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このクイックヒントは、Polycom® RealPresence Trio™ 8500
および 8800 システムに適用されます。
利用可能な機能の詳細については、Polycom Voice
Support にある『Polycom RealPresence Trio Solution ユー
ザガイド』をご参照ください。

データの入力

通話の終了

会議通話を開始する

終了できるのはアクティブな通話のみです。

最大 4 つの連絡先を含む会議通話を開始できます。

アクティブな通話を終了するには:

会議通話を開始するには:

»

オンスクリーンキーボードを使用して、情報を入力する
ことができます。

[通話終了] をタップします。

絡先] または [最近の通話] から連絡先を選択します。

保留中の通話を終了するには:

応答後、連絡先が会議に追加されます。

»
をタッ

[再開] >

[通話の終了] の順にタップします。

通話の保留と再開

通話の発信

アクティブな音声通話またはビデオ通話を保留にして、
準備ができてから通話を再開することができます。

[連絡先]、[最近の通話] から連絡先に、またはお気に入
りに通話を発信できます。

通話を保留にするには:

通話を発信するには:
» ホーム画面で、次のいずれかを行います。
➢ [通話の発信] をタップして電話番号を入力し、
をタップします。

»

[保留] をタップします。

通話を再開するには:
»

[再開] をタップします。

➢ [お気に入り] をタップします。

スケジュール済み会議への参加

➢ [連絡先] をタップし、ディレクトリを選択して、
連絡先を選択し、[ダイヤル] をタップします。

会議の開始 5 分前になると、電話機に会議の通知が表示
されます。カレンダーまたは会議リマインダーからスケ
ジュール済み会議に参加することができます。

➢ [最近の通話] をタップし、連絡先を選択します。
連絡先の番号が自動的にダイヤルされます。

通話への応答
着信通話に応答することも、拒否することもできます。

カレンダーから会議に参加するには:
» [カレンダー] をタップし、目的の会議の [参加] を
タップします。
会議リマインダーから会議に参加するには:

通話に応答するには:
»

[応答] をタップします。

2 [追加] をタップして連絡先の番号を入力するか、[連

保留中の通話を終了するには、まず通話を再開します。

オンスクリーンキーボードを使用するには:
» テキストフィールドをタップするか、
プします。

1 連絡先に通話を発信します。

» 会議リマインダーが表示されたら、[参加] をタップ
します。

会議通話にアクティブな通話を参加させることも、保留
中の通話を参加させることもできます。
2 つの通話を会議通話に参加させるには:
» [通話] 画面で、2 つの通話を選択して
マージ] をタップします。

[通話の

会議通話の管理
会議通話を開始したら、参加者を全員または個別に
ミュートにしたり、通話から参加者を削除したりするこ
とができます。
すべての会議参加者をミュートにするには:
» すべての参加者をミュートにする会議の名前をタッ
プしてから、

[すべてミュート] をタップします。

参加者を個別に管理するには:
» 参加者をタップしてから、次のいずれかを行います。
➢ 参加者をミュートにするには、
をタップします。
➢ 通話から参加者を削除するには、
了] をタップします。

[ミュート]
[通話終

最近の通話の閲覧

音量の調節

コンテンツの表示

発信通話、着信通話、および不在着信を閲覧することが
できます。

通話の音量や、着信通話の呼出音の音量を調整するには、
音量キーを使用します。

RealPresence Trio Visual+ がモニターに接続されており、
RealPresence Trio 8800 システムとペアリングされている
場合、ラップトップ上の Polycom® RealPresence® Desktop
またはタブレット上の Polycom® RealPresence® Mobile を
使用して、コンテンツを表示することができます。どち
らのアプリケーションも取得していない場合、
support.polycom.com/rpd から RealPresence Desktop を
ダウンロードするか、タブレットのアプリケーションス
トアから RealPresence Mobile をダウンロードすること
ができます。

最近の通話を閲覧するには:

音量を調節するには:

» [最近の通話] をタップします。

連絡先リストの閲覧

Bluetooth デバイスの接続

連絡先リストの連絡先を閲覧することも、連絡先リスト
に連絡先を追加することもできます。
連絡先リストを閲覧するには:
» [連絡先] > [連絡先リスト] に移動します。
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、

» + [音量大] または – [音量小] ボタンをタップします。

をタップします。

2 連絡先の情報を入力し、[保存] をタップします。

[お気に入り] の追加

Bluetooth が有効な場合、Bluetooth 対応の電話機やタブ
レットを音声会議システムとペアリングして接続するこ
とができます。
Bluetooth デバイスを接続するには:
» デバイスで、Bluetooth をオンにし、使用可能なシ
ステムおよびデバイスのリストで、RealPresence
Trio を選択します。

NFC を使用した Bluetooth デバイスの接続

お気に入りとして連絡先を追加することができます。す
べてのお気に入りは、ホーム画面に表示されます。

Bluetooth および NFC が有効な場合、NFC 対応の
Bluetooth 電話機やタブレットを RealPresence Trio 8800
システムに接続することができます。

[お気に入り] を追加するには:

NFC を使用して Bluetooth デバイスを接続するには:

1 [連絡先] > [連絡先リスト] に移動し、連絡先を選択
します。

2 [詳細] 画面で、

をタップします。

[お気に入り] アイコンが青
に変わり、連絡先
がホーム画面に追加されます。
[お気に入り] として追加された連絡先は、[連絡先リス
ト] の先頭に表示されます。

RealPresence Desktop または RealPresence Mobile
を使用してコンテンツを表示するには:

1 Desktop または Mobile アプリケーションを開きま
す。

2

[設定] > [SmartPairing] に移動します。

3 [SmartPairing が有効] と [自動検出] のチェック
ボックスをクリックするかタップし、[OK] または
[完了]をクリックします。

4

を選択して、[コンテンツの共有] を選択します。

5 システムの名前または IP アドレスを選択して、[ペ

1 デバイスで NFC を有効にします。

アリング] を選択します。

2 システムにある NFC 記号を 2 秒間タップし続けま

リスト内にシステムが見つからない場合は、システ
ムの IP アドレスを入力して、[ペアリング] を選択
します。

す。

3 デバイスがペアリングされ、RealPresence Trio
8800 に接続されたことを確認します。

Bluetooth 経由での通話の発信

RealPresence Mobile で、[手動ペアリング] を
タップしてから、システムの IP アドレスを入力し、
[実行] をタップします。

6 共有するモニターまたはアプリケーションを選択し

いつでもマイクをミュートにすることができます。

Bluetooth または NFC を使用して RealPresence Trio システ
ムに携帯電話を接続すると、携帯電話で通話を発信し、
システムを通話のスピーカーフォンとして使用すること
ができます。

マイクをミュートするには:

Bluetooth 経由で通話を発信するには:

7 RealPresence Mobile の場合、

マイクのミュート

» システムやマイクにある
[ミュート] または
ミュートキーをタップします。

1 携帯電話で、連絡先へ通話を発信します。

ます。
RealPresence Desktop の場合、コンテンツが自動
的に表示されます。

ンテンツを表示します。

2 [通話] 画面で、RealPresence Trio を音声ソースと
して選択します。

ミュートアイコンは赤
キーは赤く光ります。

に変わり、ミュート
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