 
なる前に1 機器を接続するには

無線ステーションとIP多機能電話機を接続する

5 無線ステーションと IP多機能電話機を接続する

1． IP多機能電話機を無線ステーションの上にのせます。

2． IP多機能電話機底面のツメ受け部に、無線ステーションのツメを差し込みます。

3． 無線ステーション接続セットに付属のねじを使って、無線ステーションを固定します。

無線ステーション 

IP多機能電話機 

無線ステーション
の上にのせて使用
するときのツメ受
け部    

無線ステーション
を固定するねじ穴  

4． IP多機能電話機背面のDC-IN（DC15V）と、無線ステーション背面のDC-OUTを付属の専用電源ケーブル
で接続します。

5． IP多機能電話機のLANポートと無線ステーションのLANポートを、付属の専用LANケーブルで接続しま
す。

6． 電源アダプタを無線ステーション背面のDC-INに接続します。

専用LANケーブル 専用電源ケーブル 
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1WLAN携帯電話機を接続する
WLAN携帯電話機を登録するために必要な情報は以下のとおりです。
一部WLAN携帯電話機の初期値からの変更や設定が必要な項目があります。

【設定参照／変更】
WLAN携帯電話機での表示名称	
（FOMA	N906iL	onefone）

設定値
初期値から変更
が必要な項目

プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
設
定

プロファイル名設定 例：RACSIA ○

WLAN詳細設定 ESSID設定 ID□□□□ ○※1

無線モード設定選択 Auto（802.11b/g）

通信チャネル設定 802.11b/g Auto（1,6,11,14）

PowerSave設定 OFF ○

Scanタイプ設定（802.11b/g） ACTIVE ○

IP設定 IPアドレス 
設定

手
動
設
定

IPアドレス 192.168.001.0△△ ○※2

サブネットマスク 255.255.255.0 ○

デフォルトGW 192.168.001.001 ○

セキュリティ
方式設定

セキュリティ方式選択 WEP ○

KeyID 1 ○

WEPキー設定 128bit/ASCII ○

WEPキー編集 1234567890123 ○

SIP設定 移動機SIPアドレス設定 △△＠192.168.1.1 ○※3

SIPサーバ 
設定

手
動
設
定

IP-PBX
サーバ

IPアドレス 192.168.1.1 ○

ポート番号 5060

Registerサーバ 192.168.1.1 ○

【接続先設定】
WLAN携帯電話機での表示名称	
（FOMA	N906iL	onefone）

設定値
初期値から変更
が必要な項目

指定接続 優先接続先設定
「プロファイル名設定」で作成したプロファイル 
（例：RACSIA）を追加する

○

※1 ESSIDは"ID"＋MAC無線アドレスの下4桁です。本体底面のシールをご参照ください。

バーコード表示部（MAC WANアドレス用）

MAC　WAN：
MAC　LAN：
MAC　無 線：

00 0 2 2B E EDD F F
0 0 0 2 2BAABBCC
0 0 0 2 2B 1 1 2A 3C

バーコード表示部（MAC WANアドレス用）

MAC　WAN：
MAC　LAN：
MAC　無 線：

00 0 2 2B E EDD F F
0 0 0 2 2BAABBCC
0 0 0 2 2B 1 1 2A 3C

例：上図の場合ではESSIDは「ID2A3C」となります。

※2 △△部分には、設定するWLAN携帯電話機の内線番号が入ります。
例：内線番号を25とするならば、IPアドレスは「192.168.001.025」です。　  
　　内線番号は、25 ～ 29の範囲内で指定してください。

※3 △△部分には※2で入力した内線番号と同じ数字が入ります。

ワンポイント

●設定手順については、らくらく！セットアップガイド「2-2.周辺機器を接続する」→「④WLAN携帯電話機を接続する」
をご参照ください。

●25 〜 29以外の内線番号を指定する場合は、応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「使用する内線番号を追加／変更
／削除するには」をご参照ください。
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お使いに 
なる前に1 機器を接続するには

お知らせ

●内蔵無線アクセスポイントと異なる設定をする場合は、応用編「5.機器を増設する」→「RACSIA主装置内蔵無線アクセ
スポイントとの設定自動同期機能を停止するには」をご参照ください。

●無線アクセスポイント（a/b/g）・無線ステーション取扱説明書は、本商品に添付したCD−ROMに収録しています。

●給電HUBをご利用の場合、電源アダプタの接続は不要です。給電HUBと電源アダプタの同時使用は行わないでくださ
い。詳細な接続図は無線アクセスポイント（a/b/g）・無線ステーション取扱説明書をご参照ください。

無線アクセスポイント（a/b/g）を接続する

増設の無線アクセスポイント（a/b/g）を主装置のネットワークに接続すると自動的に内蔵無線アクセスポイントの設定を
同期します。

1 本商品と無線アクセスポイント（a/b/g）を LANケーブルで接続する

WANLAN3
登録 リセット

LAN2LAN1
DC12V

本商品の背面 無線アクセスポイント（a/b/g） 

LANポート

LANポートの1～3の
いずれかに接続します。

LANポート

2 無線アクセスポイント（a/b/g）に電源アダプタを接続し、電源を入れる
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1

ご利用上の注意

IP電話機／無線LANの特性について

■無線LANの特性について
本商品では、IPコードレス電話機や無線IP多機能電話機、WLAN携帯電話機との通信において、無線LANを使用
しています。無線LAN内でやり取りされるデータは、暗号化されて安全にお使いいただくことができるようになっ
ておりますが、近隣で同一方式や同一チャネル（または、隣接チャネル）等の無線LAN機器が動作している場合、ま
た、近い周波数帯の無線機器（電子レンジや医療機器等も含む）が動作している場合において通信が正常に行われなく
なり、音声がとぎれてしまう場合があります。      
また、電波の状況により正しく通信が行えず、機能が正しく動作しない場合があります。

■本商品の設定について
本商品の設定変更は、通話している電話機がないときに設定することをお勧めします。  
本商品の設定をWEBブラウザから変更した場合、IP多機能電話機とIPコードレス電話機のディスプレイに「データ更
新中」と表示されるときがあります。設定データ反映中の為、一時的に電話機が利用できない場合があります。表示
が消えるまでそのままの状態でお待ちください。
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IP多機能電話機
を使う2 音量を調節するには

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
音量調節ボタン	

ハンドセット	

各IP多機能電話機ごとに、外線や内線の着信音量を3段階
に調節することができます。

着信音量の設定状態が表示されます。

着信音 ＜＜＜ 

▼ボタン ▲ボタン

着信音 ＜＜ 

▼ボタン ▲ボタン

着信音 ＜ 

変更後の音量が、約3秒間表示されます。

1
ハンドセットを置いたまま、音量を
大きくするときは▲ボタン、小さく
するときは▼ボタンを押す

着信音量を設定する
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2
スピーカ音量を設定する

各IP多機能電話機ごとに、スピーカ受話中にスピーカ音量
を8段階に調節することができます。

スピーカ音量の設定状態が表示されます。

スヒ゜ーカ音 ＜＜＜＜＜＜＜＜ 

▼ボタン ▲ボタン

スヒ゜ーカ音 ＜＜＜＜ 

▼ボタン ▲ボタン

スヒ゜ーカ音 ＜ 

変更後の音量が、約3秒間表示されます。

1
スピーカ受話中に、音量を大きくす
るときは▲ボタン、小さくするとき
は▼ボタンを押す

ハンドセット受話音量を設定する
ハンドセットでお話し中に、相手の方の声を4段階に調節
することができます。

ハンドセット受話音量の設定状態が表示されます。

（火） 
営業部 

12月16日 AM11：15

受話音 ＜＜＜＜ 
10

▼ボタン ▲ボタン

（火） 
営業部 

12月16日 AM11：15

受話音 ＜＜ 
10

▼ボタン ▲ボタン

（火） 
営業部 10

12月16日 AM11：15

受話音 ＜ 

変更後の音量が、約3秒間表示されます。

1
お話し中に、音量を大きくするとき
は▲ボタン、小さくするときは▼ボ
タンを押す
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IP多機能電話機
を使う2 電話をかけるには（外線発信）

IP多機能電話機から外線で電話をかけます。

「ツー」という発信音を確認してください。
外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。
使用する外線の種別が表示されます。

（ Vo I P ）  外線 

外線ランプが消えていることを確認
し、外線ボタンを押す1

（ Vo I P ）  外線 

ハンドセットを取りあげる2

電話番号が表示されます。

（ Vo I P ）  外線 

03

電話番号をダイヤルボタンで押す3

通話時間が表示されます。

（火） 
東京支社 

11：55

PB

12月16日 AM
0 ー 15

相手の方が出たら、お話しする4

5 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く

外線ランプ

外線ボタン

スピーカボタン

ダイヤルボタン

ハンドセット

決定ボタン

お知らせ

●通話時間は、最大「9−59−59」（9時間59分59秒）
まで表示されます。10時間以上になっても表示は変わり
ません。

●IP多機能電話機のディスプレイに「IP電話未接続」と表
示された場合は、「こんな表示がでたら」（☛P154）を
参照してください。

●ISDN回線を使って発信したときは

　ISDN回線相互間の通信の場合、サブアドレスを追加して
発信できます。手順3の後に を押し、続けてサブアド
レスをダイヤルボタンから押してから、手順４に進んで
ください。

●発信しているときに通信異常（ケーブル抜け、接続機器の
電源切断など）が発生した場合、相手を呼び出した状態
が継続してしまう場合があります。

外線で電話をかける
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2

●外線ボタンを押しても「ツー」という発信音が聞こえな
いときは
その外線ボタンは使用できません。
○外線ランプが赤く点灯しているときは
他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のため、その
外線ボタンを押して電話をかけることはできません。
○外線ボタンの設定内容を確認するには
ハンドセットを置いた状態で、メニューボタンを押して
から、確認したい外線ボタンを押します。

●ハンドセットを取りあげてから電話をかけるには
ハンドセットを取りあげてから、外線ボタンを押します。

●お話しをスピーカで聞くには（スピーカ受話）
ハンドセットでお話し中にスピーカボタンを押すと、ス 
ピーカから相手の方の声が聞こえます。ただし、マイク
がOFFのときは、こちらの声は相手の方には聞こえませ
ん。また、スピーカ受話のときにハンドセットを置いて
も通話は切れません。ハンドセットを取りあげると、ハ
ンドセットでのお話しに戻ります。

●ひかり電話とISDN回線の場合、手順3で最後のダイヤ
ルを押してから約6秒たつと、入力終了と判断して発信
します。6秒待たずにすぐに発信したい場合は番号に続
けて または決定ボタンを押してください。

●発信する電話番号が電話帳に登録されている場合はディ
スプレイに名前が表示されます。名称表示の優先順位は、

「個人電話帳」、「共通電話帳」です。また、相手の方が
応答したあとは全角6文字までを表示します。

自分の電話番号が通知される条件と契約について
発信者番号通知サービスを利用すると、自分の電話番号
を相手の方に通知することができます。発信者番号通知
サービスの契約種別には、「通常通知」、「通常非通知」
があります。ただし、電話番号の前に「184（通知し
ない）」または「186（通知する）」を付加してダイヤ
ルすると、自分の電話番号を通知する／通知しないを指
定することができます。発信者番号通知サービスのご契
約の内容により、電話をかけるときの操作は以下のよう
に異なります。

自分の電話番号を
通知するとき

自分の電話番号を
通知しないとき

契
約
内
容

通常通知
（通話ごと非通知）

相手の方の
電話番号 + 相手の方の

電話番号

通常非通知
（回線ごと非通知） + 相手の方の

電話番号

相手の方の
電話番号

ひかり電話とISDN回線からの発信の場合は、電話機ご
と、または電話機グループごとに通知する番号を設定す
ることもできます。（☛応用編「2.より便利に使う（発
信／着信）」→「相手に通知する電話番号を変えるには」）

ワンポイント

お知らせ

●ISDN回線から発信して通話終了後、通話料金が通知されるサービスを利用して料金を表示します。電話をかける先や
経路、サービス契約などの違いにより、料金が表示されないことがあります。また実際の料金表示とは異なる場合があ
りますので目安としてご利用ください。

●アナログ回線を捕捉して発信した場合、相手呼び出しが約6秒経過すると自動的に通話中の状態になります。
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IP多機能電話機
を使う2 電話をかけるには（外線発信）

ハンドセットを置いたままでも、電話をかけることができます。

外線ランプ	

外線ボタン	

スピーカボタン	

ダイヤルボタン	

ハンドセット	

「ツー」という発信音を確認してください。
スピーカランプ、外線ランプが点灯し、周期的に2回
消えます。

（ Vo I P ）  外線 

外線ランプが消えていることを確認
し、外線ボタンを押す1

表示された電話番号がダイヤルされます。

（ Vo I P ）  外線 

03

電話番号をダイヤルボタンで押す2

通話時間が表示されます。

（火） 
東京支社 

11：55

PB

12月16日 AM
0 ー 15

3
相手の方の声がスピーカから聞こえ
たら、ハンドセットを取りあげてお
話しする

4 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く

ワンポイント

●お話ししないで電話を切るには
スピーカボタンを押します。スピーカランプ、外線ラン
プが消えます。

●発信する電話番号が電話帳に登録されている場合は
ディスプレイに名前が表示されます。名称表示の優先順
位は、「個人電話帳」、「共通電話帳」です。
また、相手の方が応答したあとは全角6文字までを表示
します。

お知らせ

●手順3で相手の方が出たあと、ハンドセットを取りあげ
てお話ししないと、こちらの声は相手の方に聞こえませ
ん。

●ハンズフリー通話をするには「ハンドセットを置いたま
まお話しするには（ハンズフリー通話）」（☛P95）を
参照してください。

ハンドセットを置いたままかける（オンフックダイヤル）
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2

ワンポイント

●入力した電話番号を削除するには
手順1のあとでクリアボタンを押すと最後に入力した1
桁が削除されます。クリアボタンを2秒以上押すと、全
て削除され、待ち受け画面に戻ります。

●手順1のあと手順2を行わず6秒間経過すると、自動的
にプリセットダイヤルが解除されます。

●発信する電話番号が電話帳に登録されている場合は
ディスプレイに名前が表示されます。名称表示の優先順
位は、「個人電話帳」、「共通電話帳」です。  
また、相手の方が応答したあとは全角6文字までを表示し
ます。

お知らせ

●手順1の電話番号は、32桁まで入力できます。

●手順1で入力したダイヤルに が含まれているときに、
ISDN回線以外を捕捉して発信する場合は、 以降の
ダイヤルを除いた番号で発信します。

電話番号が表示されます。

03

電話番号をダイヤルボタンで押す1

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。
表示されている電話番号がダイヤルされます。

（ Vo I P ）  外線 

03

緑

外線ランプが消えていることを確認
し、外線ボタンを押す2

通話時間が表示されます。

（火） 
東京支社 

11：55

PB

12月16日 AM
0 ー 15

3
相手の方の声がスピーカから聞こえた
ら、ハンドセットを取りあげてお話し
する

4 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く

外線ランプ	

外線ボタン	

クリアボタン	

ダイヤルボタン	

ハンドセット	

電話番号を確認してからかける（プリセットダイヤル）
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IP多機能電話機
を使う2 電話をかけるには（外線発信）

外線ランプ

外線ボタン

ダイヤルボタン

ハンドセット

IP多機能電話機で、空いている外線を自動的に選んで、電話をかけます。

お知らせ

オフフック外線自動捕捉設定している場合、手順2は不
要です。（☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」
→「ハンドセットをあげるだけで外線を捕捉するに
は」）

●オンフックダイヤル、プリセットダイヤルで電話をかけ
ることもできます。

●手順2で「プープー」と話中音が聞こえるときは、空い
ている外線がありません。

外線発信番号をダイヤルして電話をかける（空き外線自動捕捉）

「ツーツー」という音を確認してください。

内線 

ハンドセットを取りあげる1

「ツー」という音を確認してください。外線ランプが
点灯し、周期的に2回消えます。
使用する外線の種別が表示されます。

（ Vo I P ）  外線 緑

外線発信番号 をダイヤルボタン
で押す2

（ Vo I P ）  外線 

03

電話番号をダイヤルボタンで押す3

通話時間が表示されます。

（火） 11：5512月16日 AM
0 ー 15東京支社 

PB

相手の方が出たら、お話しする4

5 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く
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2

ワンタッチボタン	

ハンドセット	

ワンポイント

●ワンタッチボタンに相手の電話番号を登録するには
「ワンタッチボタンを登録するには」（☛P97）

お知らせ

●他の電話機がお話ししているなど、外線が使えないとき
は、発信することができません。

●ワンタッチに を含むダイヤルを登録しているとき
に、ワンタッチ内容を表示させてからISDN回線以外を
捕捉して発信する場合は、 以降のダイヤルを除いた
番号で発信します。

ワンタッチボタンでかける

ワンタッチボタンに登録されている電話番号が表示
され、その番号に発信されます。

（ Vo I P ）  外線 

03

ワンタッチボタンを押す1

2
相手の方の声がスピーカから聞こえて
から、ハンドセットを取りあげてお話
しする
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IP多機能電話機
を使う2 同じ相手にかけ直すには（再ダイヤル）

以前かけた相手の方に、発信履歴ボタンで簡単にかけ直すことができます。
発信履歴は各IP多機能電話機ごとに30件まで記録されます。

決定ボタン	

上下左右ボタン	

ダイヤルボタン	

メニューボタン	

外線ボタン	

外線ランプ	

ハンドセット	

発信履歴ボタン	

お知らせ

●内線に対する発信は、発信履歴には記録されません。

●他の電話機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはで
きません。

●お話し中にダイヤルボタンなどを押しても、発信履歴に
は記録されません。

●停電になったとき、またはIP多機能電話機の電源を切っ
たり再起動したときは、記録は消去されます。

●発信履歴に を含むダイヤルが記録されているとき
に、発信履歴内容を表示させてからISDN回線以外を捕
捉して発信する場合は、 以降のダイヤルを除いた番
号で発信します。

以前かけた相手の方にかけ直す（再ダイヤル）

最後にかけた電話番号が表示されます。

（火） 12月16日 
××商事 

2：00PM

03

（  1 /1 0 ） 発信履歴 

ハンドセットを置いたまま発信履歴
ボタンを押す1

（火）
（ 3 /10 ）

12月16日
東京支社

発信履歴
11：59AM

03

上下ボタンまたは左右ボタンを押し、
かけたい履歴を選ぶ2

表示された電話番号にダイヤルされます。

03

（ Vo I P ）  外線 

東京支社 

決定ボタンを押す3

通話時間が表示されます。

（火）
東京支社
PB

12月16日 PM
0 ー 15

3：00

4
相手の方の声がスピーカから聞こえ
てから、ハンドセットを取りあげて
お話しする
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2

ワンポイント

●発信履歴に記録される内容
回線の捕捉方法と相手の方の電話番号を最大30件記録します。30件を超えた場合は、古いものを削除します。また、
連続して同じ番号に発信したときは重複記録せずに発信した日時のみ記録し直します。

●使用する外線を選ぶには
手順3で決定ボタンの代わりに空いている外線ボタンを押します。

●発信履歴に記録されている電話番号を消去するには
①ハンドセットを置いたまま、発信履歴ボタンを押す
②消去したい電話番号を上下ボタンまたは左右ボタンで選択し、メニューボタンを押す
③１件削除の番号 または全件削除の番号 をダイヤルボタンで押す
④「はい」の番号 をダイヤルボタンで押す

●発信履歴を個人電話帳に登録するには
①ハンドセットを置いたまま、発信履歴ボタンを押す
②登録したい電話番号を上下ボタンまたは左右ボタンで選択し、メニューボタンを押す
③電話帳新規登録の番号 をダイヤルボタンで押す
④ 登録する  
「電話帳に登録するには」（☛P66）
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IP多機能電話機
を使う2 着信履歴から電話をかけるには

外線からの着信の記録を表示し、その記録から相手を選択して電話をかけること
ができます。
この機能をお使いになるには、ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

外線ランプ

外線ボタン

ダイヤルボタン

メニューボタン

ハンドセット

決定ボタン

上下左右ボタン

着信履歴ボタン

お知らせ

●内線からの呼び出しは記録されません。

●着信履歴は放送着信（複数の端末を呼び出す着信）、個
別着信（ダイヤルイン着信などで個別に呼び出す着信）
それぞれ30件まで記録されます。30件を超えた場合は、
古い記録から自動的に消去されます。

●「着信あり」と表示されているときは

・電話に誰も応答しなかったとき、ディスプレイに"着
信あり"と表示します。着信履歴で確認するとこの表
示は消えます。

・設定により「着信あり」と表示しないようにすること
もできます。（☛応用編 「2.より便利に使う（発信／
着信）」→「ディスプレイの「着信あり」表示を出さ
ないようにするには」）

●発信者番号が通知されない着信は記録されません。

●停電になったとき、またはIP多機能電話機の電源を切っ
たり再起動したときは、記録は消去されます。

●着信履歴に を含むダイヤルが記録されているとき
に、着信履歴内容を表示させてからISDN回線以外を捕
捉して発信する場合は、 以降のダイヤルを除いた番
号で発信します。

着信履歴を表示し、電話をかける

ディスプレイに最新の履歴が表示されます。

（火） 12月16日 
××商事 

着信履歴 個別 
2：00PM

03

（  1 /1 0 ） 

ハンドセットを置いたまま、着信履
歴ボタンを押す1

（日）12月14日
○○商店

着信履歴 個別
1：35PM

03

（  3 /10 ）

上下ボタンまたは左右ボタンを押し、
かけたい履歴を選ぶ2

表示された電話番号にダイヤルされます。

○○商店 
03

（ Vo I P ）  外線 

決定ボタンを押す3

通話時間が表示されます。

（火）
○○商店
PB

12月16日 PM3：25
0ー15

4
相手の方の声がスピーカから聞こえ
たら、ハンドセットを取りあげてお
話しする
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ワンポイント

○着信履歴に記録される内容
以下の内容が記録されます。
　• 着信日時
　• 電話をかけてきた相手の方の電話番号
　• 応答記録

●使用する外線を選ぶには
手順3で決定ボタンの代わりに空いている外線ボタンを押します。

●着信履歴を消去するには
①ハンドセットを置いたまま、着信履歴ボタンを押す
②消去したい電話番号を上下ボタンまたは左右ボタンで選択し、メニューボタンを押す
③1件削除の番号 または全件削除の番号 をダイヤルボタンで押す
④「はい」の番号 をダイヤルボタンで押す

