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機能 

♦︎ プログラム可能なファンクションシンボルとファンクションキー（F1-F4） 

ディスプレイ下にあるファンクションキー

を押し、ディスプレイに表示されているフ

ァンクションを実行/リストを開く。 

標準機能は通常（停止）状態の画面に表示される。デフ

ォルト設定はインストールされているファームウェアに依

存する。 

電話帳の表示 

送受信リスト（不在着信、受信、送信の確認） 

転送 （転送のオン/オフ） 

状態情報（転送使用中、パスワード未設定、不在

着信他）。状態情報がない場合、 が表示され、電

話機の IPアドレス、Snom Wikiの URL を表示。 

ハンズフリー/ハンズセットモードの切り替え。電話をスピーカーで受け取る。 

♦︎オーディオコントロールキー 

 

音量の調節 

  ・電話機を使用していない/着信時： 着信音の調節 

  ・電話中： ハンドセット、スピーカー音量の調節 

ミュート/ミュート解除 

ヘッドセットモード オン/オフ 
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♦︎ナビゲーションキー 

• 入力、アクションの許可、保

存、一つ前の画面に戻る。 

• スピーカーフォンやヘッドセット

モードで通話を受ける。 

• 通常画面時： ディスプレイから

電話をかける（リダイヤル）。 

•

• アクションや入力をキャンセルし

たり、1つ前の画面に戻る。 

• スピーカーフォンやヘッドセッ

ト、ハンドセットモードで通話を

終了する。 

通常画面時：この電話の

着信元を選択 

その他：ナビゲーションメ

ニューの上下 

通常画面時：着信 

 

その他：選択/左

スペース 

通常画面時：不在着信 

 

その他：選択/右スペー

ス 

DNDのオン/オフ。発信者は使用中の信号音を聞く。 

転送 

♦︎既定/カスタマイズ可能ファンクションキー 

 
LED付 MWIキー 

 ・メッセージが留守番電話ボックスにある場合、LEDが点灯（PBXでメールボックス使用時） 

 ・キーを押してメッセージを聞く 

 

ディレクトリ 

設定メニュー 

 

保留 

♦︎プログラム可能セルフラベリング LEDキー(P1-P32)  

 デフォルト設定： ライン 

• 早い LED点滅： 着信。 キーで受け取る 

• LED点滅： 通話中 

• 遅い LED点滅： 保留中 

 

♦︎スターキー  

• 編集モード： 

○ 一秒間長押しでインプットモードに変更（数字、小文字、大文字） 

○ 軽く押して⋆を記入 

• 通常画面時：三秒間長押しでキーパッドのロック/アンロック 
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この電話機は LANケーブルによる PoE(イーサネット経由の電力供給)、LANケーブルが無

い場合は付属品の 5V DC電源アダプターによる電力で操作可能です。 

• LAN ケーブルの片方の端末を「NET」とラベリングされた LANポートに接続します。

もう片方をネットワーク側へ接続します。PoE の環境が無い場合は、「5V DC」とラベ

リングされたコネクタに電源アダプターを接続し、コンセントに接続します。 

• 「PC」とラベリングされた LAN ポートは、電話機経由で PC等へ LAN 接続する際に使

用されます。 

 

 
  

(1). PoE が使用不能の場合：  

(2). 付属品以外の接続 

(3). オプションの接続：  

 

 

 

電話機の接続 
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 を押し、設定画面を開きます。ここから電話機の設定を変更をすることができます。選択した

いサブメニュー/設定までスクロールし、 を押します。 

ユーザーモードで設定可能な一覧 

1.好みの設定 2.コール機能 3.アイデンテ

ィティ 

4.メインテナンス 5.情報 

1.言語  1.コール自動転送  1.発信 ID

を選択 

 1.セキュリティ  1.ステータ

ス情報 

2.日付   1.すべて自動転送  2.ユーザー

を登録 

  1.管理者モー

ドオフ 

 2.システム

情報 

 1.日付のフォーマット   2.通話中に自動転送 
 

  2.キーボード

ロック PIN 

 3.ヘルプ 

 2.24時間時計   3.タイムアウト後に

自動転送 

 
 2.リブート 

 

3.オーディオ  2.発信コール 
   

 1.トーン・スキーム   1.オートリダイアル 
   

 2.リンガー（着信音）   2.通話中に自動リダ

イアル 

   

 3. 音量   3.番号推測 
   

4.ディスプレイ   4.オートダイアル 
   

 1.ディスプレイ   5.発信 IDを隠す 
   

  1.操作時のバックライ

ト 

 3.着信コール 
   

  2.通常(停止）状態の

バックライト 

  1.コール待ち 
   

  3.スマートラベルオプ

ション 

  2.自動応答インディ

ケーション 

   

   通常(停止)画面   3.非通知電話を拒否

する 

   

