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1. SAXA IP Net Phone SXII　各部の名称
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着信ランプ
表示部（LCD）
着信キー
発信キー
パークキー
ワンタッチキー
コールウェイティングキー
応答前転送キー
コールピックアップキー
ボイスメールキー
マイクキー
自動応答キー
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発信履歴（20件）／	▶	右カーソル
確定ボタン
音量ダウン／	▼	下カーソル
着信履歴（20件）／	◀	左カーソル
クリアボタン
応答／内線ボタン
保留ボタン
ダイヤルボタン
スピーカボタン
短縮（電話帳）ボタン（500件）
発信ボタン	

13 音量アップ／	▲	上カーソル
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2. 電話のかけかた

受話器をあげてからダイヤルする2.2

受話器をあげてから、通話先電話をダイヤルし電話をかける。
▼	操作手順

・応答/内線ランプが赤点灯します。

・	「プー」という発信音を確認してください。
・	応答/内線ランプが赤点灯します。

受話器を置いたままダイヤルする
通話先電話番号をダイヤルし、受話器をあげて電話をかける。
▼	操作手順

受話機を上げる2

相手の方が出たら、通話する3

通話が終わったら、受話機を置く4

受話機をあげる1

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

・カレンダー／時計表示の状態から通話先電話番号をダイヤルします。
・ダイヤル方法：
	 内線：内線番号(4桁)
	 国内：通話先電話番号*（*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル）
	 国際：010	-	国番号	-	市外局番*	-	通話先電話番号（*最初の「0」を除	く）
	 ※	国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまで
　			お問い合わせください。

電話番号をダイヤルする2

2.1

電話番号をダイヤルする1

・ダイヤル終了から一定時間経過すると、自動的にダイヤル発信されます。
・ダイヤル方法：
	 内線：内線番号(4桁)
	 国内：通話先電話番号*（*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル）
	 国際：010	-	国番号	-	市外局番*	-	通話先電話番号（*最初の「0」を除	く）
	 ※	国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまで
　			お問い合わせください。

受話器を置いたままダイヤルする
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2. 電話のかけかた

・受話器から呼出音が聞こえます。

2.3 ダイヤル入力してから発信する(オンフック発信)

【スピーカ】ボタンを押す1

受話器を置いたままダイヤルし、電話をかける。
▼	操作手順

【発信】ボタンを押す3

相手の方が出たら、通話する4

通話が終わったら、受話機を置く5

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

・スピーカから呼出音が聞こえます。

【発信】ボタンを押す3

相手の方の声がスピーカから聞こえたら、受話器をあげて通話する4

電話番号をダイヤルする2

・ダイヤル終了から一定時間経過すると、自動的にダイヤル発信されます。
・ダイヤル方法：
	 内線：内線番号(4桁)
	 国内：通話先電話番号*（*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル）
	 国際：010	-	国番号	-	市外局番*	-	通話先電話番号（*最初の「0」を除	く）
	 ※	国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまで
　			お問い合わせください。

「プー」という発信音を確認してください。
・	応答/内線ランプが赤点灯します。
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ダイヤル入力してから発信する2.4

・スピーカから呼出音が聞こえます。
・応答/内線ランプが赤点灯します。
・スピーカランプが赤点灯します。

電話番号をダイヤルする

2. 電話のかけかた

ダイヤル入力し、相手の方が電話に出てから、受話器をあげて電話をかける。
▼	操作手順

通話が終わったら、受話機を置く5

・カレンダー／時計表示の状態から通話先電話番号をダイヤルします。
・ダイヤル終了から一定時間経過すると、自動的にダイヤル発信されます。
・ダイヤル方法：
	 内線：内線番号(4桁)　　
	 国内：通話先電話番号*（*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル）
	 国際：010	-	国番号	-	市外局番*	-	通話先電話番号（*最初の「0」を除く）　
	 ※	国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまで
　			お問い合わせください。　

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

1

【発信】ボタンを押す2

通話が終わったら、受話機を置く4

相手の方の声がスピーカから聞こえたら、受話器をあげて通話する3

・スピーカランプが消灯します。

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。
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通話履歴を使って電話をかける2.5