●着信履歴を個人電話帳に登録するには
①ハンドセットを置いたまま、着信履歴ボタンを押す
②登録したい電話番号を上下ボタンまたは左右ボタンで選択し、メニューボタンを押す。
③電話帳新規登録の番号 をダイヤルボタンで押す
④登録する
　「電話帳に登録するには」（☛P66）
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IP多機能電話機
を使う2 電話帳に登録するには

電話帳には、システム内で共有して使う共通電話帳と、電話機ごとに使う個人電
話帳があり、個人電話帳は電話機から登録／編集／削除することができます。

決定ボタン	

ダイヤルボタン	

メニューボタン	

クリアボタン	

上下ボタン	ハンドセット	

ワンポイント

●文字の入力方法は
「文字を入力するには」（☛P69）

●登録できる文字数は
名前は全角10文字（半角20文字）、読み（カナ）は半
角20文字まで登録することができます。

●グループ名を編集したいときは
グループ名を編集したいときは、手順2でグループ名編
集の番号 をダイヤルボタンで押すと、グループ名の
編集ができます。

個人電話帳に登録する

個人電話帳は100件まで登録できます。

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

電話帳新規登録画面が表示されます。

名前（漢字 ） （漢 ） 

上下ボタンでスクロールして選択したときは、決定ボ
タンを押してから次の手順に進みます。

個人電話帳の新規登録の番号 を
ダイヤルボタンで押す2

とうきょう 

名前（漢字 ） （漢 ） 

ダイヤルボタンを押す3

上下ボタンと決定ボタンで文字を変
換して入力する4
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2

フリガナが表示されます。

読み（ カナ ） （ カナ ） 
トウキョウ 

フリガナを入力し直すこともできます。

決定ボタンを押す5

名前が確定され、電話番号入力画面が表示されます。

電話番号 
TEL 1： 

決定ボタンを押す6

登録する電話番号（TEL1）をダイ
ヤルボタンで入力する7

電話番号は、1つの電話帳にTEL1からTEL3および
内線まで、同じ手順で入力できます。

ー
電話番号
内線：

決定ボタンを押す8

1：個人GR1
2：個人GR2
3：個人GR3

ク゛ルーフ°選択

上下ボタンを押してグループを選ぶ9

グループが確定されます。

決定ボタンを押す10

登録可能なメモリ番号が表示されます。

メモリ番号
メモリ番号：

000〜099：指定登録
↑↓：自動検索

000

メモリ番号を確認する11

登録するメモリ番号をダイヤルボタ
ンで入力する12

電話帳新規登録画面が表示されます。

そのメモリ番号にすでに電話帳が登録されている場
合は、上書きの確認画面が表示されます。

決定ボタンを押す13

（次ページにつづく）
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IP多機能電話機
を使う2 電話帳に登録するには

ワンポイント

●登録の途中で間違えたときは
名称、フリガナ、TEL1 〜 TEL3、内線番号の登録画面表示中には、上下ボタンで登録項目を移動することができます。
グループ選択、メモリ番号表示中は、決定ボタンまたはクリアボタンで登録項目を移動することができます。

●登録されている電話帳を確認するには
個人電話帳ボタンを押して、検索方法を選択し、電話帳を検索すると登録内容を表示できます。

●登録した内容を変更するには
電話帳の登録内容が表示された状態でメニューボタンを押します。表示されるメニューから、編集を選択し、決定ボタ
ンを押して登録し直します。

●登録されている電話帳を削除するには
電話帳の登録内容が表示された状態でメニューボタンを押します。表示されるメニューから、削除を選択し、決定ボタ
ンを押して、「はい」を選択して決定ボタンを押すと削除されます。

共通電話帳を登録／編集するには
電話機では共通電話帳を登録／編集／削除することはできません。（☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「共
通電話帳を使うには」）

お知らせ

●登録したデータは一日一回自動保存しますが、保存する前に本商品の電源を入れ直したり再起動すると、最後に保存し
たときの内容に戻ってしまいます。随時保存する場合は、応用編 「1.機能の設定を行う」→「設定画面について」をご
参照ください。

東京
登録しますか？

No . 010

1：はい
0：いいえ

「はい」の番号 をダイヤルボタン
で押す14

電話帳に名前と電話番号が登録されます。

続けて登録するときは、 を押します。

登録を終わる番号 をダイヤルボ
タンで押す15

クリアボタンで機能メニューを終了
する16
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文字を入力するには

決定ボタン	

ダイヤルボタン	

メニューボタン	

クリアボタン	

上下左右ボタン	

電話帳や各種設定などで、漢字、ひらがな、カタカナ、全角英大文字、半角英大文字、	
全角英小文字、半角英小文字、全角数字、半角数字を入力することができます。

漢字を入力する

（次ページにつづく）

文字の入力画面が表示されます。

名前（漢字 ） （漢 ） 

メニューボタンを押すたびに、以下のように入力モー
ドが切り替わります。

カナ

9

（かな） （カナ）

A（全角英大文字）

A（半角英大文字）

a（全角英小文字）

9

a

漢

（半角数字）

（全角数字）

（半角英小文字）

濁点、半濁点は ボタンで入力します。
入力中に ボタンを押すと、押すたびに「 ﾞ」(濁点）、

「 ﾟ」(半濁点）、（なし）になります。

入力画面で、メニューボタンを押し
て文字の種類を選ぶ1

入力文字については、［文字割り当て一覧表］（☛P70）
を参照してください。
カナ、英字、数字モードでは、表示されている文字が入力
されます。

とうきょう 

名前（漢字 ） （漢 ） 

入力したい文字が割り当てられてい
るダイヤルボタンを押す2
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IP多機能電話機
を使う2 文字を入力するには

◯文字割り当て一覧表
1つのボタンに複数の文字が割り当てられています。 
ボタンを繰り返し押すごとに、文字が切り替わります。

ダイヤルボタン 入力
モード

ボタンを押す回数
（1回〜）

数字	
入力
モード

（あ）
漢字
カナ
英字

あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ
ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ ェ ォ 1

（か・ABC）
漢字
カナ
英字

か き く け こ
カ キ ク ケ コ
A B  C  a  b  c

2

（さ・DEF）
漢字
カナ
英字

さ し す せ そ
サ シ ス セ ソ
D E  F  d  e  f

3

（た・GHI）
漢字
カナ
英字

た ち つ て と っ
タ チ ツ テ ト ッ
G H I  g  h  i

4

（な・JKL）
漢字
カナ
英字

な に ぬ ね の
ナ ニ ヌ ネ ノ
J K  L  j  k  l

5

（は・MNO）
漢字
カナ
英字

は ひ ふ へ ほ
ハ ヒ フ ヘ ホ
M N O m n  o

6

（ま・PQRS）
漢字
カナ
英字

ま み む め も
マ ミ ム メ モ
P Q R  S  p  q  r  s

7

（や・TUV）
漢字
カナ
英字

や ゆ よ ゃ ゅ ょ
ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ
T U V  t  u  v

8

（ら・WXYZ）
漢字
カナ
英字

ら り る れ ろ
ラ リ ル レ ロ
W X Y  Z  w  x  y  z

9

（わをん）
漢字
カナ
英字

わ を ん
ワ ヲ ン 0

（  ゙ ）゚
漢字
カナ
英字

 ゙  ゜
 ゙  ゜

（記号）

全角英字・漢
字
半角英字・カ
ナ

ー 、。！？ ＠＿（ ）＊ ＃（ス
ペース）
ー .  @  ＿（  ）＊  ＃　（スペース）

ワンポイント

自動的に文節が区切られて、最初の文節の変換候補が表示
されます。続けて下ボタンを押して、変換したい文字を探
してください。

名前（漢字 ） （漢 ） 

東京 

文節が違うときは、右ボタンまたは左ボタンを押して
文節の区切りを変えることができます。

上下左右ボタンの下ボタンを押して
漢字に変換する3

決定した文字は、上に移動します。

変換したい文字が表示されたら、決
定ボタンを押す4

5 手順1 〜 4を繰り返し、文字を入力
する

入力した文字を編集する

●入力している文字を削除するには
変換途中の文字がない状態で、左右ボタンで削除文字
を選び、クリアボタンを押します。

●入力中の文字間に文字を挿入するには
変換途中の文字がない状態で、左右ボタンで文字を挿
入する位置にカーソルを合わせ、文字を入力します。

すべての文字を入力してから、決定
ボタンを押す6
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電話帳で電話をかけるには

決定ボタン	

ダイヤルボタン	

外線ボタン	

上下左右ボタン	

ハンドセット	 個人電話帳ボタン	

登録してある電話帳を利用して電話をかけます。電話帳は、メモリ番号検索/カナ
検索/グループ検索の3つの方法で検索することができます。

個人電話帳でかける

（次ページにつづく）

●メモリ検索でかける

個人電話帳 検索方法
1：メモリ番号検索
2：カナ検索
3：ク゛ルーフ°検索

共通電話帳から電話をかけるときは、共通電話帳ボタ
ンを押してください。

個人電話帳ボタンを押す1

個人 メモリ番号検索 
メモリNo . 000

↑↓：メモリ番号順 

メモリ番号検索の番号 をダイヤ
ルボタンで押す2

メモリ番号のカーソルは左右ボタンで移動できます。

検索するメモリ番号をダイヤルボタ
ンで押す3

電話帳一覧が表示されます。

個人 メモリ番号検索 

山田太郎 
中村三郎 

050
070

鈴木次郎 000

決定ボタンまたは上下ボタンを押す4
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IP多機能電話機
を使う2 電話帳で電話をかけるには

ワンポイント

●共通電話帳を利用するには
手順１で共通電話帳ボタンを押します。

●カナ検索をするには
手順2でカナ検索の番号 をダイヤルボタンで押し、五十音の行（あ〜わ、その他）に対応しているダイヤルボタン（
〜 、 ）を押します。同じダイヤルボタンを続けて押すと、次の文字から始まる電話帳が一覧表示されます。上
下ボタンでかけたい相手の名称を選択し、決定ボタンを押すと、登録された電話番号が表示されます。

●グループ検索をするには
手順2でグループ検索の番号 をダイヤルボタンで押し、グループ番号を押すと、電話帳が一覧表示されます。
上下ボタンでかけたい相手の名称を選択し、決定ボタンを押すと、登録された電話番号が表示されます。

お知らせ

●外線ボタンを押してから、電話帳を選択することもできます。

●手順6で、電話帳の内線番号表示中に電話をかけるときは、内線ボタンを押して電話帳から内線に電話をかけることが
できます。

●電話帳の一覧情報が表示されている状態では、上ボタンと下ボタンで一覧情報のスクロール、右ボタンと左ボタンで前
後のページが表示されます。

●電話帳の詳細情報が表示されている状態では、上ボタンと下ボタンでTEL1 〜 TEL3、内線番号がスクロール表示され
ます。

●電話帳に を含むダイヤルを登録しているときに、登録内容を表示させてからISDN回線以外を捕捉して発信する場
合は、 以降のダイヤルを除いた番号で発信します。

個人電話帳 
鈴木次郎 名前： 
スス゛キシ゛ロウ 読み： 

No . 000

TEL 1： 03

TEL2、TEL3に電話をかけるときは、上下ボタンを
押して発信する番号を表示させます。

かけたい相手を上下ボタンで選択し、
決定ボタンを押す5

表示された電話番号に発信します。

個人電話帳 
鈴木次郎 名前： 
スス゛キシ゛ロウ 読み： 

No . 000

TEL 1： 03

決定ボタンまたは外線ボタンを押す6

（ Vo I P ）  外線 

03
鈴木次郎 

ハンドセットを取りあげる7

通話時間が表示されます。

 
 

（火） PM12月16日 

PB
鈴木次郎 

1：00
0−15

相手の方が出たら、お話しする8
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携帯電話機の電話帳を使うには
携帯電話機から赤外線通信で送信された電話帳のデータを受信して、電話をかけ
たり個人電話帳に登録することができます。また共通電話帳、個人電話帳のデー
タを携帯電話機に送信することができます。データの送受信ができる携帯電話機
は、赤外線通信に対応したNTTドコモ社製の携帯電話機です。

ダイヤルボタン	

メニューボタン	

外線ランプ	

外線ボタン	

ハンドセット	

クリアボタン	

決定ボタン	

上下ボタン	

赤外線ポート	

お知らせ

●携帯電話機によっては、赤外線通信の機能が利用できな
い場合があります。

●携帯電話機での電話帳データの検索方法、赤外線を使っ
た送受信方法は、お使いの携帯電話機の取扱説明書をご
覧ください。

●携帯電話の電話帳データの名称に絵文字やフリガナに全
角カナなどが登録されていると、受信データが正しく表
示されない場合があります。

●受信したデータを共通電話帳に登録することはできませ
ん。

携帯電話機の電話帳を使ってかける

（次ページにつづく）

あらかじめ携帯電話機で送信したい電話帳データを検索し
ておきます。

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

********************
*
*

*
*

********************

赤外線通信中 
＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

上下ボタンでスクロールして選択したときは、決定ボ
タンを押します。

赤外線電話帳受信の番号 をダイ
ヤルボタンで押す2

互いの赤外線ポートを、±15度以内の角度で向き合
わせてください。

角度±15°以内	
距離5cm以内	
	

赤外線ポート 

3
IP多機能電話機の赤外線ポートと、
携帯電話機の赤外線ポートを5cm以
内に近づける
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IP多機能電話機
を使う2 携帯電話機の電話帳を使うには

ワンポイント

●電話帳のデータを携帯電話機に1件送信するには
①個人電話帳または共通電話帳の詳細画面を表示させる
②携帯電話機を赤外線通信の受信状態にする
③メニューボタンを押す
④赤外線電話帳送信の番号 をダイヤルボタンで押す（共通電話帳のときは です）
　電話帳のデータ１件が送信されます。

●赤外線通信の待受け時間について
手順2で赤外線通信の受信状態になってから、約30秒後にはメニュー画面に戻ります。この場合はもう一度、手順2か
ら操作し直してください。

○ワンタッチボタンに赤外線電話帳受信操作を登録することにより、ワンタッチボタンを押すだけで電話帳データ受信状
態にすることができます。「ワンタッチボタンを登録するには」（☛P97）

受信した電話帳が表示されます。
通信中に受信を止めるときは、クリアボタンを押します。

赤外線電話帳受信 
名前：東京支社 
読み：トウキョウシシャ 
TEL 1： 03

上下ボタンで、TEL1 〜 TEL3の電話番号を選ぶこと
ができます。

携帯電話機から電話帳のデータ1件を
送信する4

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

緑

外線ランプが消えていることを確認
し、外線ボタンを押す5

（ Vo I P ）  外線 

03

ハンドセットを取りあげる6

 
 

（火） PM12月16日 

PB
東京支社 

1：00
0−15

相手の方が出たら、お話しする7
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2

ダイヤルボタン	

メニューボタン	

ハンドセット	

決定ボタン	

クリアボタン	

上下ボタン	

個人電話帳ボタン	

赤外線ポート	

ワンポイント

●赤外線通信の待受け時間について
手順2で赤外線通信の受信状態になってから、約30秒後
にはメニュー画面に戻ります。この場合は、手順2から
操作し直してください。

お知らせ

●携帯電話機によっては、赤外線通信が利用できない場合
があります。

●個人電話帳に登録できる文字数は、名前は全角10文字
（半角20文字）、読み（カナ）は半角20文字までです。

●携帯電話の電話帳データの名称に絵文字やフリガナに全
角カナなどが登録されていると、受信データが正しく表
示されない場合があります。

携帯電話機の電話帳を赤外線で個人電話帳に登録する

（次ページにつづく）

あらかじめ携帯電話機で送信したい電話帳データを検索し
ておきます。

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

********************
*
*

*
*

********************

赤外線通信中 
＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

上下ボタンでスクロールして選択したときは、決定ボ
タンを押します。

赤外線電話帳受信の番号 をダイ
ヤルボタンで押す2

互いの赤外線ポートを、±15度以内の角度で向き合
わせてください。

角度±15°以内	
距離5cm以内	
	

赤外線ポート 

3
IP多機能電話機の赤外線ポートと、
携帯電話機の赤外線ポートを5cm以
内に近づける
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IP多機能電話機
を使う2 携帯電話機の電話帳を使うには

受信した電話帳が表示されます。
通信中に受信を止めるときは、クリアボタンを押します。

赤外線電話帳受信 
名前：東京支社 
読み：トウキョウシシャ 
TEL 1： 03

上下ボタンで、TEL1 〜 TEL3の電話番号を選ぶこと
ができます。

携帯電話機から電話帳のデータ1件
を送信する4

赤外線電話帳受信 
1：電話帳新規登録 
2：発信 

データの受信が終わってから、メ
ニューボタンを押す5

東京支社

1：はい
0：いいえ

を登録しますか？

電話帳新規登録の番号 をダイヤ
ルボタンで押す6

受信したデータが電話帳に登録されます。

「はい」の番号 をダイヤルボタン
で押す7
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電話がかかってきたときは（外線着信）
電話がかかってくると、電話機から着信音が聞こえ、着信ランプと外線ランプが
赤く点滅します。

外線ランプ	

外線ボタン	

保留ボタン	

着信ランプ	

ハンドセット	

メニューボタン	

外線着信に応答する

東京支社
03 赤

着信音が鳴り、着信ランプと外線ラ
ンプが赤く点滅する1

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

東京支社
03 緑

ランプが点滅している外線ボタンを
押す2

通話時間が表示されます。 

（火） 
東京支社 

11：55

PB

12月16日 AM
0 ー 15

ハンドセットを取りあげて、相手の
方とお話しする3

4 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く
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IP多機能電話機
を使う2 電話がかかってきたときは（外線着信）

指定した電話機だけ着信音を鳴らすには
（☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」→「指定
した電話機だけ着信音を鳴らすには」）

●ハンドセットを取りあげて応答するには
外線ボタンを押さずにハンドセットを取りあげるだけで
応答することもできます。
複数の回線や内線が着信している場合は、ディスプレイ
に表示されている着信に応答します。
ディスプレイに表示されていない着信に応答する場合
は、先に外線ボタンや内線ボタンを押してからハンド
セットを取りあげてください。

●続けてかかってきた電話に応答するには
お話し中の相手の方に待っていただく場合は、保留ボタ
ン、ランプが点滅している外線ボタンの順に押します。

●外線または内線でお話し中に電話がかかってきたときは
通常より小さい音量で着信音が鳴ります。

○相手の方の電話番号が表示されないとき
ナンバー・ディスプレイサービスを契約されていない場合、
着信時には、相手の方の電話番号が表示されません。
また、ナンバー・ディスプレイサービスを契約していても、
下表のように表示される場合もあります。

ディスプレイの表示 理　　由

公衆電話
公衆電話から電話がかかってきたとき
に表示します。

非通知
かけてきた相手の方が、番号を表示し
ない操作または表示しない契約になっ
ているときに表示します。

表示圏外

「ナンバー・ディスプレイ」を提供してい
ないエリアから電話がかかってきたとき、
またはサービスが競合しているため、電
話番号を通知できない場合に表示します。

ワンポイント

お知らせ

●外の相手の方とお話し中に、保留にしないで他の外線ボタンを押すと通話が切れてしまいますのでご注意ください。

●電話帳に登録してある相手からの電話番号が表示されたときは、電話帳に登録した名前も表示します。このときの表示
の優先順位は、個別電話帳、共通電話帳の順です。

●着信時、外線ランプは赤色で点滅しますが、個別着信時は緑色で点滅します。

●メニュー操作中は、外線ボタンを押しても応答できません。

●ひとつの着信に対して複数の電話機で応答しようとした場合、応答できなかった電話機のディスプレイに「接続できま
せん」と表示される場合があります。
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別の電話機で応答するには（代理応答）
着信音が鳴っている電話機に応答できる人がいないとき、代わりに別の電話機で
応答することができます。

メニューボタン	

ダイヤルボタン	

ハンドセット	

決定ボタン	

上下ボタン	

ワンポイント

○ワンタッチで代理応答するには
ワンタッチボタンに代理応答操作を登録することによ
り、ワンタッチボタンを押すだけで代理応答できます。

「ワンタッチボタンを登録するには」（☛P97）

●グループを指定せずに代理応答するには
内線ボタンを押してから、代理応答の番号（ ）
をダイヤルボタンで押します。

お知らせ

●外線放送着信は、全グループまたは内線グループを指定
して代理応答したときも代理応答の対象となります。

●回線ボタンや鳴動指定されていない場合でも代理応答す
ることができます。

別の電話機で応答する（代理応答）

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

1
他の電話機で着信音が鳴ったとき、
ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す

7：内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ音声呼出
機能メニュー

0：ユーサ゛状態表示
8：代理応答

上下ボタンでスクロールして選択したときは、決定ボ
タンを押してから次の手順に進みます。

代理応答の番号 をダイヤルボタ
ンで押す2

代理応答
1：グループ1
2：グループ2
3：グループ3

内線グループの番号を押す3

通話時間が表示されます。 

（火） 
東京支社 

11：55

PB

12月16日 AM
0 ー 15

ハンドセットを取りあげて、お話し
する4

5 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く



80

IP多機能電話機
を使う2 内線でお話しするには（内線通話）

他の内線電話機を内線番号で呼び出してお話しします。

スピーカボタン

内線ランプ

着信ランプ

内線ボタン

ダイヤルボタン

ハンドセット

ワンポイント

●相手の方のユーザ状態を確認するには
手順2で内線番号をダイヤルすると、相手の方のユーザ
状態がディスプレイに表示されます。ユーザ状態につい
ては、「ユーザ状態をセットするには」（☛P90）を参照
してください。

●内線の呼出方法を変えるには
IP多機能電話機を呼び出しているときに信号／音声呼出
切替用の番号（ ）を押すと、呼出方法を切り替える
ことができます。

●先にダイヤルして呼び出すこともできます（プリセット
ダイヤル）
手順1と2を逆にして、先にダイヤルして呼び出すこと
もできます。このとき、内線番号や特番の桁数を超えて
ダイヤル入力した場合、内線ボタンを押したときに余剰
分のダイヤルを破棄します。（たとえば、

とダイヤルした場合は、内線15を呼び出し、77は
破棄します）   
IP多機能電話機、IPコードレス電話機、単体電話機1/2
以外の電話機で内線番号や特番の桁数を超えてダイヤル
した場合は、操作無効となります。

