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これらのクイックヒントは、VVX 250、350、および
ビジネス IP フォンに適用されます。
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連絡先リストを閲覧するには:
» [連絡先リスト] > [連絡先リスト]を選択します。
連絡先を連絡先リストに追加するには:
1 [連絡先リスト] で、[追加]を選択します。
2 連絡先の情報を入力し、[保存]を選択します。
[お気に入りインデックス]フィールドには 1 ～ 99
の間の数字を入力して、連絡先をお気に入りにす
ることができます。
ボイスメールの再生

新しいボイスメールメッセージがある場合、回線
にメッセージアイコン が表示されます。
ボイスメールを再生するには:
1 [メインメニュー] 画面で、[メッセージ]を選択
するか、 を押します。
2 [メッセージセンター] > [接続]を選択します。
3 プロンプトの指示に従います。

応答拒否の有効化
応答拒否の有効化

通話を受信したくない場合は、応答拒否を有効に
することができます。
応答拒否を有効または無効にするには:
» [メインメニュー] 画面で、[DND]を選択します。

呼出音の設定

すべての連絡先または個々の連絡先からの着信通話の
呼出音を設定できます。
着信通話の呼出音を設定するには:
» [設定] > [基本設定] > [環境設定] > [呼出音のタイ
プ]を選択し、呼出音を選択します。
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