PBX不要のビジネス電話

Vtech会議電話機操作のご案内

Vtech VCS754J
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1 はじめに
1.1 VTECH Eris Station について
Eris Stationワイヤレスマイク電話会議システムは、オフィス内で使用するために設計されています。
本体と4個のワイヤレスマイクにより、会議室のどこからでも電話会議に参加でき、
クリアな会話を届け
ることができます。

2 準備
2.1 本体の接続
本体と付属のケーブル類を、下図のように接続します。

電源コンセント

電源コード
配線用溝

接続ケーブル
(先端黄色)

ケーブル

ネットワーク ジャック

（スイッチングハブやルーター）

① 接続ケーブル(先端黄色)の片方のプラグを本体底面の「TO ADAPTOR」ジャックに差し込み、反対
側のプラグを電源アダプターの「VCS754J」ジャックに接続してください。ケーブルは本体底面の配
線用溝に通してください。
② LANケーブルの片方のプラグを電源アダプターの「LAN」ジャックに差し込み、反対側のプラグをネ
ットワーク
（スイッチングハブやルーター）のジャックに接続してください。
③ AC電源コードの接続端子を電源アダプターのジャックに接続し、電源プラグをコンセント
（AC100V）に差し込んでください。
 本製品は、AC電源に接続してご使用ください。PoEには対応していません。
 付属の電源アダプターは、本製品専用です。その他のネットワーク機器には
ご使用いただけませんので、接続しないようご注意ください。
 本体の接続には、必ず付属の接続ケーブル（黄色プラグ付）をご使用ください。
このケーブルは、本製品が最適に動作するようシールド構造を採用しています。
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2.2 各部の名称：本体（正面）

⑭ ①

⑬

②

③
④
⑫

⑤

⑪
⑩

⑥
⑦
⑧

⑨

① スピーカー

⑧ 本体マイク
（正面）

② 液晶ディスプレイ

⑨【ミュート】

③ LEDライト

システムの状態を表示

④【メニュー】【
/ 決定】
                  メインメニューを表示
                  項目の選択、
入力や設定した内容を決定
⑤ カーソル キー

 電話中、システムの
全てのマイクをミュート／解除

⑩【音量】

 着信音量の調節
 受話音量の調節（通話中）

⑪ ソフト キー

 液晶ディスプレイに表示されている
タブの内容に応じ動作

 メニューや電話帳で、
項目を上下にスクロール

⑫ ワイヤレスマイク

 番号や名前を入力時に、
カーソルを左右に移動

⑬ 充電端子

⑥【通話 / 切】

 電話をかける / 受ける / 切る

⑭【保留】【
/ キャンセル】


             通話を保留／解除

     メニュー内で、
⑦ ダイヤル キー

1つ前のメニューページに戻る

 番号や文字、記号を入力
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2.3 各部の名称：本体（背面)
①

③
②

④

① LEDライト

 システムの状態を表示

② 本体マイク
（背面）
③ 電源アダプター接続用ジャック

2.4 各部の名称：ワイヤレスマイク

①
②
③

⑤

④

① マイク

④ 電池カバー

② LEDライト

⑤ 充電端子

 システムの状態を表示

③
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(MUTE ALL)
 電話中、システムの全てのマイクを
ミュート / 解除

2.5 L E D ライトによる状態表示
本体の状態表示
緑（約2秒間 点灯）

電源を入れた時

緑（点灯）

通話中

赤（点灯）

通話ミュート中

緑（遅い点滅）

通話保留中

緑（点滅）

着信時

オレンジ（点灯）

新着メッセージ、または 不在着信

オレンジ（点滅）

ネットワーク接続エラー、または アカウント未登録

ワイヤレスマイクの状態表示
オレンジ（約2秒間 点灯）

電源を入れた時

オレンジ（点灯）

充電中（充電ドック内）

緑（点灯）

通話中

赤（点灯）

通話ミュート中

オフ（点灯／点滅なし）

電源オフ（スリープ状態、バッテリー無し）

オレンジ（点滅）

バッテリー残量少

緑（点滅）

着信時

赤（遅い点滅）

無線圏外時、または
本体からワイヤレスマイクを呼び出し中（ビープ音）

電話機の使い方
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3.1 電話をかける
                 ボタンを押した後に電話番号をダイヤルするか、または、先に電話番号を
ダイヤルキーで入力してから                 ボタンを押すと、電話をかけることができます。
電話をかける（電話番号を直接ダイヤルする）
1.

ボタンを押す。
ダイヤルトーンが鳴ります。

2. ダイヤルキーを使い、電話番号を入力する。

3.                      を押すと発信する。
または、電話番号の入力が完了すると、数秒後に自動的に発信します。
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電話をかける（先に電話番号を入力する）
1. ダイヤルキーを使い、電話番号を入力する。

ボタンを押すと発信する。

2.