内線でお話しする（内線通話）

呼び出す方

「ツーツー…」という音を確認してください。
内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

内線 
緑

ハンドセットを置いたまま、内線ボ
タンを押す1

内線 

10

呼び出す内線電話機の内線番号をダ
イヤルボタンで押す2

（火）
営業部

12月16日 PM
10
PB

1：00

呼び出された方が応答したら、ハン
ドセットを取りあげてお話しする3

4 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く
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ワンポイント

お話し中に内線がかかってきたときは（通話中着信）
お話し中に内線がかかってきたときは、内線ランプと着
信ランプが点滅し、小さな音で着信音が聞こえます。
通話中着信を有効にするには、設定する必要がありま
す。（☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」→「お
話し中の電話機を呼び出せるようにするには（通話中着
信）」）

●ハンドセットを取りあげずに応答するには（内線ハンズ
フリー応答）
内線の呼出方法が音声呼出に設定されている場合、マイ
クをオン（マイクランプ点灯）にしておくと、呼び出さ
れる方はハンドセットを取りあげずに応答することがで
きます。マイクに向かってお話しください。また、ハン
ズフリー応答中は、6秒ごとに確認音が鳴ります。マイ
クがオフのとき（マイクランプ消灯）は、音声で応答で
きません。ハンドセットを取りあげると、ハンドセット
でお話しできます。
マイクがオン（マイクランプ点灯）のときにスピーカボ
タンを押すと、次のようになります。
• マイクランプは点灯したままで、発信できる
• 相手の応答によりハンズフリー通話ができる

マイクボタンについて
マイクボタンは、フレキシブルボタンに設定する必要が
あります。（☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」
→「電話機にフレキシブルボタンを設定するには」）
※初期設定では、フレキシブルボタンの「18」に登録
されています。

●電話機の近くに応答できる人がいないときは
別の電話機で代わりに応答することができます。

「別の電話機で応答するには（代理応答）」（☛P79）

呼び出される方

（火） 
経理部 

12月16日 PM
20
PB

1：00

1
着信音が鳴り、着信ランプと内線ラ
ンプが点滅したら、ハンドセットを
取りあげてお話しする
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IP多機能電話機
を使う2 複数の電話機を一斉に音声で呼び出すには

（ページング）
内線電話機を一斉に音声で呼び出し、最初に応答した方とお話しすることができ
ます。

スピーカボタン

内線ランプ

着信ランプ

内線ボタン

ダイヤルボタン

ハンドセット

ワンポイント

●お買い求め時はすべての電話機が「電話機グループ１」
に設定されています。（☛応用編 「2.より便利に使う（電
話機能）」→「電話機グループを変更するには」）

●ダイヤル操作で呼び出すには
内線ボタンを押してから、以下の番号をダイヤルします。

番号 呼び出す電話機
70 すべての電話機
71 電話機グループ1の電話機
72 電話機グループ2の電話機
73 電話機グループ3の電話機
74 電話機グループ4の電話機

●IP多機能電話機以外の内線を呼び出すことはできません。

●お話し中などで呼び出せない電話機があった場合は、そ
の電話機以外の電話機を呼び出します。ただし、呼び出
せる電話機が一台もなかった場合は「プープー・・・」
という話中音になります。

●ワンタッチボタンに内線グループ音声呼出操作を登録す
ることにより、ワンタッチボタンを押すだけで呼び出す
ことができます。「ワンタッチボタンを登録するには」

（☛P97）

●ページング呼出中に通話などを終了して呼出可能になっ
た電話機は、次のページング呼出から呼び出すことがで
きます。

電話機グループを指定して呼び出す

呼び出す方

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

7：内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ音声呼出
機能メニュー

0：ユーサ゛状態表示
8：代理応答

上下ボタンでスクロールして選択したときは、決定ボ
タンを押してから次の手順に進みます。

内線グループ音声呼出 をダイヤ
ルボタンで押す2

内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ音声呼出
1：グループ1
2：グループ2
3：グループ3

呼び出す対象の番号を押す3

（火）
70　全グループ

11：5512月16日 AM 誰か
いますか ?

ハンドセットを取りあげて、呼び出
す4

5 お話しが終わったら、ハンドセット
を置く
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呼び出される方

誰か
いますか ?

誰か
いますか ?

誰か
いますか ?

電話機が一斉に音声で呼び出される1

（火）
経理部

12月16日 AM
20
PB

11：55

ハンドセットを取りあげてお話しす
る2
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IP多機能電話機
を使う2 相手の方に待っていただくには（保留） 

お話しを一時中断して、相手の方に待っていただくときは保留にします。相手の
方へは保留メロディが流れます。

外線ランプ	

外線ボタン	

保留ボタン	

メニューボタン	

ハンドセット	

他の電話機で取れないように保留する（個別保留）

お話し中に、相手の方に待っていた
だくように伝える1

相手の方には保留メロディが流れます。
外線ランプが周期的に緑で2回点灯します。

内線 

メニューボタン、保留ボタンを押し
て、ハンドセットを置く2

もう一度お話しするときは、ハンド
セットを取りあげる3

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

緑

保留中の外線ボタンを押して、相手
の方とお話しする4
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ワンポイント

○他の電話機でも出られる保留にするには
手順2でメニューボタンを押さずに保留ボタンを押す
と、他の電話機でも出られる保留になります。（☛P86）

保留忘れを防止するために（長時間保留警報）
保留した状態が一定時間以上続いたとき、音とランプで
お知らせすることができます。（☛応用編 「2.より便利に
使う（保留／転送）」→「保留忘れを防止するには（長
時間保留警報）」）

保留音を変更するには
（☛応用編 「2.より便利に使う（保留／転送）」→「保留
音を変更するには」）

お知らせ

●VoIPアダプタに接続した単体電話機とお話し中は、保
留しないでください。

●他の電話機で取れるように保留するには、共通保留また
はパーク保留する必要があります。「電話を取りつぐに
は」（☛P86）

●複数の内線電話機の保留操作などにより、多くの通話を
保留している状態になった場合、相手の方にお聞かせす
る保留音が途切れることがあります。

●IPコードレス電話機で操作したとき、電波の状況により
正しく通信が行えず、保留や保留解除が正しく動作しな
い場合があります。
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IP多機能電話機
を使う2 電話を取りつぐには

お話しを一時中断して保留し、他の内線電話機から電話に出ることができます。

保留ボタン	

ハンドセット	

外線ランプ	

外線ボタン	

パーク保留ボタン	

お知らせ

●SKボタン（☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」
→「外線を１つのボタンに集約するには（SKボタン）」）
で通話しているときは共通保留はできません。パーク保
留ボタンがある場合はパーク保留になります。（☛応用
編「2.より便利に使う（保留／転送）」→「パーク保留
を使うには」）

●保留操作した電話機以外で応答すると、表示される通話
時間はリセットされます。

●IPコードレス電話機で外線通話を保留したとき、保留操
作した電話機以外で応答、または、しばらく圏外に移動
した後に応答すると、表示される通話時間はリセットさ
れます。

●IPコードレス電話機で操作したとき、電波の状況により
正しく通信が行えず、保留や応答が正しく動作しない場
合があります。

電話を取りつぐ（共通保留）

呼び出す方

相手の方には保留メロディが流れます。
外線ランプが周期的に緑で2回点灯します。

内線 

1
お話し中に、相手の方に待っていた
だくように伝え、保留ボタンを押し
てハンドセットを置く

外線ボタンの番号を、取りつぐ相手
の方に口頭で伝える2
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呼び出される方

別のIP多機能電話機のハンドセット
を取り上げる1

（火）
東京支社
12月16日 PM

PB
0ー01

1：00

保留中の外線ボタンを押して、相手
の方とお話しする2
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IP多機能電話機
を使う2 保留した通話を転送するには

外の相手の方とのお話しや内線通話を他の内線に転送することができます。

保留ボタン	

着信ランプ	

内線ランプ	

ダイヤルボタン	

ハンドセット	

外線ランプ	

外線ボタン	

フレキシブルボタン	

●パーク保留した通話は転送できません。保留ボタンを押
したときにディスプレイに「パーク○に保留」と表示さ
れた場合は、そのパーク保留ボタンを押して応答する必
要があります。（☛応用編 「2.より便利に使う（保留／転
送）」→「パーク保留を使うには」）

●VoIPアダプタに接続した単体電話機に取りつぐことは
できません。

●VoIPアダプタに接続した単体電話機とお話し中は、保
留しないでください。

●「呼び出す方」の手順1から3の間で、転送先を呼び出して
いない状態で一度ハンドセットを置くと、転送できません。

●外線通話が転送されたとき、表示される通話時間はリ
セットされます。

●手順1で保留ボタンを押したあと、「ツツツ…」という発
信音が聞こえるのを確認してから相手の方の電話番号を
ダイヤルしてください。発信音が聞こえる前にダイヤル
すると、正しく発信できない場合があります。

●手順3でハンドセットを置いた後、保留状態が継続され
ている場合があります。その場合は一度保留に応答して
から、もう一度手順1から操作を行ってください。

お知らせ

ワンポイント

○外線に転送するには
手順2で空いている外線ボタンを押して相手の電話番号
をダイヤルします。
外線での通話を別の外線に転送するにはデータ設定が必
要です。（☛応用編 「2.より便利に使う（保留／転送）」
→「外線での通話を別の外線ヘ転送するには（外外転送）」）

ダイヤルして転送する（オンフック転送）

呼び出す方

相手の方には保留メロディが流れます。
「ツツツ…」という音を確認してください。
外線ランプが周期的に2回点灯します。
内線ランプが緑で点灯し、周期的に2回消えます。
緑

お話し中に、相手の方に待っていた
だくように伝え、保留ボタンを押す1

（火） 
営業部 

在席 

12月16日 PM1：00
10

呼び出す内線電話機の内線番号をダ
イヤルボタンで押す2

赤

3
呼び出された方が応答したら、電話
を取りつぐことを伝え、ハンドセッ
トを置く
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ワンポイント

●保留転送を途中で中止するには
｢呼び出す方」の手順2で取りつぐ方がお話しできないと
きは、保留中の外線ボタンを押して、外の相手の方との
通話に戻ります。

●呼び出された方が応答する前に転送するには　　　　　	
（呼出状態転送）
｢呼び出す方」の手順2で、呼び出された方が応答する前
にハンドセットを置いて転送することもできます。呼び
出された方は外線ランプが緑色で点滅し、着信音が鳴り
ます。ランプが点滅している外線ボタンを押し、ハンド
セットを取りあげてお話しください。待っている方の保
留メロディは、転送操作を行うと呼出音に変わります。

●呼出状態転送するとき、呼び出す方がハンドセットを置
く操作と呼び出される方がハンドセットを取りあげる操
作が重なった場合、転送に失敗することがあります。

●一斉に呼び出して応答した相手に転送するには	 	
（ページング転送）
「呼び出す方」の手順2で内線グループ音声呼出特番をダ
イヤルすることにより、複数の内線の中から応答した人
に転送することができます。「複数の電話機を一斉に音
声で呼び出すには（ページング）」（☛P82）

●お話し中に他の電話機に転送するには（自動保留）
外線でお話し中に、内線ボタン、または内線ホットライ
ン（DK）に設定したフレキシブルボタンを押すと、相
手の方には保留メロディが流れ、他の内線電話機に転送
することができます。内線ホットラインについては、応
用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「内線ホッ
トライン（DKボタン）を使うには」をご参照ください。

○転送先がお話し中のときは
転送先の内線電話機が、内線でお話し中などで呼び出し
できないときは転送されません。保留のままとなります。

お知らせ

●呼出状態転送は、下記の場合に利用できます。

保留された方 IP多機能電話機
IPコードレス電話機
ひかり電話
アナログ回線
ISDN回線

呼び出す方 IP多機能電話機
IPコードレス電話機

呼び出される方 IP多機能電話機
IPコードレス電話機

但し、呼び出される方の不在転送設定や状態別転送設
定によっては転送できない場合があります。（☛応用編  

「2.より便利に使う（電話機能）」→「ユーザ状態を便利
に使うには（基本編「ユーザ状態をセットするには」の
応用）」）

呼び出される方

（火） 
経理部 

12月16日 
20

PM1：00

PB

1
着信音が鳴り、着信ランプと内線ラ
ンプが点滅したら、ハンドセットを
取りあげてお話しする

2
呼び出した方がハンドセットを置く
と、外からの電話がつながるので、
相手の方とお話しする
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IP多機能電話機
を使う2 ユーザ状態をセットするには

IP多機能電話機ごとに、「食事中」「会議中」などのユーザ状態をセットすること
ができます。他の電話機から呼び出されたときなどは、セットされているユーザ
状態を相手にお知らせします。

ダイヤルボタン	

上下ボタン	

メニューボタン	

ハンドセット	

決定ボタン	

クリアボタン	

ワンポイント

●変更していない状態ではすべての電話機のユーザ状態は
「在席」にセットされています。また、他のユーザ状態
にセットしていた場合、電源を入れ直したときや再起動
したときは「在席」に戻ります。

データ設定により次のような機能を利用できます。

　・他の電話機のユーザ状態を確認する。

　・ユーザ状態ごとに個別着信を転送する。

　・「食事中」などの状態名を他の文字に変更する

　（☛応用編  「2.より便利に使う（電話機能）」→「ユーザ
状態を便利に使うには（基本編「ユーザ状態をセットす
るには」の応用）」）

ユーザ状態を変更する

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

上下ボタンで選択したときは、決定ボタンを押してか
ら次の手順に進みます。

ユーザ状態変更の番号 をダイヤ
ルボタンで押す2

1：在席
ユーサ゛状態変更

3：離席
2：不在

状態を選び番号をダイヤルボタンで
押す3

待ち受け画面に戻ります。

クリアボタンを押す4
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IP多機能電話機
を使う2
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不在のときに電話がかかってきたときは
（不在転送）
ユーザ状態を「不在」にセットしているとき、かかってきた電話（個別着信）を、
他の内線電話機や外線へ転送することができます。

上下ボタン

ダイヤルボタン

決定ボタン

メニューボタン

ハンドセット

クリアボタン

内線へ転送するように設定する

（次ページにつづく）

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

機能メニュー
1：ユーサ゛状態変更

3：不在着信転送設定
2：他ユーサ゛状態表示

上下ボタンで選択したときは、決定ボタンを押してか
ら次の手順に進みます。

不在着信転送の番号 をダイヤル
ボタンで押す2

不在着信転送設定
1：設定
2：解除
3：登録

登録の番号 をダイヤルボタンで
押す3

不在着信転送設定 
1：内線へ転送 
2：外線へ転送 

内線へ転送の番号 をダイヤルボ
タンで押す4
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IP多機能電話機
を使う2 不在のときに電話がかかってきたときは

（不在転送）

ワンポイント

○設定を解除するときは
①メニューボタンを押す
②不在着信転送設定の番号 をダイヤルボタンで押す
③解除の番号 をダイヤルボタンで押す
④設定を解除する「はい」の番号 をダイヤルボタンで押す
※ユーザ状態は「在席」に設定されます。

○転送先設定内容を消去するときは
手順5でクリアボタンで内線番号を消去し、決定ボタン
を押します。

○登録済みの転送番号への不在着信転送を起動するときは
①メニューボタンを押す
②不在着信転送設定の番号 をダイヤルボタンで押す
③設定の番号 をダイヤルボタンで押す
④設定する「はい」の番号 をダイヤルボタンで押す
※ユーザ状態は、「不在」に設定されます。

●ユーザ状態を変更するには
ユーザ状態が「不在」にセットされているときのみ着信
を転送します。「ユーザ状態をセットするには」（☛P90）

お知らせ

個別に呼び出された着信のみ転送されます。外線からの
着信を転送するには、データ設定により個別着信させる
必要があります。（☛応用編 「2.より便利に使う（発信
／着信）」→「電話機１台にのみ着信させる（個別着信）」）

●転送先で不在着信転送の設定が行われていても、その先
への転送はされません。（転送は1度まで）

●複数の電話機から、同じ電話機に不在着信転送を登録す
ることもできます。

●転送先の電話機がお話し中のときや接続されていないと
きは、転送されません。

●電源アダプタやLANケーブルを抜き差しすると、不在着
信転送は解除されます。

●ツイン転送の設定をしている電話機が使用中の場合、転
送先電話機の着信音が一瞬だけ聞こえる場合がありま
す。 

●不在転送設定が起動された場合、発信者に呼出音が再生
されます。

転送先は1件だけです。

不在着信転送設定
転送先内線番号：2

転送先の内線番号をダイヤルボタン
で入力、決定ボタンを押す5

不在着信転送設定 
1：ツイン転送なし 
2：ツイン転送あり 

 登録しました

不在着信転送設定

不在着信転送が設定されます。

ユーザ状態は「不在」に設定されます。
•「ツイン転送なし」を選択した場合は、転送元は呼び

出さずに転送先を呼び出します。
•「ツイン転送あり」を選択した場合は、転送元と転送

先の両方を呼び出します。

ツイン転送ありの番号 をダイヤ
ルボタンで押す6

待ち受け画面に戻ります。

クリアボタンを押す7
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上下ボタン

ダイヤルボタン

決定ボタン

メニューボタン

ハンドセット

クリアボタン

外線へ転送するように設定する

（次ページにつづく）

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

機能メニュー
1：ユーサ゛状態変更

3：不在着信転送設定
2：他ユーサ゛状態表示

上下ボタンで選択したときは、決定ボタンを押してか
ら次の手順に進みます。

不在着信転送の番号 をダイヤル
ボタンで押す2

不在着信転送設定
1：設定
2：解除
3：登録

登録の番号 をダイヤルボタンで
押す3

不在着信転送設定 
1：内線へ転送 
2：外線へ転送 

外線へ転送の番号 をダイヤルボ
タンで押す4

お知らせ

●転送先を外線に設定した場合、ひかり電話またはISDN
回線が必要になります。（アナログ回線を利用して不在
転送先の外線を呼出すことはできません。）
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（不在転送）

ワンポイント

○設定を解除するときは
①メニューボタンを押す
②不在着信転送設定の番号 をダイヤルボタンで押す
③解除の番号 をダイヤルボタンで押す
④設定を解除する「はい」の番号 をダイヤルボタンで押す
※ユーザ状態は「在席」に設定されます。

○転送先設定内容を消去するときは
手順5でクリアボタンで外線番号を消去し、決定ボタン
を押します。

○登録済みの転送番号への不在着信転送を起動するときは
①メニューボタンを押す
②不在着信転送設定の番号 をダイヤルボタンで押す
③設定の番号 をダイヤルボタンで押す
④設定する「はい」の番号 をダイヤルボタンで押す
※ユーザ状態は、「不在」に設定されます。

●ユーザ状態を変更するには
ユーザ状態が「不在」にセットされているときのみ着信
を転送します。「ユーザ状態をセットするには」（☛P90）

お知らせ

個別に呼び出された着信のみ転送されます。外線からの
着信を転送するには、データ設定により個別着信させる
必要があります。（☛応用編 「2.より便利に使う（発信
／着信）」→「電話機１台にのみ着信させる（個別着信）」）

●使用中などにより、転送するための回線が空いていない
ときは、不在転送は動作しません。

●転送先を携帯電話などに設定しているとき、圏外などの
ガイダンスが発信者に接続されず、呼び出し音が継続す
る場合があります。

●転送先で不在着信転送の設定が行われていても、その先
への転送はされません。（転送は1度まで）

●複数の電話機から、同じ電話機に不在着信転送を登録す
ることもできます。

●転送先の電話機がお話し中のときや接続されていないと
きは、転送されません。

●電源アダプタやLANケーブルを抜き差しすると、不在着
信転送は解除されます。

●不在転送設定が起動された場合、発信者に呼出音が再生
されます。

転送先は1件だけです。

不在着信転送設定 
転送先番号： 03

転送先の外線番号をダイヤルボタン
で入力する5

不在着信転送設定 
1：ツイン転送なし 
2：ツイン転送あり 

 登録しました

不在着信転送設定

不在着信転送が設定されます。

ユーザ状態は「不在」に設定されます。
•「ツイン転送なし」を選択した場合は、転送元は呼び

出さずに転送先を呼び出します。
•「ツイン転送あり」を選択した場合は、転送元と転送

先の両方を呼び出します。

ツイン転送ありの番号 をダイヤ
ルボタンで押す6

待ち受け画面に戻ります。

クリアボタンを押す7
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ハンドセットを置いたまま
お話しするには（ハンズフリー通話）

ハンドセットを置いたままで、外線通話、内線通話をすることができます。

ダイヤルボタン	

マイク	

スピーカボタン	

内線ボタン	

ハンドセット	

外線ランプ	

外線ボタン	

マイクボタン	

マイクランプ	

フレキシブルボタン	

ワンポイント

マイクボタンについて
マイクボタンは、フレキシブルボタンに設定する必要
があります。（☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」
→「電話機にフレキシブルボタンを設定するには」）
※初期設定では、フレキシブルボタンの「18」に設

定されています。

お知らせ

●ハンズフリー通話中は、マイクランプ、スピーカランプが
点灯しています。

●通話の状態により、相手の方の声が一時途切れることがあ
りますが、故障ではありません。

ハンズフリーで電話をかける

（次ページにつづく）

「ツー」という発信音を確認してください。
外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

（ Vo I P ）  外線 

外線ランプが消えていることを確認
し、外線ボタンを押す1

（ Vo I P ）  外線 

03

相手の方の電話番号をダイヤルボタ
ンで押す2

（火） 
東京支社 

11：55

PB

12月16日 AM
0 ー 15

3
相手の方の声が聞こえたら、マイク
ボタン（例：フレキシブルボタンの
18）を押す

電話機のマイクに向かって、お話し
する4
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を使う2 ハンドセットを置いたまま

お話しするには（ハンズフリー通話）

（火） 
経理部 

00：0512月16日 PM
20

お話しが終わったら、スピーカボタ
ンを押す5

ワンポイント

●ハンズフリー通話中にハンドセットでお話しするには
ハンドセットを取りあげると、ハンドセットでお話しできます。
ハンドセットを取りあげたまま、ハンズフリー通話していたときは、スピーカボタンを押すとハンドセットでお話しで
きます。