   着信画面   4.サイレントモード 
   

   その他画面 
    

   タイマー（デフォル

ト） 

    

   タイマー（ページ１

に戻る） 

    

 2.拡張モジュール 
    

  1.操作時のバックライ

ト 

    

  2.通常(停止)状態のバ

ックライト 

  
   

  3.コントラスト 
    

  4.外観 ➡ 
   

  5.Fキー   6.その他 
   

   1.スマートラベルキ

ー 

   1.クイックダイア

ル連絡先 

   

    1-4.ページ 1-4 
    

   2.拡張モジュールキ

ー 

    

設定の変更 

転送設定などは全て弊社システム側 

からの設定となります。 

電話機からは操作しないで下さい。 
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 着信音の変更 
設定 ＞ 1. 好みの設定＞ 3. オーディオ＞ 2.リンガー 

お好きな着信音を選択して を押してください。 

 

 言語を変更する 

設定 ＞ 1.好みの設定 ＞ 1.言語 の順で変更してください。 

 

 バックライトの明るさを変更する 
設定 ＞ 1. 好みの設定＞ 4. ディスプレイ＞ 1.操作時のバックライト/2.通常状態のバックライト の

順で変更してください。 

 

 

 

 

 

♦︎ 通話 

ハンドセット利用時 

• ハンドセットを取り、電話番号を入力し、 を押す。 

• 電話番号を入力し、ハンドセットを取る。 

 

ヘッドセット利用時 

電話番号を入力し、 を押す。 

 

スピーカーフォン利用時 

電話番号を入力し、 を押す。 

 

♦︎ リダイヤル 

1. を押し、最後にダイヤルした番号の一覧を表示。最も最近の発着信が一番上に表示される。 

2. で番号を選択し、 を押す。 

 

♦︎ 保留 

1. 保留をするときは、通話中に を押してください。保留中の着信は以下のように表示されます。 

 

 

 

 

 

基本操作 

• ラインキーが遅く点滅 

• 着信表示 LEDが遅く点滅 

• ２度のブザー音 
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♦︎ 転送 

 
＜応答後転送＞ 

1. 保留を押します。(左端の図) 

2. 転送相手の番号を入力、または、外部電話番号ディレクトリより番号を選択し、 を押します。（中

央の図） 

3. 転送相手が電話に出たら、受話器を置いて転送完了です。  

 

＜ブラインド転送＞ 

1. 通話中に  を押すと、ダイアルスクリーンが表示されます。 

2. 転送相手の番号を入力するか、  マークをタッチし、電話帳より選択します。 

3. を押すと通話は転送され、転送元の通話は終了します。 

 

♦︎ 通話の終了 

• ハンドセット利用時：ハンドセットを台座に戻す、または、 を押します。 

• スピーカーフォン利用時： を押します。 

 

♦︎ 不在着信 

 
• 不在着信がある場合、着信 LEDの点滅、ステータスラインの不在着信シンボル、及び、ディスプレイ

上にメッセージが表示されます（左端の図）。 

• 不在着信をご覧になる場合は、ナビゲーションキーの を押します。表示される赤い点は最後に不在

着信一覧を見た時点以降の不在着信を示します（右端の図）。 

• 不在着信のメッセージ、LED表示を消す際は、不在着信一覧を一度見るか、 をクリックし、設定 

> 5.情報 > 1.ステータス情報 でステータス情報を確認し（中央の図）、下に表示される キーを

押します。 
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困った時は・・・ 
 

 

♦︎ 電話会議（最大 3人まで） 

 

1. 電話会議をするときは、最初にダイアルした番号との通話中に保留を押します。 

2. 参加させたい相手の番号を入力し、 を選択して電話会議を開始します。 

 

♦︎ 電話帳の追加 

1. を押し、電話帳を開きます。 

2. のファンクションキーを押し、電話番号、氏名を記入していきます。 で決定します。 

 

♦︎ 電話帳の編集 

 

1. を押し、電話帳を開きます。 

2. 検索したい名前を入力し、 で検索結果を選択し、選択された名前を で編集、 で削除し

ます。 

 

♦︎ 電話帳の検索 

1. を押し、電話帳を開きます。 

2. 検索したい名前を入力し、 で検索結果を選択します。 を押すと発信ができます。 

  

 ♦︎ 着信しない（DND）状態にする 

 を一度押して、DND状態にします。DND状態でもう一度、 を押すと、DNDが解除されます。 

 

 

 

電話機に突然不具合が発生した際は、まず LANケーブルを抜き差しして再度立ち上げてください。 

それでも改善されない場合は、カスタマーサポートへお問い合わせください。  

＜お問い合わせ＞ 

アイネオ株式会社 CIRCLEサポート 

support@circleip.com 
営業時間 9：30〜18：00（土日祝除く） 