相手が応答し通話が開始されると、通話中の画面が表示されます。

3.2 電話を切る
通話状態で                  ボタンを押すと、電話が切れます。
使用後は、全てのワイヤレスマイクを本体の充電ドックに戻してください。

3.3 電話を受ける
電話がかかってきた時に、                 ボタンを押すと通話できます。

もし、着信に対して応答しなかった場合は、不在着信通知画面が表示されます。

不在着信通知画面では、下記の表示タブから対応を選択できます。
                     待機画面に戻ります。
                     着信相手に電話をかけます。
                     着信履歴で不在着信の情報を表示します。

3.4 電話を保留にする
通話中に他の相手に電話をかける時に、通話中の電話を切らずに保留にすることができます。
通話中に本体の                 ボタンを押します。
保留中の画面が表示され、LEDライトが緑色でゆっくりと点滅します。

                     保留を解除します。
                     通話を終了します。
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3.5 ミュート機能

  

通話中のミュート機能により、本体からの音声（送話音）を通話相手に聞こえなくすること
ができます。本体のミュート中も、通話相手からの音声（受話音）は聞こえます。
 通話中に、本体またはワイヤレスマイクの                  ボタンを押します。
本体とワイヤレスマイクのLEDライトが赤色に変わり、全てのマイクがミュートの 状態になります。
 もう一度                  ボタンを押すと全てのマイクのミュートが解除され、LEDライトが緑色に変わります。

3.6 三者通話

  

本体から2か所の相手に電話をかけることにより、三者で通話することができます。
三者通話を始める
1. 1番目の相手と通話中に、                     を押す。
通話は自動的に保留状態になり、会議(三者通話)の設定画面が表示されます。

2. 三者通話を行ないたい2番目の相手の電話番号を
ダイヤルキーで入力し                     を押す。
3. 2番目の相手とつながったら、                     を押す。
[デンワカイギ]と表示され、三者通話が始まります。

※ 2番目の通話相手が不在または、誤ってダイヤルしてしまった場合のキャンセル方法は、
                     または                     ボタンを押します。その後                     を押すと1番目の相手との
通話にもどります。

4 電話帳
電話帳には名前と電話番号が200件まで登録できます。
（着信拒否番号の登録件数も含む）
電話帳に登録しておくと、電話帳から連絡先を選んで直接電話をかけることができます。
また、電話帳の中の連絡先を、名前から検索することも可能です。

4.1 連絡先を検索する

  

1. 待機状態で、本体の                  ボタンを押す。
2. カーソルキーで［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
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3. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
4. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
5. 電話帳の画面でカーソルキーの ◀または▶ を押し、                     を表示させる。
6.                     を押す。
連絡先の検索画面が表示されます。

7. カーソルキーの ◀または▶ を押し、名字から検索するか名前から検索するか選択する。
8. カーソルキーの ▼ を押し、検索文字の入力欄に移動する。

9. ダイヤルキーで、検索する名前の文字を入力する。
※ ソフトキーの                     を押すと、入力する文字の種類が切り替わります。
10.

ケンサク

  を押す。

検索を開始し、対象となる連絡先を表示します。
複数の連絡先が検索された場合は、カーソルキーの ▲または▼ で他の連絡先を表示します。

4.2 電話帳から電話をかける
1. 待機状態で、本体の                ボタンを押す。
2. カーソルキーで［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                 ボタンを押す。
4. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                 ボタンを押す。
5. 電話帳の中から、カーソルキーの ▲または▼を使って電話をかけたい連絡先を表示させる。
6. 表示させた連絡先の中の他の電話番号を表示させる場合は、                     を押す。
7. 希望の電話番号が表示されたら、                ボタンを押す。

4.3 電話帳に連絡先を登録する
1. 待機状態で、本体の  ボタンを押す。
2. カーソルキーで［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
4. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
5. 電話帳で連絡先を表示させ、カーソルキーの ◀または▶ で、                     を表示 させる。
※初めてのご登録の場合は、                     ボタンが表示されず、登録画面が表示されます。
6.                     を押す。
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新たな連絡先の登録画面が表示されます。

7. ダイヤルキーを使い、氏名と電話番号を入力する。
ナマエ：には、名前を入力します。
ミョウジ： 苗字を入力します。
シゴト / ケイタイデンワ / ソノタには、電話番号を入力します。
 ※ ソフトキーの                     を押すと、入力する文字の種類が切り替わります。
                     を押すと、入力した文字を一文字消去します。
 カーソルキーの ▼ を押すと、次の行に移動します。
8. 必要な情報の入力が完了したら、                     を押す。