●ハンドセットでお話し中にハンズフリー通話にするには
お話し中にスピーカボタン、マイクボタンの順に押します。ハンドセットを置くと、ハンズフリー通話ができます。

●マイクランプが点灯中にハンズフリーで電話をかけるには
①マイクランプ点灯中（マイクがオンのとき）に、外線ボタンまたは内線ボタンを押す
②電話番号を押す

●マイクランプが点灯中に電話がかかってきたときは
スピーカボタンを押すと、ハンズフリー通話ができます。

●マイクランプが点灯中に音声着信で呼び出されたときは
そのまま音声で応答できます。

●ハンズフリー通話中にマイクボタンを押したときは
マイクがオフとなり、スピーカから相手の方の声が聞こえ、こちらの声は相手の方に聞こえません。
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ワンタッチボタンを登録するには
よくかける相手の方の電話番号をワンタッチボタンに登録しておくと、簡単に電
話をかけられます。ワンタッチボタンには32桁までの電話番号やボタン操作を各
IP多機能電話機ごとに18か所まで登録できます。

決定ボタン	

ダイヤルボタン	

メニューボタン	

内線ボタン	

外線ボタン	

クリアボタン	

ワンタッチボタン	

ハンドセット	

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

ワンタッチ登録
登録したいフレキシフ゛ル
ホ゛タンを押して下さい

上下ボタンでスクロールして選択したときは、決定ボ
タンを押してから次の手順に進みます。

ワンタッチ登録の番号 を
ダイヤルボタンで押す2

ワンタッチ登録 FK

登録するワンタッチボタンを押す3

ワンタッチ登録 FK

F

外線ボタンを押す4

ワンポイント

○登録できるボタン操作
ワンタッチボタンには、次のボタン操作が登録できます。
•ダイヤルボタン
•スピーカボタン、内線ボタン、外線ボタン
•外線ボタンは１個のみ登録可能です。

○空いている外線を自動的に選ぶには
手順4で、外線ボタンの代わりに、内線ボタン、外線発
信 の順に押します。

●手順4でメニューボタンを押し、次の機能を登録するこ
ともできます。
•ユーザ状態変更
•代理応答
•赤外線電話帳受信
•内線グループ音声呼出
•システムモード切替（管理者IP多機能電話機のみ）
•メンテナンス（管理者IP多機能電話機のみ）

よくかける相手の電話番号を登録する

（次ページにつづく）
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ワンタッチ登録 F K

F 03

ボタン操作、電話番号は合わせて32操作まで登録で
きます。

登録する電話番号をダイヤルボタン
で押す5

次の操作に進みます。

決定ボタンを押す6

よろしいですか？
登録します

1：はい
0：いいえ

登録しました

ワンタッチ登録

ワンタッチボタンが登録されます。
続けて登録するときは、手順2の ボタンを押した
後の操作から繰り返します。

「はい」の番号 をダイヤルボタン
で押す7

「ﾃﾞｰﾀ 保存中．．．」と表示され、しばらくすると待ち
受け画面に戻ります。

クリアボタンを2回押す8

ワンタッチボタンを登録するには

ワンポイント

●ワンタッチボタンの登録内容を確認するには
ハンドセットを置いたまま、メニューボタン、ワンタッ
チボタンの順に押します。登録内容が表示されます。

●ワンタッチボタンに内線番号を登録するには（内線番号
の登録）
①ハンドセットを置いたまま、メニューボタンを押す
② をダイヤルボタンで押す
③登録するワンタッチボタンを押す
④内線ボタンを押す
⑤登録する内線番号をダイヤルボタンで押す
⑥決定ボタンを押す
⑦ をダイヤルボタンで押す。
⑧クリアボタンを2回押す。

○登録した内容を変更するには
最初から登録し直します。

●登録した設定を消去するには
手順2でワンタッチ登録の削除の番号 をダ
イヤルボタンで押し、消去したいワンタッチボタンを押
します。

お知らせ

●32操作を超えて入力したボタン操作は登録されません。

●外線ボタンに設定されているボタンは、ワンタッチボタ
ンとして利用できません。

●F○○は次のように表示されます。
FK01・02 〜 FK09を押した場合：F1・F2 〜 F9
FK10・11 〜 FK18を押した場合：FA・FB 〜 FI
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ダイヤルボタン	

クリアボタン	

メニューボタン	

決定ボタン	

ワンタッチボタン	

ハンドセット	

ワンポイント

○ワンタッチボタンをパソコンから登録するには
（☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「Web
ブラウザでワンタッチボタンを登録するには」）

代理応答操作／赤外線受信操作／内線グループ音声呼出／
ユーザ状態変更操作を登録する

（次ページにつづく）

機能メニュー 
1：ユーサ゛状態変更 

3：不在着信転送設定 
2：他ユーサ゛状態表示 

ハンドセットを置いたまま、メニュー
ボタンを押す1

ワンタッチ登録
登録したいフレキシフ゛ル
ホ゛タンを押して下さい

上下ボタンでスクロールして選択したときは、決定ボ
タンを押してから次の手順に進みます。

ワンタッチ登録の番号 を
ダイヤルボタンで押す2

すでに登録されているときは、その内容が表示されます。
登録できないワンタッチボタンを押した場合、エラー音

「ピピピピピピ」が送出されます。

ワンタッチ登録 FK

登録するワンタッチボタンを押す3

メニューボタンを押す4
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●ワンタッチボタンの登録内容を確認するには
ハンドセットを置いたまま、メニューボタン、ワンタッ
チボタンの順に押します。登録内容が表示されます。

○登録した設定を変更するには
最初から登録し直します。

●登録した設定を消去するには
手順2でワンタッチ登録の削除の番号 をダ
イヤルボタンで押し、消去したいワンタッチボタンを押
します。

●ワンタッチボタンにユーザ状態変更操作を登録したときは
ユーザ状態を「在席」以外にセットすると、ワンタッチ
ボタンが赤く点滅してお知らせします。

ワンポイント

○フレキシブルボタンの設定は、回線ボタン配置パターン
（☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「電話機
にフレキシブルボタンを設定するには」）の内容が優先
となります。ここで設定したボタンに外線ボタンなどが
後から割り付けられた場合は、ここでの設定内容は消去
されます。

お知らせ

●代理応答を登録する場合：

ワンタッチ登録 
1：ユーサ゛状態変更 

3：赤外線電話帳受信 
2：代理応答 

を押す5

6 内線グループの番号を押す

●赤外線電話帳受信を登録する場合：

ワンタッチ登録 
1：ユーサ゛状態変更 

3：赤外線電話帳受信 
2：代理応答 

を押す5
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●内線グループ音声呼出の番号を登録する場合：

ワンタッチ登録
4：内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ音声呼出

を押す5

内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ音声呼出
1：グループ1
2：グループ2
3：グループ3

呼び出す対象の番号をダイヤルボ 
タンで押す6

●ユーザ状態変更操作を登録する場合：

ワンタッチ登録
1：ユーサ゛状態変更

3：赤外線電話帳受信
2：代理応答

を押す5

よろしいですか？
登録します

1：はい
0：いいえ

登録しました

ワンタッチ登録

ワンタッチボタンが登録されます。

「はい」の番号 をダイヤルボタン
で押す6

「ﾃﾞｰﾀ 保存中．．．」と表示され、しばらくすると待ち
受け画面に戻ります。

クリアボタンを2回押す7
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IPコードレス電話機を使う
IPコードレス電話機は、IEEE802.11bに対応したマルチライン表示の可能なコー
ドレス電話機です。
本商品に接続して利用することができます。

下記のような電話機能を利用することができます。

・電話をかけるには（外線発信）

・電話がかかってきたときは（外線着信）

・別の電話機で応答するには（代理応答）

・相手の方に待っていただくには（保留）

・電話を取りつぐには

・保留した通話を転送するには

・内線でお話しするには（内線通話）

・ワンタッチボタンで電話をかけるには

・追加ダイヤルを組み合わせてかけるには

・不在のときに電話がかかってきたときは

・ユーザ状態を設定するには

取扱方法については「Netcommunity	SYSTEM	RACSIA	IPコードレス電話機	
取扱説明書」をご参照ください。
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WLAN携帯電話機やVoIPアダプタを使う

ダイヤル番号と動作

● 	WLAN携帯電話機の場合

ダイヤル番号 機能名 動作
「10」～「69」 内線発信 入力した番号と同じ内線番号へ発信します。

「70」～「74」 内線グループ発信 それぞれ内線グループの電話機を一斉に呼び出す機能です。SIP端末か
らは利用できないのでお話中になります。

「8801」～「8818」 共通保留応答 フレキシブルボタンに割り付けられた外線ボタンの共通保留にそれぞ
れ応答します。

「891」～「899」 パーク保留応答 パーク保留1 ～ 9にそれぞれ応答します。

「#0」～「#4」
＋

（相手先の電話番号）
指定外線捕捉

「#0」：ひかり電話 ※1

「#1」：アナログ回線1 ※2

「#2」：アナログ回線2 ※2

「#3」：アナログ回線1もしくは2 ※2

「#4」：ISDN回線

をそれぞれ選択します。
続いて相手先の電話番号を入力すると指定した回線を使って発信できます。

上記以外 外線発信

上記に当てはまらない番号をダイヤルした場合はすべて外線発信とみ
なします。
入力した番号が相手先番号として正しいものであれば、使用可能な回
線の中から空いている回線を自動的に選んで発信します。

●	詳細設定から端末の電話機種別を「SIP端末」、「N902iL」、「種別5」〜「種別20」に変更した場合
　外線発信をする場合は、相手先電話番号の前に必ず以下の番号を押して、使用する外線を選択してください。

「0」を押した場合 使用可能な空き外線を自動的に選択します
「90」を押した場合 ひかり電話を指定して選択します
「91」、「92」を押した場合 アナログ回線1、2をそれぞれ指定して選択します
「93」を押した場合 アナログ回線1、2のうち空いている方を自動的に選択します
「94」を押した場合 ISDN回線を指定して選択します

※1　「ひかり電話」は、パターンAで接続したフレッツ回線を示します。（☛P17）

※2　 「アナログ回線」は、パターンBで接続したフレッツ回線およびアナログ回線を示します。（☛P17）
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ワンポイント

●主装置の電話機種別は、初期値で内線25 〜 29までが「WLAN携帯電話機」に設定されています。

●WLAN携帯電話機は、電話機種別の「WLAN携帯電話機」、「N902iL」のどちらでも動作させることができます。

●VoIPアダプタに接続された電話機は、電話機種別の「SIP端末」、「SIP端末２」のどちらでも動作させることができます。

●VoIPアダプタに接続された電話機は、下記のような制約があります。
・通話中の保留ができない
・内線通話中に相手側で保留ができない
・通信中転送の転送先になることができない

●VoIPアダプタを電話機種別「SIP端末2」に設定した場合、「WLAN携帯電話機」と同じ発信動作になりますが、下記
のような制約があります。
・ 緊急番号（110、119、118）に発信することができない（緊急番号をダイヤルした場合は、その後正常に動作し

なくなるため、VoIPアダプタの電源をOFF/ONする必要があります。）
・外線群捕捉特番をつけないで非通知指定"184" を付加して発信することができない

●特番については「特番一覧」（☛P145）をご参照ください。

SIP端末として動作するWLAN携帯電話機やVoIPアダプタに接続している電話機
を操作する場合は、利用する機能に応じたダイヤル操作が必要になります。
ご利用になる機能のダイヤル番号を入力してください。



アナログゲートウェイボックスの単体電話機ポートに接続した単体電話機の使い
かたを説明します。

お知らせ

●ISDN回線を使って発信したときは
ISDN回線相互間の通信の場合、サブアドレスを追加し
て発信できます。手順3のあとに を押し、続けてサ
ブアドレスをダイヤルボタンで押してから、手順4に進
んでください。

●ISDN回線、ひかり回線を使って即時発信するときは
手順3のあとに続けて を押すと、すぐに発信できま
す。 を押さなくても約6秒後に自動的に発信します。

○プッシュホンサービスを利用するには
電話で利用できるプッシュホンサービスをご利用になれ
ます。ただし、電話機によりご利用いただけないことが
あります。

○フッキング操作とは
単体電話機のフックスイッチをポンと押します。2秒以
上押し続けると通話が切れることがありますのでご注意
ください。
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フックスイッチ

PB

登録 

ハンドセット 

ダイヤルボタン 

フックボタン 

空いている外線を選んで電話をかける（空き外線自動捕捉）

「ツーツー」という音を確認してください。
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ハンドセットを取りあげる1

「ツー」という音を確認してください。

PB

外線発信番号 をダイヤルボタンで
押す2

PB

電話番号をダイヤルボタンで押す3

単体電話機
を使う5
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電話をかけるには（外線発信）



お知らせ

●手順2で外線発信番号を押して、空いている外線がないときは、「プープー…」という話中音が聞こえますので、ハンド
セットを置いてください。しばらく待ってから、かけ直してください。

●手順1でハンドセットを取りあげたとき「オフフック外線自動捕捉」（☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」→「ハ
ンドセットをあげるだけで外線を捕捉するには」）によって次のどちらかの状態になります。
•「ツーツー…」という内線発信音が聞こえ、内線の呼び出しができる。
•「ツー」という外線発信音が聞こえ、外線の発信ができる。（オフフック外線自動捕捉）
オフフック外線自動捕捉を設定しているときは、 を押す必要はありません。
外線自動捕捉後、ダイヤルボタンを押さないで、 （フック）ボタンを押す、または、フッキング操作を行うと、内線
の呼び出しができるようになります。
• ｢フッキング操作とは」（☛P104）

●すぐに次の電話をかけるときは、ハンドセットを確実に置き、通話が切れていることを確認してからダイヤルしてくだ
さい。

●手順2では、「ツー」という発信音を確認してからダイヤルしてください。発信音を確認しないでダイヤルすると、電話
がつながらなかったり、誤った相手にかかったりします。

●自動ダイヤル機能がある一般の単体電話機などをお使いの場合は、 のあとにポーズを入れ、そのあとに相手の方の
電話番号を登録してください。

●お使いの単体電話機の種類により、電話機のデザインやボタンの配置、名称が異なります。この取扱説明書では、ハウ
ディ・クローバーホンSⅢを例に説明しています。

相手の方が出たら、お話しする4
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お話しが終わったら、ハンドセット
を置く5
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1 着信音が鳴る

ハンドセットを取りあげて、相手の
方とお話しする2
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お話しが終わったら、ハンドセット
を置く3

ワンポイント

●他のIP多機能電話機で電話を受けるには
①着信音が鳴ったら、ハンドセットを取り上げる
②代理応答の番号 をダイヤルボタンで押す
③相手の方がでたら、お話しする
④お話しが終わったらハンドセットを置く

指定した電話機だけを鳴らすには
（☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」→「指定し
た電話機だけ着信音を鳴らすには」）

ナンバー・ディスプレイ対応の電話機をお使いの場合は
（☛応用編 「3.ゲートウェイボックスを使う」→「単体電
話機にナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ
対応機器を接続する設定を行う」）

電話を受ける（外線着信）

お知らせ

● 警察（110）、消防（119）、海上保安機関（118）などか
らの着信で発番号が緊急番号（110、119、118など）
の場合、ビジネスFAX接続が「有効」に指定されている単
体電話機を除く、全ての電話機を呼び出します。（☛応
用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「緊急着信鳴動
の対象電話番号を設定するには」）

ビジネスFAXを接続するには
（☛応用編 「3.ゲートウェイボックスを使う」→「アナロ
グゲートウェイボックスの単体電話機を利用するには」）

PB

登録 

ハンドセット 

アナログゲートウェイボックスの単体電話機ポートに接続した単体電話機の使い
方を説明します。

単体電話機
を使う5
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電話がかかってきたときは（外線着信）



お知らせ

●お使いの単体電話機の種類により、電話機のデザインや
ボタンの配置、名称が異なります。この取扱説明書では、
ハウディ・クローバーホンSⅢを例に説明しています。

●内線通話にて相手が保留中の場合は、単体電話機から
フッキング操作による保留ができません。この状態で
フッキング操作を行った場合、その後10秒程度、フッ
キング操作が無効となります。10秒程度待ってから再
度フッキング操作を行ってください。

他の電話機で取れないように保留する

PB

登録 

ハンドセット 

フックボタン 

ワンポイント

●保留中にハンドセットを置くと、着信音が鳴ります。ハ
ンドセットを取り上げると、元の相手の方とお話しでき
ます。

○フッキング操作とは
単体電話機のフックスイッチをポンと押します。2秒以
上押し続けると通話が切れることがありますのでご注意
ください。
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フックスイッチ

お話を一時中断して、相手の方に待っていただくときは保

留にします。

お話し中に、相手の方に待っていた
だくように伝える1

「ツツツ…」という音を確認してください。
相手の方には保留メロディが流れます。

（フック）ボタンを押す
または、フッキング操作を行う2
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もう一度お話しするときは、ハンド
セットを置く3

着信音がなったら、ハンドセットを
取りあげてお話しする4

アナログゲートウェイボックスの単体電話機ポートに接続した単体電話機の使い
方を説明します。

単体電話機
を使う5
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相手の方に待っていただくには（保留）



呼び出す方

外の相手の方とのお話しや内線通話を他の内線電話機に取
りつぐことができます。

相手の方には保留メロディが流れます。
「ツツツ…」という音を確認してください。

1
お話し中に、相手の方に待っていた
だくように伝え、 （フック）ボタン
を押す
または、フッキング操作を行う

PB

呼び出す内線電話機の内線番号をダ
イヤルボタンで押す2

ワンポイント

○フッキング操作とは
単体電話機のフックスイッチをポンと押します。2秒以
上押し続けると通話が切れることがありますのでご注意
ください。
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フックスイッチ

○「ツツツ…」という音が聞こえないときは
「呼び出す方」の手順1で「ツツツ…」という音が聞こえな
いときは、再度 （フック）ボタンを押す、または、フッ
キング操作を行ってください。

電話を取りつぐ（保留転送）

PB

登録 

ハンドセット 

ダイヤルボタン 

フックボタン 

お知らせ

●お使いの単体電話機の種類により、電話機のデザインや
ボタンの配置、名称が異なります。この取扱説明書では、
ハウディ・クローバーホンSⅢを例に説明しています。
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3
呼び出された方が応答したら、電話
を取りつぐことを伝え、ハンドセッ
トを置く

アナログゲートウェイボックスの単体電話機ポートに接続した単体電話機の使い
方を説明します。

単体電話機
を使う5
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呼び出される方

着信音が鳴ったら、ハンドセットを
取りあげてお話しする1

ワンポイント

●待っていただいた方と再びお話しするには
「呼び出す方」の手順1で「ツツツ…」という音を確認した
あと、ハンドセットを置くと、保留呼び返しとなります。
このときハンドセットを取りあげると、待っていただい
た方とお話しすることができます。

●相手の方が出なかったときは
「呼び出す方」の手順2で相手の方が出なかったり、ダ
イヤルを間違えたときなどは、そのままの状態で再度 

（フック）ボタンを押すか、フッキング操作を行い、
ハンドセットを置いてください。その後、着信音が鳴り
ますのでハンドセットを取りあげると元の相手の方とお
話しできます。

●別のIP多機能電話機で応答するには（代理応答）
着信音が鳴っている電話機の近くの方が不在のときなど
は、代わりに自分の近くの電話機で応答することができ
ます。
①ハンドセットを取りあげる
②代理応答の番号 をダイヤルボタンで押す
③応答する

●相手の方が出る前にハンドセットを置いたときは
「呼び出す方」の手順2で相手の方が出る前にハンドセッ
トを置くと、着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあ
げると元の相手の方とお話しできます。

2
呼び出した方がハンドセットを置く
と、外からの電話がつながるので、
相手の方とお話しする
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PB

登録 

ハンドセット 

ダイヤルボタン 

共通保留に応答するには（共通保留応答）

呼び出される方

「ツーツー」という音を確認してください。
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電話を取りつがれたら、ハンドセッ
トを取りあげる1

PB

共通保留応答の番号 をダイヤ
ルボタンで押す2

外線ボタン1 〜 9に応答するときは、頭に0をつけた
01 〜 09の2桁をダイヤルします。

PB

保留されている外線ボタンの番号をダ
イヤルボタンで押す3

アナログゲートウェイボックスの単体電話機ポートに接続した単体電話機の使い
方を説明します。

単体電話機
を使う5
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ワンポイント

○パーク保留に応答するには
手順2で、パーク保留応答の番号 をダイヤルボタ
ンで押し、手順3でパーク保留の番号（ 〜 ）をダイ
ヤルボタンで押します。

※単体電話機で共通保留、パーク保留を行うことはでき
ません。

お知らせ

●お使いの単体電話機の種類により、電話機のデザインや
ボタンの配置、名称が異なります。この取扱説明書では、
ハウディ・クローバーホンSⅢを例に説明しています。

相手の方が出たら、お話しする4
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他の内線電話機を内線番号で呼び出してお話しすることが
できます。

呼び出す方

「ツーツー」という音を確認してください。
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ハンドセットを取りあげる1

PB

呼び出す内線電話機の内線番号をダ
イヤルボタンで押す2

内線でお話しするには（内線通話）

PB

登録 

ハンドセット 

ダイヤルボタン 

フックボタン 

お知らせ

●オフフック外線自動捕捉を設定しているときは、外線自
動捕捉後、ダイヤルボタンを押さないで、 （フック）
ボタンを押す、またはフッキング操作を行うと、内線の
呼び出しができるようになります。  
フッキング操作とは（☛P104）

●お使いの単体電話機の種類により、電話機のデザインや
ボタンの配置、名称が異なります。この取扱説明書では、
ハウディ・クローバーホンSⅢを例に説明しています。

呼び出された方が応答したら、お話
しする3

アナログゲートウェイボックスの単体電話機ポートに接続した単体電話機の使い
方を説明します。

単体電話機
を使う5
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呼び出される方

着信音が鳴ったら、ハンドセットを
取りあげてお話しする1

ワンポイント

●別の電話機で応答するには（代理応答）
着信音が鳴っている電話機の近くの方が不在のときなど
は、代わりに自分の近くの電話機で応答することができ
ます。
①ハンドセットを取りあげる
②代理応答の番号をダイヤルボタン で押す
③応答する
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データ設定を
行うために6

