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特殊ボタン 
ワンタッチを設定
します 

マイク 
受話器を置いたままで 
話す時、このマイクに 
向かって話します 

※マイクON時に赤点
灯します 

レンタル電話機 
操作ガイド 

Exitボタン 
メニュー操作を終了する 

Helpボタン 
ファンクションボタンに 
登録されている機能を 
確認をする 

フックボタン 
転送ボタンと同じ機能です 

スピーカボタン 
受話器を置いたまま電 
話をかける 

メニューボタン 
メニューを表示する 

カーソルキー 
<上下キー(ボリューム)> 

受話音量、着信レベル音量及びディスプレイの濃さを調整する 
<左キー(再/短)> 

最後にかけた相手にかけ直したり、短縮ダイヤルを使ってかける 
<右キー(電話帳検索)> 

電話帳のメニューを表示する 
<確定ボタン(カーソルキーの真ん中のボタン) 

選択項目の確定をする 

保留ボタン 
通話を保留する 

応答ボタン 
電話を受ける 

発信ボタン 
電話をかける 

ソフトキー 
ディスプレイに表示され 
る機能を選択する 機能ボタン 

外線を受ける時、かけ
る時、ワンタッチで電話
する時に使います 

転送ボタン 
転送する 

クリアボタン 
メニュー操作中、1つ 
前の状態に戻す 

着信ランプ 
着信時に点滅します。また、ボイスメ 
ールを利用している場合、メッセージ 
が録音されていると点滅します 

各部の名称と働き 
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：受話器をとる 
：受話器をおく 

：ダイヤルボタン 

：機能ボタン ：カーソルキー 

スピーカ通話に切り替える 

応答ボタンで受ける 

回線ボタンで受ける 

受け方 

操作記号 

外からかかっきた電話を点滅している回線ボタンを押す 
または応答ボタンを押すと、外線からの電話を受けられます。 
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通話中にスピーカを押す 

応答ボタンで受けて受話器を
上げないとスピーカ通話にな
ります。発信、スピーカを押し
て電話を切ることができます。 

応答ボタン、受話器のどちらが先
でも通話することが出来ます。 



5回前までにかけた
相手にかけ直すこと
ができ ます。 

１～5回  

左キー（再/短） 

かけ方 

外線の場合は「０」を押してから 
外線番号を押します。 
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受話器をあげてからかける 

再ダイヤルでかける 

受話器を置いたままかける 

外線の場合は「０」を押してから 
外線番号を押します。 



「発着信履歴」  
を選択 

（中央の確定 
ボタン） 

＋ 

（中央の確定ボタン） 

かける方を選択 

（上下キー） 

（中央の確定 
ボタン） 

「不在着信履歴」 

OR 「発信履歴」 

OR 「着信履歴」 
＋ 

かけ方 
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ワンタッチ呼出でかける 

発着信履歴からかける 

登録したワンタッチ 

ボタンを押してかける 

メニュボタンとカーソル
で操作する 



（転送先の番号） 

保留、転送 

他に電話機がある場合は他の
電話機は赤点灯しております。 
他の電話機では取れません。 

点滅している電話機で取ること
ができます。 
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通話中に転送する 

通話中に保留する 

保留から通話に戻る 

自己保留から通話に戻る 

通話中に自己保留する 

自己保留とは保留した電話機
でのみ通話に戻れる機能です 



受話機の音量調整 

着信音量の調整 

スピーカの音量調整 

表示器の濃さを調整 

通話中にボタンを押す 

受話音量を小さくするときは 
カーソルキーの下キー側を、 

大きくするときは、カーソルキー
の上キー側を押します。 （上下キー） 

着信のベルが鳴っている時に
ボタンを押す 

着信音量を小さくするときは、 
カーソルキーの下キー側を、 

大きくするときは、カーソルキー
の上キー側を押します。 （上下キー） 

スピーカを押して上下操作、または
スピーカで通話中にボタンを押す 

スピーカ音量を小さくするとき
はカーソルキーの下キー側を、 
大きくするときは、カーソルキー
の上キー側を押します。 （上下キー） 

電話機を使っていない状態
で操作してください 

（上下キー） 

表示を淡くするときは 
カーソルキーの下キー側を 
濃くするときは 
カーソルキーの上キー側を 
押します。 

音量・コントラストの調整 
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①特殊ボタン 

 を押します 

 特殊ボタン 

 のランプが赤点灯します 

②記憶させる 

 ワンタッチボタン 

 を押します 

③登録する電話番号 

 （最大３２桁）をダイヤルします 

ワンタッチボタンの登録方法 

④再度特殊ボタン 

を押し、設定を完了させます 

完了すると特殊ボタンの
赤点灯が消灯します 

外線の場合は「０」＋電話番号 
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 ※ワンタッチボタンは点きません。 
画面にも設定中の表示はありませ
ん。そのままお進み下さい。 

 ※①、②の操作すると、設定し
た番号を確かめることができます。 

 ※取り消しの操作はありません。 

他の番号を上書き設定下さい。 

 ※ご自身の番号がある回線ボタンには設定は
できません。そのボタンを押すと設定が終了にな
ります。マイラインボタンも同様です。 
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