4.4 連絡先の内容を編集する
1. 待機状態で、本体の  ボタンを押す。
2. カーソルキーで［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
4. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
5. 電話帳で編集したい連絡先を表示し、カーソルキーの ◀または▶ で                     を表示させる。
6.                     を押す。
選択した連絡先の編集画面が表示されます。

7. ダイヤルキーを使い、氏名や電話番号を変更する。
ナマエ：には、名前を入力します。
ミョウジ： 苗字を入力します。
シゴト / ケイタイデンワ / ソノタには、電話番号を入力します。
 ソフトキーの                     を押すと、入力する文字の種類が切り替わります。
                     を押すと、入力した文字を一文字消去します。
 カーソルキーの ▼ を押すと、次の行に移動します。
8. 編集が完了したら、                     を押す。

4.5 連絡先を選んで削除する
※一度、削除すると元に戻りませんので、ご注意ください。
1. 待機状態で、本体の  ボタンを押す。
2. カーソルキーで［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
4. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
5. 電話帳の中から、カーソルキーの ▲または▼を使って削除したい連絡先を表示させる。
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6. カーソルキーの ◀または▶ を押し、画面に                     タブを表示させる。

7.                     を押す。
8. 確認用画面が表示されるので、                    を押す。

4.6 連絡先を全て削除する
※一度、削除すると元に戻りませんので、ご注意ください。
1. 待機状態で、本体の  ボタンを押す。
2. カーソルキーで［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
4. カーソルキーで［デンワチョウ］を選択し、                ボタンを押す。
5. 電話帳の画面で、カーソルキーの ◀または▶ を押し、                    表示させる。
6.                     を押す。
7.  確認用画面が表示されるので、                    を押す。

5       通話履歴
通話履歴では、直近の着信及び発信の履歴を、合計で200件まで記録しています。
200件以上で新しい通話情報が記録されると、古い通話情報から順に削除されます。
以下のフォルダから、それぞれの通話履歴の情報を見ることができます。
 全て［スベテ］
 不在着信履歴［フザイチャクシン リレキ］
 着信履歴［チャクシン リレキ］
 発信履歴［ハッシン リレキ］

5.1 通話履歴から電話をかける
1.  待機画面で、カーソルキーの▶を押し、                    のタブを表示させる。
2.                     を押すと、通話履歴メニューが表示される。
3. メニュー項目の［スベテ］(全て)，
［フザイチャクシン リレキ］(不在着信履歴)，
［チャクシン リレキ］(着信履歴)，
［ ハッシン リレキ］(発信履歴) から選択する。
4. 表示されたリストの中から、カーソルキーの▲／▼ボタンで、電話番号を選択する。
5.                     を押すと、選択した電話番号に発信する。
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5.2 通話履歴を表示する
1. 待機状態で、本体の                ボタンを押す。
2. メインメニューの項目の中から［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［ツウワ リレキ］を選択し、                ボタンを押す。
通話履歴のメニュー画面が表示されます。

4. カーソルキーで、表示したいフォルダを選択する。
5.                     を押し、選択したフォルダの履歴情報を表示する。
直近の記録が表示されます。

履歴情報が無い場合は、
［リレキ ハ アリマセン］
と表示されます。
6. カーソルキーの ▼ を押すと、次の履歴情報を表示する。
通話履歴では、[時刻]，[日付]，[名前]，[電話番号] の情報と、
通話の分類を示す下記のアイコンが表示されます。

通話履歴の画面では、下記のタブが表示されます。
                     = 電話をかける（発信）
                     = 項目を削除する

6

短縮ダイヤル

6.1 短縮ダイヤルを使う
短縮ダイヤルでは、頻繁に使用する電話番号を10件まで登録することができます。
短縮ダイヤルが割り当てられたダイヤルキーの
各番号（「1」～「9」および「0」）を長押しすると、登録された電話番号に発信します。
（10件目の登録番号は、
「 0」に割り当てられます）

6.2 短縮ダイヤルを登録・編集・削除する
1. 待機状態で、本体の                ボタンを押す。

13

2. カーソルキーで［キノウ］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［タンシュク ダイヤル］を選択し、                ボタンを押す。
4. 短縮ダイヤルのメニュー画面が表示されます。

5. <Empty> と表示されている短縮ダイヤルの番号を選択する。
6.                     を押す。
 短縮ダイヤルの登録画面が表示されます。

7. ダイヤルキーを使い、氏名と電話番号を入力する。
                     を押すと、入力する文字の種類（数字、アルファベットの
小文字／大文字、カタカナ）が切り替わります。
                     を押すと、入力した文字を一文字消去します。
 カーソルキーの ▼ を押すと、次の行に移動します。
8. 必要な情報の入力が完了したら、                    を押す。
※編集・削除、操作方法：1～4まで操作し、編集・削除希望の項目をカーソルキーを使って選択し、
ソフトキーを使って、Edit(編集)・Delete(削除)を押して進みます。