114

かんたん設定ウィザード

■かんたん設定の流れ

ISDNゲートウェイボックス設定

http://ntt.setupにアクセス

かんたん設定を開始

ユーザ名、パスワード入力

エリア設定

回線・機器の接続

ひかり電話の設定

アナログゲートウェイボックス設定

トップページが表示されない場合は、パソコン
の接続や設定を確認してください

必ずご確認ください

必ずご確認ください
契約チャネル数は開通案内書に記載された内容
と照合し、正しく設定してください

ユーザ名は「admin」です
パスワードはお買い求め時は「admin」に設
定されています

インターネット接続

日付時刻設定

設定内容確認

Webブラウザの設定が完了したら、まず、ウィザード形式によるかんたん設定を行います。
かんたん設定ウィザードを開始する前に、かならず回線および周辺機器をすべて接続してくだ
さい。

お知らせ

●かんたん設定は、お買い求め時、または初期化して最初に設定するときのみご利用いただけます。
●かんたん設定完了後は、http://ntt.setup　にアクセスすると、詳細設定画面を表示します。
●かんたん設定画面で設定した内容は、詳細設定画面でも設定可能です。設定方法は取扱説明書【応用編】をご参照く

ださい。
●かんたん設定で契約チャネル数を増やしたとき、登録済みのワンタッチボタンが消去される場合があります。
●かんたん設定の詳細については、らくらく！セットアップガイド「3-1.かんたん設定をする」をご参照ください。
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設定画面にアクセスする

ログインする

1 パソコンのWebブラウザを起動する

2 Webブラウザの「アドレス」に「http://ntt.setup」と入力し、「Enter」キーを押す

3 トップページが表示されたら、「ログインする」をクリックする

4 ユーザ名、パスワードを入力する

ユーザ名は「admin」です。
パスワードは、お買い求め時は「admin」に設
定されています。

［パスワードを記憶する］には、チェックを入
れないでください。
チェックを入れてログインした場合でも、次回
ログインするときに再度入力が必要な場合があ
ります。

各機能を行うために必要なデータと設定方法については、応用編「1.機能の設定を行う」→「設定画面について」をご参
照ください。

●ブラウザ画面が正常に表示されない場合は、Webブラ
ウザのJavaScriptの設定が有効になっているかご確認
ください。

●設定データの変更は、使用中の電話機がないことを確認
してから行ってください。

●Webブラウザのキャッシュが有効になっていると、最
新の設定データが表示されない場合があります。その場
合は、[更新]により表示し直してください。

●Webブラウザの[戻る]は、使用しないでください。

お知らせ

かんたん設定が完了している場合は、データ設定画面で詳細な設定データの変更ができます。
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データ設定を行う
本商品のLANポートにパソコンを接続します。
パソコンのWebブラウザを使ってシステムデータを設定したりメンテナンスを行
うには、パソコン側でネットワーク設定を行う必要があります。この設定方法は、
ご使用になるOS（オペレーティング・システム）により異なります。

必要な準備
システムデータを設定したりメンテナンスを行うには、Webブラウザが必要です。

Windows VistaではInternet Explorer 7.0 、Windows XP Home/Professional（SP2） ではInternet Explorer 6.0
（SP2） 、Windows 2000ではInternet Explorer6.0（ SP1）で動作を確認しています。

画面はWindows Vistaの例です。

パソコンとの接続方法
本商品のLANポートと設定用パソコンをLANケーブルで接続します。

LANポート

本商品

パソコン

LANポート

お知らせ

●LANケーブルはカテゴリ5以上をお使いください。
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows Vistaの場合）
Windows	Vistaの場合は、下記の手順に従ってパソコンを設定します。設定後は「Webブラ
ウザの設定」に進んでください。（☛P139）
本書ではWindows	Vistaの通常の画面イメージで説明しています。お使いになっているパソ
コンによっては表示が異なる場合があります。

インターネットプロパティの設定
これまで通常のモデムと加入電話回線を使ってインターネットに接続していた場合は、下記の方法でインターネットの接
続を設定してください。

これまでADSL接続かフレッツ回線でインターネットに接続していた場合は、「ネットワークの設定」（☛P120）に進ん
でください。

1 コントロールパネルを表示する

Windows Vista を起動し、「スタート」メニューから「コ
ントロールパネル」をクリックします。

2「ネットワークの状態とタスクの表示」を表示す
る

「ネットワークとインターネット」をクリックします。

お知らせ

●Windows Vistaではコントロールパネルの表示モードに通常表示モード（カテゴリ表示モード）とクラシック表示モー
ドがあります。この取扱説明書での画面では通常表示モードを前提に記述しています。

●「フレッツ接続ツール」を使用する必要はありません。

●Internet Explorerを初めて起動したとき、「インターネット接続ウィザード」というダイアログが起動することがあり
ます。この場合は［キャンセル］をクリックして、ウィザードをいったん終了してください。
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows Vistaの場合）

3「インターネットのプロパティ」を表示する

［インターネットオプション］をクリックします。

4［接続］タブで［ダイヤルしない］を選択する

「インターネットのプロパティ」の「接続」タブをクリッ
クします。

［ダイヤルしない］が選択されていることを確認してく
ださい。

［ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルす
る］や［通常の接続でダイヤルする］が選択されてい
る場合は、［ダイヤルしない］をクリックします。

※ダイヤルアップを実施していない場合はチェックで
きないようになっています。

5「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」
を表示する

「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」の［LAN
の設定］をクリックします。 
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6「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」
を設定する

次のように設定します。
①「自動構成」のチェックを外す
「設定を自動的に検出する」、「自動構成スクリプトを
使用する」のチェックがついていないことを確認して
ください。
チェックがついている場合は、すべてのチェックを
外してください。

②「プロキシサーバー」のチェックを外す
「LANにプロキシサーバーを使用する」のチェックが
ついていないことを確認してください。チェックが
ついている場合は、チェックを外し、［OK］をクリッ
クしてください。

お知らせ

●いずれにもチェックがついていないことを確認してください。

③最後に「インターネットのプロパティ」の［OK］をクリックする
　「インターネットのプロパティ」の設定はこれで終了です。

（次ページにつづく）
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows Vistaの場合）

ネットワークの設定
LANカードの取り付けとドライバのインストールは、ご利用機器メーカのインストール指示に従い、あらかじめ行って
おいてください。

1「ネットワークと共有センター」を表示する

Windows Vista を起動し、「スタート」メニューの
「ネットワーク」を右クリックして、表示されたメニュー
の「プロパティ」をクリックします。

2「ネットワーク接続」を表示する

［ネットワーク接続の管理］をクリックします。

3「ローカルエリア接続のプロパティ」を表示する

「ローカルエリア接続」内で右クリックし、表示される
サブメニューの「プロパティ」をクリックします。

※「ユーザアカウント制御」のウインドウが表示され
ることがあります。そのときは、[ 続行 ] をクリック
してください。
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4「インターネットプロトコル	 バージョン 4
（TCP/IP）のプロパティ」を表示する

「インターネットプロトコル バージョン 4（TCP/
IPv4）」を選択して［プロパティ］をクリックします。

※一覧に表示されているチェックは外さないでくださ
い。

5 IP アドレスとDNSを設定する

「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」
の［IPアドレスを自動的に取得する］と、［DNSサーバー
のアドレスを自動的に取得する］を選択してください。
IP アドレスと DNS の設定を確認したら［詳細設定］
をクリックします。

6 DHCP設定を確認し、［OK］をクリックする

「TCP/IP 詳細設定」の［IP 設定］タブをクリックして、
一覧に「DHCP 有効」と表示されているか確認します。

ワンポイント

●「DHCP有効」となっていない場合、手順5の画面で「IPアドレスを自動的に取得する」と、「DNSサーバーのアド
レスを自動的に取得する」を選択してあるか、再度確認してください。

（次ページにつづく）
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows Vistaの場合）

7「インターネットプロトコル	 バージョン 4
（TCP/IP）のプロパティ」の［OK］をクリッ
クする

8「ローカルエリア接続のプロパティ」の［閉じる］をクリックする

9「ローカルエリア接続の状態」の［閉じる］をクリックする



123

ご
参
考
に

7

ネットワークの設定を確認する

パソコン(LANカード)と本商品が正しく接続･設定されているか確認する場合、Windows Vistaでは次の手順で確認しま
す。

1「ネットワークと共有センター」を表示する

Windows Vista を起動し、「スタート」メニューの
「ネットワーク」を右クリックして、表示されたメニュー
の「プロパティ」をクリックします。

2「ローカルエリア接続の状態」を表示する

「状態の表示」をクリックします。

3「ネットワーク接続の詳細」を表示する

「詳細」をクリックします。

（次ページにつづく）
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows Vistaの場合）

4 IP アドレスを確認する

確認する箇所は以下のとおりです。
　・IPv4 IP アドレス
　・IPv4 サブネットマスク
　・IPv4 デフォルトゲートウェイ
これらのアドレスはすべて自動で設定されます。

ワンポイント

●［診断］をクリックしても各情報が正常に設定されていない場合は、パソコンと本商品の電源を切ってから電源や
ケーブルなどの接続を確認し、本商品の電源を入れてからパソコンの電源を入れ、手順1からやり直してくださ
い。

5［閉じる］をクリックする
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows XPの場合）

インターネットプロパティの設定

これまで通常のモデムと加入電話回線を使ってインターネットに接続していた場合は、下記の方法でインターネットの接
続を設定してください。

これまでADSL接続かフレッツ回線でインターネットに接続していた場合は、「ネットワークの設定」（☛P128）に進ん
でください。

1 コントロールパネルを表示する

Windows XP を起動し、「スタート」メニューから「コ
ントロールパネル」をクリックします。

2「ネットワークとインターネット接続」を表示す
る

コントロールパネルの「ネットワークとインターネット
接続」をクリックします。

Windows	XPの場合は、下記の手順に従ってパソコンを設定します。設定後は「Webブラウ
ザの設定」（☛P139）に進んでください。
お使いになっているパソコンによっては表示が異なる場合があります。

お知らせ

●Windows XPではコントロールパネルの表示モードに通常表示モード（カテゴリ表示モード）とクラシック表示モード
があります。この取扱説明書での画面では通常表示モードを前提に記述しています。

●Internet Explorer6.0（SP2）以降がインストールされていることをご確認ください。

●「フレッツ接続ツール」を使用する必要はありません。

●Internet Explorerを初めて起動したとき、「インターネット接続ウィザード」というダイアログが起動することがあり
ます。この場合は［キャンセル］をクリックして、ウィザードをいったん終了してください。

（次ページにつづく）
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows XPの場合）

3「インターネットのプロパティ」を表示する

「ネットワークとインターネット接続」の［インターネッ
トオプション］をクリックします。

4［接続］タブで［ダイヤルしない］を選択する

「インターネットのプロパティ」の「接続」タブをクリッ
クします。

「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設
定」で［ダイヤルしない］が選択されていることを確
認してください。

［ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルす
る］や［通常の接続でダイヤルする］が選択されてい
る場合は、［ダイヤルしない］をクリックします。

5「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」
を表示する

「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」の [LAN
の設定 ] をクリックします。
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6「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」
を設定する

次のように設定します。
①「自動構成」のチェックを外す
「設定を自動的に検出する」、「自動構成スクリプトを
使用する」のチェックがついていないことを確認して
ください。
チェックがついている場合は、すべてのチェックを
外してください。

②「プロキシサーバー」のチェックを外す
「LANにプロキシサーバーを使用する」のチェックが
ついていないことを確認してください。チェックが
ついている場合は、チェックを外し、［OK］をクリッ
クしてください。

お知らせ

●いずれにもチェックがついていないことを確認してください。

③最後に「インターネットのプロパティ」の［OK］をクリックする
「インターネットのプロパティ」の設定はこれで終了です。
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows XPの場合）

ネットワークの設定

LANカードの取り付けとドライバのインストールは、ご利用機器メーカのインストール指示に従い、あらかじめ行って
おいてください。

1 コントロールパネルを表示する

Windows XP を起動し、「スタート」メニューから「コ
ントロールパネル」をクリックします。

2「ネットワークとインターネット接続」を表示す
る

コントロールパネルの「ネットワークとインターネッ
ト接続」をクリックします。

3「ネットワーク接続」を表示する

「ネットワークとインターネット接続」の「ネットワー
ク接続」をクリックします。
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4「ローカルエリア接続の状態」を表示する

「LAN または高速インターネット」内の「ローカルエ
リア接続」をダブルクリックします。

ワンポイント

●「ネットワーク接続」の「広帯域」の欄に、PPPoE設定がさ
れていて、その設定が既定の接続に設定されている場合
には、PPPoEのアイコンを右クリックして、表示される
サブメニューの「既定の接続を解除」を選択し、クリック
してください（例では、「マイISP」となっています）。

5「ローカルエリア接続のプロパティ」を表示する

「ローカルエリア接続の状態」の［プロパティ］をクリッ
クします。

（次ページにつづく）
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows XPの場合）

6「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロ
パティ」を表示する

「ローカルエリア接続のプロパティ」の一覧から［イン
ターネットプロトコル (TCP/IP)］を選択し、［プロパ
ティ］をクリックしてください。

※一覧に表示されているチェックは外さないでくださ
い。

7 IP アドレスとDNSを設定する

「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」
の［IPアドレスを自動的に取得する］と、［DNSサーバー
のアドレスを自動的に取得する］を選択してください。
IP アドレスと DNS の設定を確認したら［詳細設定］
をクリックします。
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8 DHCP設定を確認し、［OK］をクリックする

「TCP/IP 詳細設定」の［IP 設定］タブをクリックして、
一覧に「DHCP 有効」と表示されているか確認します。

ワンポイント

●「DHCP有効」となっていない場合、手順7の画面で「IPアドレスを自動的に取得する」と、「DNSサーバーのアド
レスを自動的に取得する」を選択してあるか、再度確認してください。

9「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロ
パティ」の［OK］をクリックする

10「ローカルエリア接続のプロパティ」の［閉じる］をクリックする

11「ローカルエリア接続の状態」の［閉じる］をクリックする
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows XPの場合）

ネットワークの設定を確認する

パソコン（LANカード）と本商品が正しく接続･設定されているか確認する場合、Windows XPでは次の手順で確認します。

1「ローカルエリア接続の状態」を表示する

「ネットワークの設定」（☛P128 〜 129）の手順 1
〜 4 を行います。

2［サポート］タブで「接続状態」を確認する

「ローカルエリア接続の状態」の［サポート］タブをク
リックします。

3 IP アドレスを確認する

確認する箇所は以下のとおりです。
　・IP アドレス
　・サブネットマスク
　・デフォルトゲートウェイ
これらのアドレスはすべて自動で設定されます。

ワンポイント

●各情報が正常に設定されていない場合は、［修復］をクリックしてください。IPアドレス、サブネットマスク、デ
フォルトゲートウェイの各情報が再度表示されます。

●［修復］をクリックしても各情報が正常に設定されていない場合は、パソコンと本商品の電源を切ってから電源や
ケーブルなどの接続を確認し、本商品の電源を入れてからパソコンの電源を入れ、手順1からやり直してください。

4［閉じる］をクリックする
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows 2000の場合）
Windows	2000の場合は、下記の手順に従ってパソコンを設定します。設定後は「Webブ
ラウザの設定」（☛P139）に進んでください。
お使いになっているパソコンによっては表示が異なる場合があります。

インターネットプロパティの設定

これまで通常のモデムと加入電話回線を使ってインターネットに接続していた場合は、下記の方法でインターネットの接
続を設定してください。

これまでADSL接続かフレッツ回線でインターネットに接続していた場合は、「ネットワークの設定」（☛P135）に進ん
でください。

1 コントロールパネルを表示する

Windows 2000 を起動し、「スタート」メニューから
「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。

2「インターネットのプロパティ」を表示する

コントロールパネルの「インターネットオプション」
をダブルクリックします。

●Internet Explorer6.0（SP1）以降がインストールされていることをご確認ください。
●「フレッツ接続ツール」を使用する必要はありません。
●Internet Explorerを初めて起動したとき、「インターネット接続ウィザード」というダイアログが起動することがあり

ます。この場合は［キャンセル］をクリックして、ウィザードをいったん終了してください。

お知らせ

（次ページにつづく）
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows 2000の場合）

3［接続］タブで［ダイヤルしない］を選択する

「インターネットのプロパティ」の［接続］タブをクリッ
クします。

「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設
定」で［ダイヤルしない］が選択されていることを確
認してください。

［ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルす
る］や［通常の接続でダイヤルする］が選択されてい
る場合は、［ダイヤルしない］をクリックします。

4「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」
を表示する

「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」の［LAN
の設定］をクリックします。

5 ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定をする

次のように設定します。
①「自動構成」のチェックを外す
「設定を自動的に検出する」、「自動構成スクリプトを
使用する」のチェックがついていないことを確認し
てください。
チェックがついている場合は、すべてのチェックを
外してください。

②「プロキシサーバー」のチェックを外す
「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェック
がついていないことを確認してください。チェック
がついている場合は、チェックを外し、［OK］をクリッ
クしてください。

お知らせ

●いずれにもチェックがついていないことを確認してください。

③最後に「インターネットのプロパティ」の［OK］をクリックする
「インターネットのプロパティ」の設定はこれで終了です。
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ネットワークの設定

LANカードの取り付けとドライバのインストールは、ご利用機器メーカのインストール指示に従い、あらかじめ行って
おいてください。

1 コントロールパネルを表示する

Windows 2000 を起動し、「スタート」メニューから
「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。

2「ネットワークとダイヤルアップ接続」を表示す
る

コントロールパネルの「ネットワークとダイヤルアッ
プ接続」をダブルクリックします。

3「ローカルエリア接続状態」を表示する

「ネットワークとダイヤルアップ接続」から「ローカル
エリア接続」のアイコンをダブルクリックします。

（次ページにつづく）
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows 2000の場合）

4「ローカルエリア接続のプロパティ」を表示する

「ローカルエリア接続状態」の［プロパティ］をクリッ
クします。

5「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロ
パティ」を表示する

「ローカルエリア接続のプロパティ」の一覧から「インター 
ネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、［プロパティ］
をクリックしてください。

※一覧に表示されているチェックは外さないでくださ
い。

6 IP アドレスとDNSを設定する

「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」
の［IPアドレスを自動的に取得する］と、［DNSサーバー
のアドレスを自動的に取得する］を選択してください。
IP アドレスと DNS の設定を確認したら［詳細設定］
をクリックします。
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7 DHCP設定を確認し、［OK］をクリックする

「TCP/IP 詳細設定」の［IP 設定］タブをクリックして、
一覧に「DHCP 有効」と表示されているか確認します。

ワンポイント

●「DHCP有効」となっていない場合、手順6の画面で［IPアドレスを自動的に取得する］と、［DNSサーバーのアド
レスを自動的に取得する］を選択してあるか、再度チェックをしてください。

8「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロ
パティ」の［OK］をクリックする

9「ローカルエリア接続のプロパティ」の［OK］をクリックする

10「ローカルエリア接続状態」の［閉じる］をクリックする
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パソコンのネットワークを設定する
（Windows 2000の場合）

ネットワークの設定を確認する

パソコン(LANカード)と本商品が正しく接続･設定されているか確認する場合、Windows 2000ではコマンド
プロンプトを起動して操作します。

1 コマンドプロンプトを起動する

「スタート」メニューから「プログラム」→「アクセサリ」
→「コマンドプロンプト」を順次選択し、「コマンドプ
ロンプト」をクリックします。

コマンドプロンプトが表示されます。

2 ipconfig コマンドを実行する

コマンドプロンプトが開いたら、キーボードから半角
英字で「ipconfig」と入力し、Enter キーを押します。
ipconfig コマンドを実行すると、接続している各ネッ
トワークアダプタについて、IP アドレス、サブネット
マスク、デフォルトゲートウェイなどの情報が表示さ
れます。
ローカルエリア接続の以下の箇所を確認します。
・IP Address
・Subnet Mask
・Default Gateway
これらの情報はすべて自動で設定されます。

ワンポイント

●各情報が正しく設定されていない場合は、半角英字で「ipconfig /renew」と入力し、Enterキーを押してくださ
い。

 IP Address、Subnet Mask、Default Gatewayの各情報が再度表示されます。

●「ipconfig /renew」を実行しても各情報が正常に設定されていない場合は、パソコンと本商品の電源を切ってか
ら電源やケーブルなどの接続を確認し、本商品の電源を入れてからパソコンの電源を入れ、手順1からやり直し
てください。
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Webブラウザの設定
本商品は、各種のシステムデータをWebブラウザで設定します。
Windows	 Vistaで はInternet	 Explorer	 7.0、Windows	 XP	Home/
Professional（SP2）ではInternet	Explorer	6.0（SP2）、Windows	2000
ではInternet	Explorer6.0（SP1）で動作を確認しています。
画面はWindows	XPの例です。

Cookieの設定

① Internet Explorerを起動し、ツールバーの「ツール」→「インターネットオプション」をクリックする。
② 「プライバシー」タブをクリックし、[詳細設定]をクリックして、「自動Cookie処理を上書きする」にチェックがついているこ

とを確認し、［OK］をクリックする。

JavaScriptの設定

①「セキュリティ」タブをクリックし、「イントラネット」を選択して［レベルのカスタマイズ］をクリックする。
②スクリプト項目のアクティブスクリプトが「有効にする」に設定されていることを確認し、［OK］をクリックする。

お知らせ

●Webブラウザは、ホームページを見るためのソフトウェアです。代表的なブラウザとして、Microsoft R  Internet 
Explorerがあります。

●Internet Explorerを初めて起動したとき、「インターネット接続ウィザード」というダイアログが起動することがあり
ます。この場合は［キャンセル］をクリックして、ウィザードを終了してください。

●ブラウザの［戻る］、［進む］は使用しないでください。

●画面はお使いのパソコンによって一部異なる場合があります。
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Webブラウザの設定

キャッシュ機能の設定

①「全般」タブをクリックし、［インターネット一時ファイル］の［設定］をクリックする。
②「自動的に確認する」にチェックが入っていることを確認し、［OK］をクリックする。
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IP多機能電話機設定メニュー一覧

トップメニュー

状態選択

は、ワンタッチ登録ができる機能です。

内線ユーザ一覧

1：ユーザ状態変更

2：他ユーザ状態表示

1：設定

2：解除

3：登録

3：不在着信転送設定

読み（カナ）登録

電話番号（1～3）、内線登録

グループ選択

メモリ番号決定

登録確認

続行確認

名前登録5：電話帳新規登録

グループ名編集

グループ選択6：グループ名編集

グループ選択7：内線グループ音声呼出

グループ選択8：代理応答

0：ユーザ状態表示

＊：データ設定

1：電話帳新規登録

2：発信

4：赤外線電話帳受信

転送先種別設定

転送先番号設定

1：ツイン転送なし

2：ツイン転送あり

☛P90

☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」
   →「ユーザ状態を便利に使うには（基本編「ユーザ状態をセットするには」の応用）」

☛P91

☛P73

☛P66

☛P66

☛P82

☛P79

☛P90

■ IP多機能電話機　設定メニュー一覧①

ご利用者が自分の電話機の設定をする

IP多機能電話機のメニューボタンより、IP多機能電話機の設定を行うことができます。
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IP多機能電話機設定メニュー一覧

項目名 説明

1：ユーザ状態変更 ユーザごとに、そのときの状態を設定して、内線通話時などに相手の電話機に表示してお知らせします。

設定項目 設定範囲 初期設定

ユーザ 在席／不在／離席／会議中／休憩中／食事中／外出中／ 
その他

在席

2：他ユーザ状態表示 内線番号を指定して、その電話機に設定されているユーザ状態を確認できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

他ユーザ状態表示 内線番号選択 −

3：不在着信先設定 着信を一時的にほかの内線電話機や登録した番号に転送できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

不在着信転送設定 設定／解除／登録 なし

転送先種別設定 内線へ転送／外線へ転送

−転送先番号設定 電話番号入力

ツイン転送 ツイン転送あり／ツイン転送なし

4：赤外線電話帳受信 携帯電話機の電話帳のデータを、赤外線通信で受信して利用できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

赤外線電話帳受信 電話帳新規登録／発信

−電話帳新規登録 はい／いいえ

発信

5：電話帳新規登録 個人電話帳に新たに相手を登録できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

名前 名前入力　漢字／カナ／英字／数字　半角20文字（全角10
文字）

−

読み（カナ） 読み入力　カナ／英字／数字　半角20文字

電話番号（1 〜 3） 電話番号入力　数字　半角32文字　記号（＊）

内線 内線入力　数字　半角2文字　10 〜 69

グループ グループ選択

メモリ番号 メモリ番号入力　数字　半角3文字

6：グループ名編集 個人電話帳のグループ名を登録できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

グループ名編集 グループを選択してグループ名入力　漢字／カナ／英字／
数字　半角14文字（全角7文字）

個人GR1
〜個人GR10

7：内線グループ音声呼
出

グループ設定された内線電話機を音声で呼び出します。

設定項目 設定範囲 初期設定

内線グループ音声呼出 音声呼出するグループ選択 −

8：代理応答 ほかの内線電話機への着信に応答できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

代理応答 代理応答するグループ選択 −

0：ユーザ状態表示 現在のユーザ状態を確認できます。
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トップメニュー

＊：データ設定メニュー

１：登録

サブメニュー機能選択

ボタン操作

フレキシブルボタン選択

1：ワンタッチ登録

2：ログイン　ログアウト

3：フレキシブルボタン情報

4：カレンダ・時計設定 年月日・時刻入力

6：メンテナンス 1：更新チェック

2：ファームウェアダウンロード

（管理者IP多機能電話機のみ）

（管理者IP多機能電話機のみ）

5：システムモード切替 モード選択

（管理者IP多機能電話機のみ）

内線番号、パスワード入力

2：削除

フレキシブルボタン選択

3：主装置再起動

5：リモートマネジメント開始

6：リモートマネジメント終了

4：再起動時刻設定

は、ワンタッチ登録ができる機能です。

■ IP多機能電話機　設定メニュー一覧②
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IP多機能電話機設定メニュー一覧

項目名 説明

1：ワンタッチ登録 ワンタッチボタンに電話機の操作を登録して使用できるショートカット機能です。

設定項目 設定範囲 初期設定

フレキシブルボタン選
択

ワンタッチ登録するボタンを選択

−
操作登録 フレキシブルボタン入力／スピーカボタン入力／内線ボタン

入力／数字入力　32操作まで

サブメニュー機能選択 ユーザ状態変更／代理応答／赤外線電話帳受信／内線グルー
プ音声呼出／システムモード切替（管理者IP多機能電話機の
み）／メンテナンス（管理者IP多機能電話機のみ）

2：ログイン／ログアウト
ログイン中は、ログアウト、

ログアウト中は、ログイン
表示になります。

電話機を利用できるようにログインします。／電話機が利用できないようにログアウトします。

設定項目 設定範囲 初期設定

内線番号 ログインする電話機の内線番号入力　数字　半角4文字
−

パスワード パスワード入力　数字　半角8文字

3： フレキシブルボタン
情報

外線／ワンタッチボタンに割り当てられている機能を確認できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

フレキシブルボタン情
報

− −

4： カレンダ・時計設定 システムの年月日、および時間を設定できます。

設定項目 設定範囲 初期設定

年月日 2008年01月01日 〜 2037年12月31日
−

時間 ○○時○○分

5： システムモード切替 システムの昼／夜モードを手動で変えたり、自動切替を選択することが可能です。

設定項目 設定範囲 初期設定

モード選択 昼モード／夜モード／自動切替 −

6： メンテナンス 本商品を再起動したり、ファームウェアをバージョンアップすることができます。
設定項目 設定範囲 初期設定

更新チェック − −

ファームウェアダウン
ロード

− −

主装置再起動 はい／いいえ いいえ

再起動時刻設定 2時00分 2時00分

リモートマネジメント
開始

はい／いいえ　
はい

リモートマネジメント
終了

− −

ワンポイント

●ひとつのフレキシブルボタンの内容を確認するには、メニューボタンを押してからフレキシブルボタンを押します。

●フレキシブルボタンに登録されているすべての内容を確認するには、メニューボタンを押してから、 を押します。
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特番一覧
「ツーツー・・・」という内線発信音が聞こえているときに特番をダイヤルして以
下の操作ができます。

特番一覧

名称 機能 番号

外線発信番号 空いている外線を選んで捕捉します。  ※1

内線グループ音声呼出

すべてのIP多機能電話機を一斉に音声で呼び出します。   ※2

電話機グループ1のIP多機能電話機を一斉に音声で呼び出します。   ※2

電話機グループ2のIP多機能電話機を一斉に音声で呼び出します。   ※2

電話機グループ3のIP多機能電話機を一斉に音声で呼び出します。   ※2

電話機グループ4のIP多機能電話機を一斉に音声で呼び出します。   ※2

共通保留応答特番 共通保留に応答します。   ※3

パーク保留応答特番 パーク保留に応答します。   ※4

代理応答特番 他の電話機への着信に応答します。  
ひかり電話回線※5 ひかり電話回線を捕捉します。   ※7

アナログ回線1※6 アナログ回線1を捕捉します。   ※7

アナログ回線2※6 アナログ回線2を捕捉します。   ※7

アナログ回線1または2※6 アナログ回線1または2を捕捉します。   ※7

ISDN回線 ISDN回線を捕捉します。   ※7

※1 設定されている内線電話機の電話機種別が「WLAN携帯電話機」または「SIP端末2」の場合には、特番とし

て利用することはできません。「WLAN携帯電話機やVoIPアダプタを使う」（☛P103）

※2 内線グループ音声呼出は、発信者がIP多機能電話機またはIPコードレス電話機で、呼出対象はIP多機能電

話機のみ可能です。

※3 特番の後に、応答する外線ボタンの番号（フレキシブルボタンの番号）を2桁でダイヤルします。

たとえば、外線ボタン3に応答するには、    とダイヤルします。

※4 特番の後に、パーク番号（ 〜 ）をダイヤルします。
たとえば、パーク2番に応答するには、   とダイヤルします。

※5 「ひかり電話」は、パターンAで接続したフレッツ回線を示します。（☛P17）

※6 「アナログ回線」は、パターンBで接続したフレッツ回線およびアナログ回線を示します。（☛P17）

※7 設定されている内線電話機の電話機種別が「WLAN携帯電話機」または「SIP端末2」の場合、下記の特番に

なります。

 ：ひかり電話回線

 ：アナログ回線1

 ：アナログ回線2

 ：アナログ回線1または2

 ：ISDN回線
お知らせ

●特番を別の番号に変更することはできません。
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機能一覧

発信

機能 機能概要 参照ページ

個別形外線発信 外線ボタン（IK）を押して、電話をかけることができます。 P56

索線形外線発信 外線ボタン（SK）を押して、電話をかけることができます。 （※1）

NK外線発信 外線ボタン（NK）を押して、電話をかけることができます。 （※2）

PBX形外線発信 外線ボタンを押さずに電話をかけることができます。（0発信） P60

オフフック外線自動捕
捉 ハンドセットを上げるだけで外線を捕捉することができます。 （※3）

内線個別呼出 収容した電話機を内線番号で呼び出すことができます。 P80

信号／音声呼出切替 電話機を信号または音声で呼び出すことができます。
また、呼び出した後に切り替えることもできます。 P80

内線グループ音声呼出 複数の電話機を一斉に音声で呼び出すことができます。（ページング） P82

オンフックダイヤル ハンドセットを上げずに電話をかけることができます。 P58

プリセットダイヤル 相手の電話番号をダイヤルしてから内線／外線ボタンを押して電話をかけること
ができます。 P59

発信履歴（履歴発信） 外線でかけた相手の電話番号を記録し、簡単にかけ直すことができます。 P62

ワンタッチダイヤル よく使う機能やダイヤルをボタンに記憶させることができます。 P61

電話帳 よくかける相手の名前や電話番号を登録することができます。 P66
（※4）

追加ダイヤル ワンタッチボタンに登録した電話番号とダイヤルを押して入力した番号を組み合
わせることができます。 −

発ID通知 電話をかけた相手にこちらの電話番号（発信者番号）を通知することができます。 （※5）

発信規制 特定の電話番号への発信を規制することができます。 （※6）

赤外線電話帳発信 赤外線機能を使って携帯電話の電話帳を受信し、その情報を使って電話をかける
ことができます。 P73

特定端末等発信先自動
判別機能

WLAN携帯電話機やVoIPアダプタから外線発信する場合に、外線発信番号や外線
群捕捉特番をダイヤルしなくても発信することができます。 P103

キーパッド送出
IP多機能電話機やIPコードレス電話機でISDN回線から発信して、ボイスワープ
やボイスワープセレクトの設定を行うときにキーパッドデータを送出することが
できます。

−

事業者識別番号自動付
与機能

アナログ回線またはISDN回線から発信した場合に、ダイヤルデータとシステムに
登録されているダイヤルが一致した場合に、自動的に事業者識別番号を付与する
ことができます。

（※7）

※1　☛応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→｢外線を１つのボタンに集約するには(SKボタン)｣
※2　☛応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→｢電話番号ごとに外線ボタンを分けるには(NKボタン)｣
※3　☛応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→｢ハンドセットをあげるだけで外線を捕捉するには｣
※4　☛応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→｢共通電話帳を使うには｣
※5　☛応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→｢相手に通知する電話番号を変えるには｣
※6　☛応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→｢特定の電話番号への発信を規制するには｣
※7　☛応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「発信時に事業者識別番号を自動的に付与するには」
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着信・応答

機能 機能概要 参照ページ

外線放送着信 電話を複数の電話機に着信させることができます。 −

モデムダイヤルイン アナログ回線で相手がかけてきた電話番号によって着信音を鳴らす電話機を変え
ることができます。 （※1）

着番号ダイヤルイン 相手がかけてきた電話番号によって着信音を鳴らす電話機を変えることができま
す。 （※1）

i・ナンバー ISDN回線で相手がかけてきた電話番号によって着信音を鳴らす電話機を変える
ことができます。 （※2）

着サブアドレスダイヤ
ルイン

ISDN回線からの着信で、サブアドレスで内線番号を指定することでその内線番号
の電話機だけ呼び出すことができます。 （※3）

発番号ダイヤルイン 電話をかけてきた相手によって着信音を鳴らす電話機を変えることができます。 （※4）

個別形外線着信 外線ボタン（IK）を押して、電話に出ることができます。 P77

索線形外線着信 外線ボタン（SK）を押して、電話に出ることができます。 P77

NK外線着信 外線ボタン（NK）を押して、電話に出ることができます。 P77

任意回線応答 外線ボタンを押すことにより、どの着信に応答するか選択することができます。 P77

着信自動応答 ハンドセットを上げるだけで、電話に出ることができます。 P77

代理応答 着信していない電話機から代わりに応答することができます。 P79

音声ページング応答 一斉に音声で呼び出されている電話機でハンドセットを上げて応答することがで
きます。 P82

内線ハンズフリー応答 内線からの呼び出しに対して、ハンドセットを上げずに音声応答することができます。 P95

通話中着信 お話し中の電話機を内線で呼び出すことができます。 （※5）

着信音識別 内線や外線からの着信を着信音で識別することができます。 −

着信鳴動端末指定 電話がかかってきたとき、着信音を鳴らす電話機を指定することができます。 （※6）

着信音色切替 電話をかけてきた相手などによって着信音を変えることができます。 （※7）

着信音量調節 着信音のボリュームを調節することができます。 P54

着信履歴 電話をかけてきた相手の電話番号を記録します。 P64

鳴動同期 複数の電話機で同じ着信音などを鳴らすとき、周期を揃えた音を鳴らします。 −

緊急番号呼び返し着信 110番などの緊急番号からかかってきたときは、緊急着信します。 （※8）

オートコールバック 特定の相手からの着信を自動で折り返し発信することができます。 （※9）

※1 ☛�応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「相手の方がかけてきた電話番号ごとに着信先を指定するには（着番号
ダイヤルイン）」

※2 ☛�応用編「3.ゲートウェイボックスを使う」→「i・ナンバーを設定するには」
※3 ☛�応用編「3.ゲートウェイボックスを使う」→「受信したサブアドレスの内線へ個別着信させるには（ISDNのみ）」
※4 ☛�応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「電話をかけてきた相手によって着信先を変えるには（発番号ダイヤル

イン）」
※5 ☛�応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「お話中の電話機を呼び出せるようにするには（通話中着信）」
※6 ☛�応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「指定した電話機だけ着信音を鳴らすには」
※7 ☛�応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「着信音を変更するには」
※8 ☛�応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「緊急着信鳴動の対象電話番号を設定するには」
※9 ☛�応用編「2.より便利に使う（発信／着信）」→「特定の相手からの着信を自動で折り返し発信するには（オートコール

バック）」
（次ページにつづく）
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FAX自動着信 ISDN回線からの着信時に情報要素のG2/G3が指定されてきた場合に、あらかじ
め設定された単体電話機1/2に着信させることができます。 （※10）

※10 ☛�応用編「3.ゲートウェイボックスを使う」→「FAX指定（G2 ／ G3）の着信をFAXに着信させるには」

通話

機能 機能概要 参照ページ

スピーカ受話 ハンドセットを上げずに相手の声を聞くことができます。 P95

ハンズフリー通話 ハンドセットを上げずにお話しすることができます。 P95

通信中ダイヤル 通話中にダイヤルを押して、相手にプッシュ信号を送ることができます。 −

受話音量調節 ハンドセットから聞こえるボリュームを調節することができます。 P55

RTPパケット揺らぎ吸
収制御 LANネットワークの負荷が高いときでも、自動で補正して音声を伝送します。 −

最大通話数設定機能 無線の負荷が高くなりすぎないように制限することができます。 −

ハンドオーバ／ローミング IPコードレス電話機をもって移動したときは、常に最適な無線APを探し、自動で
切り替わります。 −

保留・転送

機能 機能概要 参照ページ

共通保留・転送 他の電話機から応答できるように通話を保留して転送することができます。 P86

個別保留・転送 他の電話機から応答できないように通話を保留して転送することができます。 P84

パーク保留・転送 パーク保留ボタンを使って通話を保留して転送することができます。 （※1）

外／内線呼の外線への転送 他の電話機や外線との通話を保留して外線へ転送することができます。 P88
（※2）

ページング転送 通話を保留した後、一斉に音声で呼び出し、応答した電話機へ転送することがで
きます。 P88

呼出状態転送 通話を保留した後、転送先を呼び出したまま転送することができます。 P88

オンフック転送 通話を保留した後、転送先とお話してから転送することができます。 P88

状態別転送 電話機のユーザ状態を「不在」や「食事中」にセットし、かかってきた電話を転送す
ることができます。

P91
（※3）

圏外転送 圏外状態のときにかかってきた電話を転送することができます。 （※3）

長時間保留警報音送出 通話を保留している状態が一定時間以上続いたとき、音でお知らせすることがで
きます。 （※4）

保留音送出 保留したときは、待たせている相手に保留音を鳴らします。 （※5）

※1　☛�応用編「2.より便利に使う（保留／転送）」→「パーク保留を使うには」
※2　☛�応用編「2.より便利に使う（保留／転送）」→「外線での通話を別の外線へ転送するには（外外転送）」
※3　☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「ユーザ状態を便利に使うには（基本編「ユーザ状態をセットするには」の

応用）」
※4　☛�応用編「2.より便利に使う（保留／転送）」→「保留忘れを防止するには（長時間保留警報）」
※5　☛�応用編「2.より便利に使う（保留／転送）」→「保留音を変更するには」
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表示

機能 機能概要 参照ページ

カレンダー・時計表示 設定された日時をディスプレイに表示します。 （※1）

ダイヤルモニタ 入力したダイヤルをディスプレイで確認することができます。 −

自己内線番号表示 内線番号と設定されている名称をディスプレイに表示します。 （※2）

フレキシブルボタン
登録内容表示 フレキシブルボタンに何が設定されているか確認することができます。 （※3）

状態表示 ユーザ状態を「不在」や「食事中」にセットしたときは、ディスプレイに表示します。 P90

通話時間表示 外線でお話ししたときは、通話時間を電話機のディスプレイに表示します。 P56

発信者情報表示
（ナンバー・ディスプレイ） 電話がかかってきたとき、相手の電話番号をディスプレイに表示します。 P77

転送元番号表示 電話が転送されてきたときは、かけてきた相手の電話番号と、どの電話機からの
転送なのかをディスプレイで確認することができます。 −

無線状態表示 無線ステーションの受信電波状況を5段階で表示することができます。 −

ボタンランプ表示 点滅や点灯により、ボタンの使用状態を確認することができます。 P32

着信ランプ表示 着信音が鳴っているとき、着信ランプも点滅します。 P32

キータッチトーン ダイヤルを押したことを音で確認することができます。 （※4）

受話器外し警告音 ハンドセットが外れたままになっているとき、音でお知らせします。 −

料金情報通知 ISDN回線での通話切断時に通知される料金情報を表示することができます。 −

※1　☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「システムの日時を変更するには」
※2　☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「電話機ごとに名前を設定するには」
※3　☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「電話機のフレキシブルボタンの設定内容を確認するには」
※4　☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「ダイヤルを押したときの確認音を出さないようにするには」
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ネットワーク

機能 機能概要 参照ページ

網自動判別機能 初期状態の装置のWAN側に契約したフレッツ回線を接続することで、自動的に回
線の契約種別が設定されます。 −

ひかり電話オフィスタ
イプ接続

フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・光プレミアムのひかり電話オフィ
スタイプを外線として直接収容し利用できます。 −

ひかり電話接続 フレッツ 光ネクストのひかり電話を外線として直接収容し利用できます。 −

PPPoEクライアント
接続

インターネットやフレッツ・スクウェア、フレッツ・VPN ワイドなどPPPoEク
ライアントを利用して接続できます。また、フレッツ・VPN ワイドの場合には、
LAN型（unnumbered方式）でも接続ができます。

（※1）

主装置共用 本商品のLAN側と同じネットワークアドレスであれば、別拠点でも内線電話機を
接続して使うことができます。 −

DHCPサーバ機能 LAN側ネットワーク上のIP端末に対し、IPv4アドレスなどを自動的に割り付ける
ことができます。 （※2）

Proxy DNS DNSの問い合わせパケットを受信したとき、DNSサーバの代理で応答を返すこ
とができます。 （※3）

ルーティング
IPv4のパケットの送信先、送信元から適切なルートを自動検索して送信します。
フレッツ 光ネクスト接続に接続した場合は、IPv6パケットのルーティングも行い
ます。

（※3）

IPv6ブリッジ Bフレッツ、フレッツ・光プレミアムのひかり電話オフィスタイプ利用時に、
LAN側に接続されたパソコンからIPv6を利用したサービスが利用できます。 −

IPv6アドレス配布機能
（DHCP-PD、RA）

フレッツ 光ネクスト接続時にLAN側に接続されたパソコンやルータにIPv6のア
ドレスを払い出すことができます。 −

時刻同期機能 ひかり電話からの情報やSNTPサーバへの問合せによって自動的にシステムの時
刻合わせを行います。 −

アドレス変換機能 LAN側からのパケットを経路にあわせてNAPT機能によりアドレス変換して送受
信します。 −

プレゼンス対応 WLAN携帯電話機などのプレゼンス機能用のプレゼンスサーバ機能を提供しま
す。 （※4）

※1　☛�応用編「2.より便利に使う（ネットワーク）」→「インターネット接続を設定するには」
※2　☛�応用編「2.より便利に使う（ネットワーク）」→「DHCPサーバ機能の設定を変更するには」
※3　☛�応用編「2.より便利に使う（ネットワーク）」→「他の機器（ルータ）を使ってインターネットに接続するには」
※4　☛�応用編「5.機器を増設する」→「WLAN携帯電話機でプレゼンス機能を利用するには」

無線

機能 機能概要 参照ページ

無線端末の自動登録 無線通信に必要なデータを無線端末の簡単な操作で設定することができます。 P46 
P48

内蔵無線アクセスポイン
ト自動同期機能

外付け無線アクセスポイントをLAN側に接続するだけで、自動的に内蔵無線アク
セスポイントの設定に同期することができます。 （※1）

※1　☛�応用編「5.機器を増設する」→「RACSIA主装置内蔵無線アクセスポイントと設定自動同期をするには」
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保守・運用

機能 機能概要 参照ページ

時計・カレンダー設定 ひかり電話サービスから定期的に受信する日時情報に自動で更新します。 （※1）

システムモード切替 システムモード（昼モード／夜モード）を切り替え、モード別に着信先を変えるこ
とができます。 （※2）

システムデータの
バックアップ／リストア 設定データをバックアップしてパソコンに保存、または復元することができます。 （※3）

初期化
すべての設定データをお買い求め時のものに戻すことができます。
本商品のIPアドレスとサブネットマスク、DHCPサーバで払い出す情報だけをお
買い求め時のものに戻すこともできます。