7

本体からのIP設定

7.1 固定IP設定
1. 待機状態で、本体の                ボタンを押す。
2. カーソルキーで［カンリシャ セッテイ］を選択し、                ボタンを押す。
3. パスワードを入力
【 パスワード 】
mS%(R59g
※ ソフトキーの                    を押すと、入力する文字の種類が切り替わります。
4. パスワード入力後、ソフトキーの［ニュウリョク］ボタンを押す。
5. カーソルキー▲▼で［ネットワーク セッテイ］を選択し、                ボタンを押す。
6. カーソルキー▲▼で［DHCP］を選択し、                ボタンを押す。
7. カーソルキー◀▶で［ムコウ］
を選択し、                        をす。※効果音が鳴り 、数秒後に待機状態に戻ります。
8. 再度、1～5.の操作を行います。
9. カーソルキー▲▼で［Set static IP］を選択し、                ボタンを押す。
10. IP,SubnetMask,Gatewayの入力
11.                    を押す。※効果音が鳴り、数秒後に待機状態に戻ります。
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12. 再度、1～5.の操作を行います。
13. カーソルキー▲▼で［ソノタ］を選択し、                ボタンを押す。
14. DNSアドレスの入力
DNS 1： 指定のIPアドレスまたは、Gatewayのアドレスを入力
DNS 2： 指定のIPアドレスまたは、Gatewayのアドレスを入力
※DNS2は空欄または、0.0.0.0の入力でもかまいません。
※ “.”ドット入力は、ソフトキーのAdd dot.を押します。
15.                    を押す。※効果音が鳴り、数秒後に待機状態に戻ります。
16. 日時・ユーザー名が正しく表示された場合、固定IP設定が完了となります。
正しく表示されない場合は、電源の抜き差しで再起動をお願いします。

7.2 DHCP設定
1. 待機状態で、本体の                ボタンを押す。
2. カーソルキーで［カンリシャ セッテイ］を選択し、                ボタンを押す。
3. パスワードを入力
【 パスワード 】
mS%(R59g
※ ソフトキーの                     を押すと、入力する文字の種類が切り替わります。
4. パスワード入力後、ソフトキーの［ニュウリョク］ボタンを押す。
5. カーソルキー▲▼で［ネットワーク セッテイ］を選択し、                ボタンを押す。
6. カーソルキー▲▼で［DHCP］を選択し、                ボタンを押す。
7. カーソルキー◀▶で［ユウコウ］を選択し、                     を押す。
効果音が鳴り、数秒後に待機状態に戻ります。
8. 日時・ユーザー名が正しく表示され、DHCP有効設定が完了となります。
正しく表示されない場合は、電源の抜き差しで再起動をお願いします。

7.3 IP確認
1. 待機状態で、本体の                ボタンを押す。
2. カーソルキーで［ステータス］を選択し、                ボタンを押す。
3. カーソルキーで［ネットワーク］を選択し、                ボタンを押す。
 以下の情報を確認できます。
IPアドレス
DHCPを使用しているか
サブネットマスク
ゲートウェイ
プライマリーDNSサーバー（DNS1）
セカンダリーDNSサーバー（DNS2）
SNTP
MACアドレス
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8

その他

8.1 PoEについて
PoE（Power over Ethernet）給電機能には対応していません。
8.2 ワイヤレスマイクの使用可能範囲
ワイヤレスマイクと本体の無線通信の使用可能範囲は、本体やワイヤレスマイクの設置場所や、天候、
オフィスのレイアウトなどの環境により変化します。
ワイヤレスマイクが無線圏外になった時、ワイヤレスマイクのLEDライトが赤色でゆっくりと点滅し、
そのまま放置すると30分後にスリープ状態になります。
（LEDライトも消灯します）
※本体の電源が入っていない時も、ワイヤレスマイクは本体と無線通信ができないので、上記の動作
となります。
もしワイヤレスマイクが無線圏外にある時に着信があった場合には、着信を表す緑色 のLEDライトは、
ワイヤレスマイクでは点滅しません。ワイヤレスマイクを本体に近付けてから、本体の                                       
ボタンを押して着信を受けてください。
また、もし通話中にワイヤレスマイクが無線圏外に移動した場合も、受信状態を改善するために
本体に近い位置に移動してください。
8.3 電話帳・短縮ダイヤル登録件数
電話帳登録件数：200件
短縮ダイヤル登録件数：10件

VCS 050003
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