（※4）

ファームウェア更新 システムのファームウェア（ソフトウェアプログラム）を自動で更新します。手動
で更新することもできます。 （※5）

運用状態表示 各種ログ情報をWebブラウザで確認することができます。 （※6）
システム情報ダウンロー
ド

バージョン情報や、各種ログ情報などをWebブラウザでダウンロードすることがで
きます。 （※7）

フレキシブルボタンア
サイン 外線ボタンやワンタッチボタンなどの配置を変えることができます。 （※8）

（※9）
電話機ポータビリティ 電話機の場所を移動した場合でも、移動前と同じ設定のまま使うことができます。 （※10）
ヘルスチェック機能 データ設定された電話機が正常に接続されているか定期的に確認します。 −

接続確認（PING機能） 本商品からPING（ICMP echo-request）を送出し、応答状況を確認することが
できます。 （※11）

パケットモニタ ネットワーク上に流れるパケットをモニタすることができます。 （※12）

SIP端末定義設定 接続するSIP端末について、サポートしている機能や動作モードにあわせて動作
パターンを定義することができます。 （※13）

電話機種別自動識別機能 接続された電話機の種別を判断し、設定データに自動反映することができます。 −

ゼロコンフィグ機能 回線をWANポートに接続し、収容する電話機を接続して電源を入れるだけで基本
的な電話機能を使うことができます。 −

内線番号自動割り付け 電話機を接続し、電源を入れるだけで使われていない内線番号を自動的に割り付
けることができます。 （※14）

内線電話機自動バージョ
ンアップ

ファームウェアが更新された状態で、異なるファームウェアバージョンのIP多機
能電話機、IPコードレス電話機が接続されたとき、自動的にバージョンアップを
行うことができます。

−

リモートマネジメント 保守拠点から遠隔でRACSIAの設定データ変更ができます。 （※15）

※1 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「システムの日時を変更するには」
※2 ☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「システムモードを使うには（昼／夜モード切替）」
※3 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「設定データをバックアップ／リストアするには」
※4 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「お買い求め時の設定に戻すには」
※5 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「ファームウェアを更新するには」
※6 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「電話機や無線端末の接続状況を確認するには」
※7 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「システム情報をファイルとしてパソコンに保存するには」
※8 ☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「電話機にフレキシブルボタンを設定するには」
※9 ☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「Webブラウザでワンタッチボタンを登録するには」
※10 ☛�応用編「5.機器を増設する」→「IP多機能電話機を接続するには」
※11 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「他の機器の接続確認を行うには」
※12 ☛�応用編「4.運用方法／メンテナンス」→「パケットモニタを行うには」
※13 ☛�応用編「1.機能の設定を行う」→「システムデータ一覧」
※14 ☛�応用編「2.より便利に使う（電話機能）」→「内線番号自動割付を変更するには」
※15 ☛�応用編「2.より便利に使う（ネットワーク）」→「リモートマネジメントを利用するには」
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停電になったときは

アナログゲートウェイボックスが停電状態になると、単体電話機はアナログ回線に直接接続され利用することができます。
（単体電話機1はアナログ回線1、単体電話機2はアナログ回線2）

停電状態では、相手の電話番号をダイヤルすることで発信できます。

発信時にダイヤルしても「ツー」という発信音が停止しない場合は、単体電話機の電話ダイヤル種別をDPモードに変更す
ることで発信できます。停電復旧時には、単体電話機の電話ダイヤル種別をPBモードに戻してください。

停電中にアナログ回線を利用して通話中に復電した場合には、その通話が切断されるまで、アナログゲートウェイボック
スは利用できません。

お話し中に停電になると、通話が切断されます。停電バックアップ装置を接続している場合は、
お話し中に停電になっても、バックアップ装置の電池により、そのままお話しを続けることが
できますが、できるだけ早くお話しを終わらせてください。

ワンポイント

○停電対策のために
バックアップ電源装置を本商品や電話機などに接続すると、停電になったときでもお話しすることができます。詳しくは
当社のサービス取扱所へお問い合わせください。
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こんな音がしたら

音 こんなときに… 音の意味

電
話
を
か
け
る
／
受
け
る

ツーツー…
（内線発信音）

ハンドセットを取りあげたとき、
または内線ボタンを押したとき 他の内線電話機を呼び出せます

ツー
（外線発信音） 外線ボタンを押したとき 外に電話をかけられます

プルルル…
（呼出音）

外線または内線で相手の方を呼び
出しているとき 相手の方を呼び出しています

プープー…
（話中音）

電話をかけた相手の方がお話し中
のとき、または他の内線電話機が
使用中のとき

お話し中です

− 着信音が鳴らないとき 鳴動の設定がされていません

登
録
・
設
定

ピピピピ… 
（ハンドセット外し警告音） ハンドセットが外れているとき ハンドセットが外れています

ピピピピピピ 
（メニュー操作エラー音） メニューの操作を誤ったとき メニューの操作が誤っています

そ
の
他

ピッ
（キータッチトーン） ボタンを押したとき ボタンが押されました

保留メロディ
（保留音）※1 電話を保留したとき 電話が保留されています

※1：設定により保留メロディを切り替えることができます。（☛応用編 「2.より便利に使う（保留／転送）」→「保留
音を変更するには」）
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こんな表示がでたら

●IP多機能電話機のエラー表示について

表示名 表示理由 参照ページ
LANポート未接続 LANケーブルが電話機から外れている場合 P45

IPアドレス取得エラー IPアドレスが割り付けられなかった場合 （※1）

通話できません 本商品に端末が登録されない場合 P155

IP電話未接続 ひかり電話サービスとの接続ができない場合 P157

ログイン

本商品に端末が登録されていない場合 P155内線番号：−−−−

パスワード：−−−−−−−−

接続を拒否されました ひかり電話サービスを使って電話をかけられない電話番号にかけて
いるか、ダイヤルした電話番号が間違っている場合 P56

接続できません

・複数の電話機から同時に発信しようとした場合
・ひかり電話サービスを使って電話をかけられない電話番号にかけ

ているか、ダイヤルした電話番号が間違っている場合
・相手の方のIP電話機器が正しく接続されていないか、本商品に設

定されているIP電話番号にひかり電話を使って電話をかけようと
した場合

P56

保留失敗しました 外線ボタン（SK）でお話し中に「他の電話機で取れないように保留す
る」を利用しようとした場合 P84

ログインできません
（主装置接続不可）

・ログイン時にLANケーブルが電話機から外れている場合　　
・本商品が起動中の場合

−

ログインできません
（パスワード不一致） パスワードが間違っている場合 （※2）

●その他の表示

表示名 表示理由 参照ページ
着信あり まだ確認していない着信履歴がある場合 P64

受話器を置いて下さい ハンドセットが外れている場合 −

お話中です 電話をかけた相手の方がお話し中などの場合 −

夜間 システムモードが夜間の場合 （※3）

不在    （※4） ユーザ状態が「在席」以外にセットされているとき P94

しばらくお待ちください 電話機が起動準備中の場合 −

設定データ取得中　 本商品から動作に必要な情報を取得中の場合 −

主装置接続処理中 接続処理をしている場合 −

ダウンロード中 IP多機能電話機のプログラムを更新している場合 −

データ更新中 変更されたデータを受信している場合 −

メンテナンス中 リモートマネジメントを接続している場合 （※5）

※1：☛応用編 「4.運用方法／メンテナンス」→「IPアドレス割付状態（DHCP状態）を確認するには」
※2：☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「電話機のログインパスワードを設定するには」
※3：☛応用編 「2.より便利に使う（電話機能）」→「システムモードを使うには（昼／夜モード切替）」
※4：ユーザ状態は 「不在」以外にも「食事中」「会議中」などがあります。
※5：☛応用編 「2.より便利に使う（ネットワーク）」→「リモートマネジメントを利用するには」
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●	ログインが必要なとき

ディスプレイに「通話できません」または「ログイン」と表示されているときは、お使いになる前にログイン操作が必要
です。

　① 「メニュー」 の順に押す。（ログイン画面が表示されます）

　②内線番号をダイヤルボタンで入力して、決定を押す。

　③パスワードが設定されている場合は、パスワードをダイヤルボタンで入力して、決定を押す。

　　パスワードを設定していない場合は、決定を押す。

　④しばらくすると「ログインしました」と表示され、待ち受け画面に戻る。

ログイン操作をしても、「ログイン失敗」または「通話できません」と表示される場合は、内線番号、パスワード、ネッ
トワーク関連の設定が正しいことと、IP多機能電話機と本商品との間のLANケーブルやHUBの接続を確認してくだ
さい。また、本商品の電源を入れてから起動完了するまでの数分間（約5分）は、ログインできません。

起動完了後、本商品のINFOランプが消灯したことを確認してから、ログイン操作を行ってください。
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故障かな？と思ったら

■内線電話機の動作

こんなときは 原　因 確認してください 参照ページ

すべてのIP多機能電話機
が使えない

本商品の電源コードが抜け
ている 電源コードを正しく接続してください。 ⁃ P36

給電HUB、HUBの電源が
入っていない

給電HUB、HUBの電源コードを正しく接続 ⁃
し電源を入れてください。 −

本商品に接続したHUBが
故障している

正常なHUBを接続し、本商品のHUBランプ ⁃
の点灯を確認してください。 −

本商品のネットワーク設定
が誤って変更された ネットワーク設定を確認してください。 ⁃ （※1）

特定のIP多機能電話機が
使えない

LANケーブルが間違って
いる、あるいは切断または
ショートしている

カテゴリ5以上のLANケーブルと交換してく ⁃
ださい。 −

給電HUBの電源がOFFに
なっている 給電HUBの電源をONにしてください。 ⁃ −

本商品からIP多機能電話機
までLANがつながっていな
い

途中のHUBやLANケーブルを確認してくだ ⁃
さい。 P45

ハンドセットが浮いている ハンドセットをしっかり置き、しばらく待っ ⁃
てから電話をかけてください。 −

ログインしていない ログインしてください。 ⁃ P155

着信音が鳴らない

着信音量が小さくなってい
る 着信音量を大きくしてください。 ⁃ P54

システムモード（昼／夜）切替
などにより、着信音を鳴らさ
ない設定になっている

着信鳴動設定を確認してください。 ⁃ （※2）

［ツー」という発信音が聞
こえない

内線ランプが点灯し、表示
が消えている しばらく待ってからかけ直してください。 ⁃ −

ハンドセットコードが抜けて
いる

ハンドセットコードを正しく接続してくださ ⁃
い。 −

ハンドセットが浮いている ハンドセットをしっかり置き、しばらく待っ ⁃
てから電話をかけてください。 −

お話し中にときどき音声
が途切れる

本商品とIP多機能電話機の
間をリピータHUBで接続
している

本商品とIP多機能電話機の間をリピータHUB ⁃
で接続しないでください。 −

Webブラウザでデータの
変更などを行った

通話中は、Webブラウザでのデータ設定をで ⁃
きるだけ行わないでください。 −

個人電話帳が登録できな
い

101件以上の個人電話帳
を登録しようとしている 故障ではありません。 ⁃ P66

ワンタッチボタンに登録
できない

外線ボタン、パーク保留ボ
タン、マイクが割り付けされ
たボタンに登録しようとし
ている

故障ではありません。他のボタンに登録して ⁃
ください。 −

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

※1：☛応用編 「4.運用方法／メンテナンス」→「ネットワーク情報を確認するには」

※2：☛応用編 「2.より便利に使う（発信／着信）」→「指定した電話機だけ着信音を鳴らすには」
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こんなときは 原　因 確認してください 参照ページ

内線で呼び出すと他の内
線電話機の着信音が鳴る

不在転送設定やユーザ状態
別転送の設定がされている

「不在」などのユーザ状態がセットされていな ⁃
いか、または転送設定を確認してください。 P90

ひかり電話サービスが使
用できない

設定が間違っている 本商品のVoIPランプを確認し、消灯時は ⁃
WAN回線の接続と設定を確認してください。 P26

ひかり電話サービスへの接
続ができていない

WAN回線が抜けていたときは、WAN回線を ⁃
接続しても、しばらくの間は「IP電話未接続」
の表示が消えないことがあります。この場合
はしばらくお待ちください。
しばらく待っても「IP電話未接続」の表示が消 ⁃
えない場合は、Webブラウザから、IP電話接
続操作を行ってください。

（※1）

IP多機能電話機の外線ボ
タンを押しても外線ラン
プが点灯しない

本商品が再起動中か設定
データの更新中であるた
め、本商品との通信ができ
ない

IP多機能電話機と本商品との間のLANケーブ ⁃
ル、HUBの接続をご確認ください。本商品が
再起動中のときは、数分間待ってから、外線
ボタンを押してください。
Webブラウザからシステムデータを設定した ⁃
場合、データが更新されるまで、しばらく待っ
てから操作してください。

—

ボタンやダイヤルなどの
操作をしても正しく機能
が動作しない

電話機に設定データが反映
されていない 電話機をログインし直してください。 ⁃ （※2）

操作間隔が短く、正常に処
理できていない

間隔をあけてゆっくり操作してください。ま ⁃
た、機能によっては受話器から聞こえるトー
ンなどを確認してから次の操作を行ってくだ
さい。

—

自動ログインされず「パ
スワード不一致」の表示
が出ている

設定変更により、パスワー
ドが消去されている

パスワードを何も入力せずにログイン操作し ⁃
てください。 （※2）

ログインしようとしても
できない

複数の電話機からのログイ
ンが集中している

他の電話機とタイミングをずらしてログイン ⁃
してください。 P155

本商品との通信が正常に動
作していない

IP多機能電話機と本商品間のネットワーク接 ⁃
続を確認してください。
電話機の電源を入れ直してください。 ⁃

—

IP多機能電話機の着信表
示中の外線ボタンを押し
ても応答できない

システムの起動が完了して
いない

システムの起動が完了していない状態でアナ ⁃
ログ回線から着信すると、正常に着信動作し
ないことがあります。起動が完了するまでそ
のままでお待ちください。

—

アナログゲートウェイボッ
クスの起動が完了していな
い

アナログゲートウェイボックスが起動完了して ⁃
いない状態で、アナログ回線から着信すると、
正常に着信動作しないことがあります。起動が
完了するまでそのままでお待ちください。

—

IP多機能電話機でアナロ
グ回線から発信ができな
い

アナログゲートウェイボッ
クスの外線ダイヤル種別が
回線と一致していない

Webブラウザでアナログ回線の外線ダイヤル ⁃
種別を確認してください。 （※3）

※1：☛応用編 「4.運用方法／メンテナンス」→「ひかり電話を手動操作で接続するには」

※2：☛応用編 「5.機器を増設する」→「内線番号を指定してログインする」

※3：☛応用編 「3.ゲートウェイボックスを使う」→「アナログ回線の外線ダイヤル種別を設定する」
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■RACSIA主装置のランプ表示

こんなときは 原　因 確認してください 参照ページ

POWERランプが点灯し
ない 正常に給電されていません

●電源ケーブルがきちんと接続されているか確
認してください。

●接続されている場合は、OAタップなどに電源
が供給されているか、ほかの電気製品などで
確認してください。

ー

ALARMランプが点滅し
ている

機器が正常に動作していま
せん ●再度電源を入れ直してください。 ー

VoIPランプが赤色で点
灯している −

●WANポートに接続したLANケーブルの配線を
確認してください。

●本商品の電源を入れ直し、再起動後、VoIPラ
ンプが緑色で点灯するか確認してください。

P36

LANランプが点灯しない

ネットワークに接続してい
る場合

●LANケーブルがきちんとLANポートに接続さ
れていることを確認してください。

●LANケーブルが、ネットワークに接続されて
いる機器（HUB、ルータなど）に接続されてい
ることを確認してください。

●ネットワークに接続されている機器などが正
常に動作していることを確認してください。

P39 
P41 
P43 
P45

データ設定／メンテナンス
用のパソコンに接続してい
る場合

●カテゴリ5以上のLANケーブルで接続されて
いることを確認してください。

●パソコンのネットワークインタフェースが動
作していることを確認してください。

ー

IP多機能電話機に接続して
いる場合

●IP多機能電話機にLANケーブルが接続されて
いることを確認してください。

●IP多機能電話機の電源が入っていることを確
認してください。

ー

給電HUBに接続している
場合

●給電HUBにLANケーブルが接続されているこ
とを確認してください。

●給電HUBの電源が入っていることを確認して
ください。

ー

WLANランプが点灯しな
い −

●802.11a、802.11b/gともに無効に設定し
ている場合は点灯しません。無線機能の設定
を確認してください。

　設定方法は外付け用のアクセスポイント（a/b/
g）と同様です。

（※1）

PPPoEランプが赤色で
点灯している

WANが接続されていない ●WANポートに接続したLANケーブルの配線を
確認してください。 P36

セッションに空きがない
認証情報が間違っている

●契約しているセッション数を増やすか、接続
済みのPPPoEを切断する必要があります。

●設定されているユーザ名、パスワードを確認
してください。

（※2）
（※3）
（※4）

PPPoEランプが赤色で
点滅している

セッションに空きがない
認証情報が間違っている

●契約しているセッション数を増やすか、接続
済みのPPPoEを切断する必要があります。

●設定されているユーザ名、パスワードを確認
してください。

（※2）
（※3）
（※4）

※ 1：☛ 応用編「2. より便利に使う（その他）」→「無線アクセスポイントの設定を行うには」
※ 2：☛ 応用編「2. より便利に使う（ネットワーク）」→「インターネット接続を設定するには」
※ 3：☛ 応用編「2. より便利に使う（ネットワーク）」→「フレッツ・VPN 接続を設定するには」
※ 4：☛ 応用編「2. より便利に使う（ネットワーク）」→「フレッツ・スクウェア接続／フレッツ 光ネクスト  

サービス情報サイト接続を設定するには」

故障かな？と思ったら
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■Webブラウザでのシステムデータ設定

こんなときは 原　因 確認してください 参照ページ

LANケーブルをつないで
も接続できない ー

●ネットワークとの接続を確認してください。
IPアドレス、サブネットマスクが正常に設定
されていない場合、パソコンと接続できませ
ん。

●パソコン側のネットワークの設定を確認して
ください。

P115 
P116

無線ネットワークを介し
て接続している場合 ー

●ネットワークとの接続を確認してください。
IPアドレス、サブネットマスクが正常に設定
されていない場合、パソコンと接続できませ
ん。

●WLANランプが点滅していることを確認して
ください。

●パソコン側のネットワークの設定を確認して
ください。

P115 
P116

トップページが表示され
ない

再起動している／起動が完
了していない

●Webブラウザの操作で再起動すると起動完了
するまでの間、一時的に接続できない状態に
なります。

●しばらくしてからアクセスしてください。

P26

IPアドレスの取得が完了し
ていない

●パソコンを本商品に直接接続して設定を行っ
ている場合、起動完了直後は接続できない場
合があります。パソコンでコマンドプロンプ
トを起動し、IPアドレスが取得できたことを
確認してから再度アクセスしてください。

−

表示された文字が読みに
くい ー

●ブラウザソフトの文字サイズを「中」に設定し
てください。

●Webブラウザのエンコードの設定を確認し、
日本語（シフトJIS）に設定されているか確認し
てください。

●フォント指定など、パソコンの表示設定を変
更していないか確認してください。

（※１）

かんたん設定画面に進め
ない

かんたん設定を完了してい
る

●かんたん設定は、お買い求め時、または初期
化して最初に設定するときのみ行うことがで
きます。

●かんたん設定が完了している場合は、詳細画
面からシステムデータを設定してください。

（※１）

ユーザ名／ログインパス
ワードが間違っている

●正しいユーザ名とパスワードを入力してくだ
さい。 P114

設定画面が正常に表示さ
れない ー

●トップページに戻って設定し直してください。
●設定画面が正常に表示されない場合は、Web

ブラウザを起動し直してください。
●一度Web設定をログアウトしてから再度ログ

インしてください。

−

※１：☛応用編 「1.機能の設定を行う」→「設定画面について」
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■無線関連（無線LAN、無線端末）

こんなときは 原　因 確認してください 参照ページ

無線IP多機能電話機が
"しばらくお待ちくださ
い”または”IPアドレス
取得エラ−”表示のまま
で使用できない
無線ステーションに接続
したパソコンが通信でき
ない

ー

●本商品と無線ステーションが接続できている
ことを確認してください。また、対向する機
器でWLANランプが点滅していることを確認
してください。

●無線ステーションを本商品のLANポート側に
接続していないことを確認してください。

●IP多機能電話機、パソコンなどを有線で接続し、
通信ができるかどうかを確認してください。

●本商品・無線ステーションの設置場所を確認
してください。電波を遮断するものがないか
確認してください。

●電波状況を確認してください。
●無線ステーションがWebブラウザに表示され

ることを確認してください。

P26 
P48 

（※１）

通話中に音声が途切れる ー

●電波状況を確認してください。無線ステーショ
ンがIP多機能電話機と接続されていると、IP
多機能電話機のディスプレイにアンテナマー
クが表示されます。

●本商品・無線ステーションの設置場所を確認
してください。電波を遮断するものがないか
確認してください。

●音声通信とデータ通信を同時に行わないでく
ださい。

P53

無線端末での保留や応
答、ダイヤル入力などが
正常に動作しない

無線電波の干渉などによ
り、正常に通信できていな
い

●通話している場合は切断し、無線環境の良い
場所に移動して使用してください。 ー

通話または保留（個別保
留）していた電話が切れる

無線圏外の状態が30秒以
上続いた

●電波状況を確認してください。
●本商品や増設した無線アクセスポイント（a/b/g）

の近くに移動して使用してください。
ー

無線端末一覧（Webブラ
ウザ）に内蔵無線アクセス
ポイントが表示されない

内蔵無線アクセスポイント
が正常に動作していない

●内蔵無線アクセスポイントを初期化し、それ
でも表示されない場合は、本商品を初期化し
てください。

（※2）
（※3）

無線端末一覧（Webブラ
ウザ）に増設した無線ア
クセスポイント（a/b/g）
が表示されない

無線アクセスポイント（a/
b/g）と本商品が正しく接
続できていない

●増設した無線アクセスポイント（a/b/g）を初
期化し、それでも表示されない場合は、本商
品を初期化してください。

（※2）
（※3）

無線端末一覧（Webブラ
ウザ）に無線ステーショ
ンが表示されない

本商品または増設した無線
アクセスポイント（a/b/g）
と無線ステーションが正し
く接続できていない

●無線ステーションを初期化し、自動登録を行っ
てください。

P48 
（※2）

※1 ☛応用編 「4.運用方法／メンテナンス」→「電話機や無線端末の接続状況を確認するには」

※2 ☛Netcommunity SYSTEM 無線アクセスポイント（a/b/g）・無線ステーション 取扱説明書の「各部の名前と働き」
「無線ステーションの各部の名前と働き」をご参照ください。

※3 ☛応用編 「4.運用方法／メンテナンス」→「お買い求め時の設定に戻すには」

故障かな？と思ったら

お知らせ

●接続した機器の取扱説明書やランプ表示などとあわせてご確認ください。
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■ゲートウェイボックス共通

こんなときは 原　因 確認してください 参照ページ

POWERランプが点灯し
ない 正常に給電されていない

●電源ケーブルがきちんと接続されているのか
確認してください。

P38 
P41 
P44

●接続されている場合は、OAタップなどに電源
が供給されているか、ほかの電気製品などで
確認してください。

●給電HUBに接続している場合は、給電HUBの
ランプを確認してください。

ALARMランプが点滅し
ている

機器が正常に動作していな
い ●再度電源を入れ直してください。 −

ALARMランプが点灯し
ている

主装置サービスと通信がで
きていない

●主装置のINFOランプ消灯となりシステムが起
動完了するまでしばらくお待ちください。

P26 
P38 
P41 

（※１）

主装置とネットワークの通
信ができない

●主装置とネットワークが正常に接続されてい
るか確認してください。

主装置と異なるネットワー
クアドレスに設定されてい
る

●主装置のWEBで電話機動作履歴を確認して、
ゲートウェイボックスのMACアドレスの履歴
に表示されるIPアドレスを確認してください。

INFOランプが点滅（低
速）している

主装置サービスに登録処理
中

●登録が完了するまでそのままでお待ちくださ
い。

（※２）既に他のアナログゲート
ウェイボックス、ISDNゲー
トウェイボックスが登録さ
れている

●主装置のWEBでゲートウェイボックス状態表
示を確認して、ゲートウェイボックスのMAC
アドレスと表示されているMACアドレスが一
致しているか確認してください。

INFOランプが点滅（高
速）している

ゲートウェイボックスの
ファームウェアを更新中

●ファームウェアの更新が終わるまでそのまま
でお待ちください。 −

LANランプが点灯しない ゲートウェイボックスの
LANが接続されていない

●LANケーブルがきちんとLANポートに接続し
ているか確認してください。

P38 
P41 
P44

回線を捕捉して「ツー」と
いう音が聞こえない

ゲートウェイボックスの
ケーブルが接続されていな
い

●各種ケーブルの接続を確認し、ゲートウェイ
ボックスを再起動してください。 −

■ISDNゲートウェイボックス

こんなときは 原　因 確認してください 参照ページ

LINEランプが点灯しな
い

ISDN回線が接続されてい
ない

●ISDN回線の接続ケーブルをISDN回線接続
ポートに接続してください。

（※３）DSU切り離しスイッチが
OFFの状態でISDN回線が
接続されている

●DSU切り離しスイッチをONに変更してくだ
さい。

※1 ☛応用編 「4.運用方法／メンテナンス」→「ログ情報（動作履歴）を確認するには」

※2 ☛応用編 「4.運用方法／メンテナンス」→「ゲートウェイボックスの接続状況を確認するには」

※3 ☛応用編 「5.機器を増設する」→「ゲートウェイボックスを接続するには」
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用語の説明

数字

10BASE-T	･･･････････････････････ IEEE802.3で規格されたもので、イーサネット（CSMA ／ CD）LANでデータ
転送速度が10 Mbps、伝送媒体としてツイストペアケーブル（通常、LAN機器
とHUBを接続するような場合に使用されるケーブル）を用います。

100BASE-TX	････････････････････ IEEE802.3uで規格された高速LANの1つで、LANでデータ速度が100Mbps、
伝送媒体としてツイストペアケーブル（通常、LAN機器とHUBを接続するような
場合に使用されるケーブル）を用います。

アルファベット

AES	･･･････････････････････････････ Advanced Encryption Standardの略。米国商務省標準技術局(NIST)によっ
て選定作業が行われている、米国政府の次世代標準暗号化方式です。

ASCII文字	･････････････････････････ 米国規格協会（ANSI）が制定した標準符号。ASCIIは７ビットで構成され、制
御文字、特殊文字、数字、英大・小文字の128種類の文字を表現します。

Bフレッツ	･･････････････････････････ 接続回線に光ファイバを利用したベストエフォート型の通信サービスです。最
大100 Mbpsまたは最大10 Mbpsの高速インターネット接続が可能です。

EDCF制御	･･････････････････････････ IEEE802.11eの機能の一部であるエンハンスドDCFのことです。データ送信
に対して優先順位を指定することができます。Netcommunity SYSTEM 無
線アクセスポイント（a/b/g）・無線ステーションは、この機能を使用して音声
通信を優先的に行うことができます。

FTP	･･･････････････････････････････ File Transfer Protocolの略です。インターネットやイントラネットなどの
TCP/IPネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルのこと
です。

FTPサーバ	･････････････････････････ コンピュータネットワークにおいて、クライアントコンピュータに対し、自身
の持っているFTP機能を提供するコンピュータのことです。

HUB	･･･････････････････････････････ HUBはLANに接続させる中継器としての役割を持ち、複数のLANを収容する
ことによりネットワークを構築することができます。また、HUBはRJ45のポー
トを複数収容し、ネットワーク機器とスター型で接続します。

IEEE802.11a	･････････････････････ 5GHz帯を使用し、最大54Mbpsで無線通信ができる無線LAN規格です。

IEEE802.11b	･････････････････････ 2.4GHz帯を使用し、最大11Mbpsで通信ができる、互換性の高い無線LAN
規格です。

IEEE802.11g	･････････････････････ 2.4GHz帯を使用し、最大54Mbpsで通信ができ、IEEE802.11bと互換性の
ある無線LAN規格です。

IPアドレス	･････････････････････････ TCP/IPで通信をする場合に、ネットワーク上の機器を特定するために使用さ
れる番号を指します。IPアドレスは、4バイトのデータからなり、インターネッ
トに接続中のすべての機器に個別のIPアドレスが割り当てられています。

取扱説明書【基本編】で使用している用語の説明です。
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IP電話（Internet	Protocol	Phone）サービス	･･･ 電話をかける相手の方との間の通信経路をインターネットで使用さているIPプ
ロトコルベースで構築した電話ネットワークのことです。

MACアドレス	･･････････････････････ MACアドレスは、イーサネットに接続時に使用される物理的なアドレスで、
データ通信時に送信先／送信元アドレスで使用されるものです。MACアドレ
スとイーサネットアドレスは同義語です。
MACアドレスは6バイトからなり、各LAN端末ごとにユニークな値が割り当
てられます。（MACアドレスは、LANのインタフェースに世界で1つ割り当て
られる番号です。また、変更も不可能です。）

PING	･･････････････････････････････ IPアドレスを持つ相手の装置が現在ネットワークで接続されているかを確認す
るためのコマンドです。PINGコマンドではICMPのエコー要求／応答機能を利
用して相手を確認します。

ProxyDNS	･････････････････････････ ネットワーク端末からのDNS問い合わせをDNSサーバへ中継します。また中
継されたデータのキャッシュを行うことで、DNS問い合わせに対して代理で
応答することができます。

QoS	･･･････････････････････････････ Quality of Service（サービス品質）の略。一般的にデータ伝送時でパケット
の損失や遅延などの品質を示します。

RFC（Request	for	Comments）	････ IETF（Internet Engineering Task Force）がとりまとめている文章のことを
指し、TCP/IPやPPPなどの規格としても知られています。

SIP（Session	Initiation	Protocol）	･･ VoIPを応用したIP電話などで用いられる通信制御プロトコルのことです。

SSID	･･････････････････････････････ Service Set Identifierの略。無線アクセスポイント（a/b/g）と無線ステーショ
ンが認証を行うためにやりとりを行うIDです。

SSID隠蔽	･･････････････････････････ Beacon上にSSIDを出さないようにすることで、不要な無線ステーションが
登録できないようにする機能です。

Super	AG™	････････････････････････ Super AG™はAtheros Communications,Inc.が開発した無線LAN高速化技
術で、複数のデータを連続的に転送しオーバーヘッドを軽減する「バースト転
送」、データをできるだけ1フレームにまとめることで転送フレーム数を減ら
す「ファーストフレーム」、さらにチップで転送するデータを圧縮して送ること
で実質的に転送データを減らす「リアルタイム圧縮」という技術を利用していま
す。

TCPヘッダ圧縮	･････････････････････ Van JacobsonがRFC1144にて提案したTCP/IP圧縮アルゴリズムです。

TKIP	 ･･････････････････････････････ パケット偽造やリプレイ攻撃などに対応するため、一定時間ごとに暗号を自動
的に変更する暗号化方式です。長時間盗聴しても、暗号が一定期間で変化する
ので暗号の解析が不可能です。

VoIP（Voice	over	IP）	･･････････････ インターネットやイントラネットなどのIPネットワークに音声を伝送する技術
のことです。

Webブラウザ	･･･････････････････････ インターネットのホームページなどを見ることができるソフトのことです。

WLAN携帯電話機	･･･････････････････ 無線LANによる内線電話機として使用することができ、携帯電話としても使用
できるFOMA端末です。
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五十音

【ア行】

空き外線････････････････････････････ 使用していない外線で、発信・着信できる外線のことです。

イーサネット････････････････････････ 1970年代に米国ゼロックス社が開発し、現在では代表的なLANの規格の一
つです。インターネットの標準化組織であるIEEE802委員会が標準化した
802.3CSMA ／ CDとイーサネットとは同義語として扱われることがありま
す。

イーサネットタイプ･･････････････････ イーサネットフレームにおける2バイトのデータで、上位レイヤのプロトコル
種別を指します。
例） Internet Protocol （IP）= 0800、AppleTalk over Ethernet = 

809B、Novell NetWare IPX = 8137

インターネット･･････････････････････ インターネットとは、世界150か国以上にまたがり企業や学術施設、商用ネッ
トワークなどを相互に結んだ世界最大のネットワークです。

オートクロス････････････････････････ 本商品のHUBポートは、UTPケーブルのストレート/クロス結線や対向
側が、MDI ポートに接続されていてもMDI-Xポートに接続されていても、
"AutoCross技術"によって必要なポート極性を自動的に認識して設定されま
す。

オフフック･･････････････････････････ ハンドセットを取りあげることです。

オンフック･･････････････････････････ ハンドセットを置くことです。

オンフックダイヤル･･････････････････ ハンドセットを置いたまま、スピーカボタンを押し、ダイヤルボタンを押すこ
とです。

【カ行】

外線捕捉････････････････････････････ ｢ツー」という外線発信音が聞こえる状態を外線捕捉の状態といいます。  
この状態のときに外へ電話をかけることができます。

【サ行】

再ダイヤル･･････････････････････････ 電話機から過去にかけた相手の電話番号を読み出し、発信することです。

サブネットマスク････････････････････ インターネットのような巨大なTCP/IPネットワークは、複数の小さなネット
ワーク（サブネット）に分割されて管理されますが、ネットワーク内の住所にあ
たるIPアドレスのうち、何ビットをネットワーク識別のためのネットワークア
ドレスに使用するかを定義する32ビットの数値のことです。

シフトJIS（シフトJISコード）	･･･････ 漢字コードを表すコード体系の一つで、MS-DOS、Windows、OS ／ 2など、
多くのパソコンOSに採用されています。

スピーカ受話････････････････････････ スピーカで相手の声を聞くことです。

用語の説明
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【タ行】

ダイヤルイン････････････････････････ 回線契約番号以外にも電話番号を契約し、相手がかけてきた番号によって直接
特定の内線電話機を呼び出したりすることができます。（着番号ダイヤルイン）

代理応答････････････････････････････ 他の端末への着信に応答できる機能のことです。

着信音･･････････････････････････････ 電話がかかってきたときに鳴る呼出音のことです。

デフォルトゲートウェイ･･････････････ 所属するネットワークの外のコンピュータへアクセスする際に使用する「出入
り口」の代表となるコンピュータやルータなどの機器のことです。アクセス先
のIPアドレスについて特定のゲートウェイを指定していない場合に、デフォル
トゲートウェイに指定されているホストにデータが送信されます。

【ナ行】

内線ホットライン････････････････････ ほかの電話機の内線番号を指定したボタン（DKボタン）を設定し、それを押す
ことによりワンタッチで内線電話機を呼び出すことです。

ナンバー・ディスプレイ･･････････････ 別途契約が必要なひかり電話、アナログ回線、ISDN回線の付加サービスです。
かけてきた相手の電話番号を電話機のディスプレイに表示し、着信履歴にも記
録します。

ネットマスク････････････････････････ ネットマスクは、IPアドレスのネットワーク部分を識別するためのマスクを表
し、IPアドレスの先頭ビットからのビット数をネットワーク部分と判断します。
また取扱説明書では、フィルタリングなどで受信したIPアドレスを比較する
ビットとしてネットマスクを使用している場合もあります。

【ハ行】

バージョンアップ････････････････････ 最新のプログラムをダウンロードすることにより、最新の機能をご利用になれ
ます。詳しくは、応用編（添付CD-ROMに収録）を参照してください。

ハンズフリー････････････････････････ ハンドセットを使わないで、内蔵マイクによりお話しができる状態のことです。
ハンズフリー応答、ハンズフリー通話などがあります。

非鳴動着信･･････････････････････････ 着信音が鳴っていない放送着信のことです。着信音が鳴っていない電話機でも、
外線ボタンが点滅していれば、応答することができます。

プリセットダイヤル･･････････････････ オンフック状態でダイヤルしたあとに、外線捕捉または内線捕捉をして発信す
る機能のことです。

フレッツ回線････････････････････････ フレッツ 光ネクスト、Bフレッツおよびフレッツ・光プレミアムを示します。

フレッツ・光プレミアム･･････････････ 接続回線に光ファイバを利用したベストエフォート型の通信サービスです。
NTT西日本収容ビルからお客さま宅までを最大1Gbpsの光回線で接続し、複
数のお客さまで共有するサービスです。

フレッツ	光ネクスト	･････････････････ 接続回線に光ファイバを利用したベストエフォート型の通信サービスです。最
大1Gbpsの高速インターネット接続が可能です。従来の「Bフレッツ」「フレッ
ツ・光プレミアム」に加えて、帯域確保型アプリケーションサービスが利用可
能です。
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プロトコルタイプ････････････････････ 取扱説明書で使用しているプロトコルタイプという言葉は、IPやNetWare、
AppleTalkなどの各プロトコルの種別を表しています。

ページング･･････････････････････････ IP多機能電話機のスピーカを使って、構内放送を行うことです。本商品では内
線グループ音声呼出機能を使って行うことができます。

放送着信････････････････････････････ 複数の内線電話機への外線着信です。着信しているどの電話機からも外線ボタ
ンを押して応答することができます。

【マ行】

無線LAN	･･･････････････････････････ 無線通信でデータの送受信をするLANのことです。

無線アクセスポイント････････････････ アクセスポイント、またはAP。IEEE802.11a/b/gでは基地局のことです。
本商品に内蔵している無線アクセスポイントと増設用無線アクセスポイント

（a/b/g）があります。

無線ステーション････････････････････ ステーション、またはST。IEEE802.11a/b/gでは移動局のことです。通常
はノートパソコンに接続されるPCカードですが、Netcommunity SYSTEM 
無線ステーションはIP多機能電話機、HUBなどに接続できます。

【ヤ行】

呼出状態転送････････････････････････ 通話を保留し、転送先の相手を呼び出したときに、相手が応答する前に転送す
ることです。

【ラ行】

ローミング･･････････････････････････ 無線ステーションが無線アクセスポイント（a/b/g）の電波の受信範囲から外れ
た場合に、別の無線アクセスポイント（a/b/g）に登録することができる機能の
ことです。

用語の説明
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索　引

アルファベット・数字

ALARMランプ	･･････････････････････
26,27,40,42,158,161

FOMA	N902iL	 ･･････････････････････････････ 14,103

INFOランプ	････････････････････････
26,27,40,42,46,48,49,161

IPコードレス電話機	････････････････････････････ 16,46

IP多機能電話機	･････････････････････････ 16,29,45,54

LANポート	･･････････････････････････28,31,39,41,52

LANランプ	･･･････････････････････････････ 26,27,158

PB	･･･････････････････････････････････････････････ 33

POWERランプ	･････････････････････
26,27,40,42,48,158,161

PPPoEランプ	････････････････････････････ 26,27,158

VoIPアダプタ	･････････････････････････････ 16,24,103

VoIPランプ	･･･････････････････････････････ 26,27,158

WANポート	･･･････････････････････････････････････ 28

WANランプ	･･･････････････････････････････････ 26,27

WLANランプ	･･････････････････････････26,27,49,158

五十音

【ア行】

空き外線自動捕捉･･････････････････････････････ 60,104

エラー表示･･･････････････････････････････････････ 154

オンフックダイヤル････････････････････････････ 58,146

オンフック転送････････････････････････････････ 88,148

音量

　スピーカ･････････････････････････････････････････ 55

　ハンドセット･････････････････････････････････････ 55

　着信音･･･････････････････････････････････････････ 54

【カ行】

外線着信･･････････････････････････････････････ 77,106

外線発信･･････････････････････････････････････ 56,104

外線ランプ･････････････････････････････････････････ 32

角度調節用足･･･････････････････････････････････････ 31

かんたん設定････････････････････････････････ 114,159

給電HUB	･･･････････････････････････････････16,24,43

個人電話帳･････････････････････････････････････････ 66

【サ行】

再ダイヤル･････････････････････････････････････････ 62

自動保留･･･････････････････････････････････････････ 89

受話口･････････････････････････････････････････････ 29

信号／音声呼出切替････････････････････････････ 80,146

スピーカ･･･････････････････････････････････････････ 29

スピーカ受話･･････････････････････････････ 55,57,148

スピーカランプ･････････････････････････････････････ 32

赤外線通信･････････････････････････････････････････ 75

赤外線ポート････････････････････････････････29,73,75

接続

　給電HUBとIP多機能電話機	････････････････････････ 43

　本商品とIP多機能電話機	･･････････････････････････ 45

　本商品と給電HUB	････････････････････････････････ 43

設定メニュー･････････････････････････････････････ 141

送話口･････････････････････････････････････････････ 29
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【タ行】

代理応答･･････････････････････････････････ 79,99,106

着信ランプ･････････････････････････････････････････ 29

着信履歴･･････････････････････････････････････ 64,147

ツイン転送･････････････････････････････････････ 92,94

通話中着信･････････････････････････････････････････ 81
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仕　様

回線（ひかり電話） 適用回線 ひかり電話オフィスタイプ（フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フ
レッツ・光プレミアム）
ひかり電話（フレッツ 光ネクスト）

外線容量 3 ～ 8チャネル（ひかり電話オフィスタイプ）
1 ～ 2チャネル（ひかり電話）

音声圧縮方式 G.711（μlaw）
呼制御 SIP（RFC3261準拠） IPv4のみ対応

回線（アナログゲート
ウェイボックス）

最大接続数 1台（アナログ2回線）

回 線（ISDNゲ ー ト
ウェイボックス）

最大接続数 1台（ISDN1回線）

内線 最大収容数 20台（アナログゲートウェイボックスの単体電話機1/2を含む）
WAN インタフェース IEEE802.3　　10BASE-T

IEEE802.3u　 100BASE-TX
オートネゴシエーション対応
MDI ／ MDI-X 自動切換対応

ポート数 1ポート
通信速度 10M ／ 100Mbps
接続コネクタ RJ45（8ピンモジュラジャック）

LAN インタフェース IEEE802.3　　10BASE-T
IEEE802.3u　 100BASE-TX
オートネゴシエーション対応
MDI ／ MDI-X 自動切換対応

ポート数 3ポート
通信速度 10M ／ 100Mbps
接続コネクタ RJ45（8ピンモジュラジャック）

無線LAN インタフェース IEEE802.11a準拠OFDM
IEEE802.11b ／ g準拠

チャンネル数 IEEE802.11a 全4ch（W52）
IEEE802.11b 全14ch 
IEEE802.11b ／ g 全13ch

abg同時通信 可能
ネットワーク LAN側対応プロトコル TCP ／ IP

対応フレームサイズ 64 ～ 1518byte
電源仕様 ACアダプタ

　入力 ：AC100V±10％　50 ／ 60Hz
　出力 ：DC12V±10％

消費電力 最大時約12W
外形寸法 幅約170mm × 奥行き約130mm × 高さ約62mm

（突起部分を除く）
重量 約0.4kg（本体）

約0.4kg（ACアダプタ）
妨害波特性 VCCI 基準クラスAに適合
使用環境 温度　10 ～ 35℃

湿度　20 ～ 85％ （結露のないこと）
時計精度 平均月差±60秒以内
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保守サービスのご案内

●保証について
保証期間（1 年間）中の故障につきましては、「保証書」の記載に基づき当社が無償で修理いたしますので「保証書」

は大切に保管してください。（詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。）

●保守サービスについて
保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実

費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをおすすめしております。

保守サービスの種類は

定額保守サービス ● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。

実費保守サービス ● 修理に要した費用をいただきます。
　（修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術費用・

　部品代をいただきます。）
　（故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。）
●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいする

ための費用が不要になります。

●故障の場合は
故障した場合のお問い合わせは局番なしの 113 番へご連絡ください。

●その他
定額保守サービスの料金については、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ
■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-970413
※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は

03-5667-7100（通話料金がかかります）
受付時間	 9：00〜 21：00
※年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-248995
受付時間 9：00 〜 21：00
※年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

●補修用部品の保有期間について
本商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、7 年間保有しております。

なお、部品によっては 7 年間保有が困難なものもあります。

詳しくは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。
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本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 環境を考えて大豆インクを使用しています

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、
定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ： http://web116.jp/ced/
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ
■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-970413
※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は

03-5667-7100（通話料金がかかります）
受付時間	 9：00〜 21：00
※年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-248995
受付時間	 9：00〜 21：00
※年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

©2009 NTTEAST・NTTWEST
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