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

2. 電話のかけかた

過去20件分の通話履歴を使用して電話をかけることができます。
▼	操作手順

・【▶	右カーソル】ボタンで発信履歴が表示されます。
・【◀左カーソル】ボタンで着信履歴が表示されます。

電話帳を使って電話をかける2.6

電話帳で選択した電話番号に電話をかけることができます。
▼	操作手順

・電話帳一覧が表示されます。

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

【発信履歴】または【着信履歴】を押す1

【▲▼上下カーソル】ボタンでお話をしたい相手を選択し、受話器をあげる2

通話が終わったら、受話機を置く3

【短縮（電話帳）】ボタンを２回押す1

【▲▼上下カーソル】ボタンでお話をしたい相手を選択し、受話器をあげる2

通話が終わったら、受話機を置く3
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短縮ダイヤルを使って電話をかける2.7

2. 電話のかけかた

短縮ダイヤルに登録された番号で電話をかける事ができます。
▼	操作手順

・	短縮ダイヤルした後、【▲▼上下カーソル】ボタン	または		【短縮(電話帳)】
			ボタンを押して他の短縮

ワンタッチキーを使って電話をかける2.8

ワンタッチキーに登録された番号で電話をかけることができます。
▼	操作手順

・【ワンタッチ】キーを押すと名前・電話番号が情報が表示されます。
・【ワンタッチ】キーは、3件までご登録いただけます。
・【ワンタッチ】キー割当番号：
	 ワンタッチキー1	=	01
	 ワンタッチキー2	=	02
	 ワンタッチキー3	=	03

【短縮(電話帳)】ボタンを押す1

短縮番号2桁	(00〜99)をダイヤルし、受話器をあげる2

お話しが終ったら、受話器を置く3

【ワンタッチ】キーを押す1

受話機を上げる2

通話が終わったら、受話機を置く3

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。
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3. 電話の受けかた

<	【着信】キー着信時	

着信ランプ

・着信ランプが赤点滅します。
・「プルルルルル・・・・プルルルルル」という着信音が鳴ります。	

・【着信】キーの1〜6に着信があった場合、	
	 ランプが点滅します。
・「プルルルルル・・・・プルルルルル」
	 という着信音が鳴ります。

電話の受けかた3

外線・内線・着信キーの着信によては、	着信音や着信ランプが異なります。
▼	操作手順

<	外線着信時	>

着信ランプ

<	内線着信時	>

・着信ランプが赤点滅します。
・応答/内線ランプが赤点滅します。
・プルプルプル・・・プルプルプル」という着信音が鳴ります。

着信ランプ

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

電話機が鳴り、着信ランプや【着信】キーが赤点滅します。1

受話器をあげて、お話をする。2

お話が終ったら、受話器を置く3
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パーク保留
相手の方とお話をパーク保留する／解除することができます。
▼	操作手順

自己保留：【着信】キー、着信時4.2

通話中に【保留】ボタンを押す（保留する）1

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。
▼	操作手順

・	受話器から「ププププププ」という発信音が聞こえます。
・	相手の方に保留音が流れます。
・	保留先の【パーク】ランプが緑色に点滅します。

・	パーク保留を解除すると、【パーク】キーは消灯します。
・	相手の方が電話を切ると【パーク】キーは消灯します。
・	パーク保留時間は、120秒です。
	 ※受話器を置いた後、110秒経過すると「プルプルプル…………」
	 と着信が鳴りパーク保留が自動的に解除されます。
	 応答しない場合、パーク保留された通話が切断されます。

・受話機から「ププププププ」という発信音が聞こえます。
・相手の方に保留音が流れます。
・応答/内線ランプが赤点灯します。
・着信時に点滅した【着信】キーが緑点滅します。

4. 保留のしかた

4.1

・	保留中の相手の方が電話を切ると【着信】		キーは、	
	 消灯します。

通話中				【パーク】キーを押す1

・「ププププププ」という発信音が停止します。

受話器を置く2

受話器をあげて、点滅している【パーク】キーを押して通話する3

・「ププププププ」という発信音が停止します。

受話器を置く2

受話器をあげて、緑点滅している【着信】キーを押して、相手の方と通話する3
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4. 保留のしかた

自己保留(オンフック)：【着信】キー、着信時4.3

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。
▼	操作手順

・スピーカから「ププププププ」という発信音が聞こえます。
・相手の方に保留音が流れます。
・応答/内線ランプが赤点灯します。
・着信時に点滅した【着信】キーが緑点滅します。

相手の方とスピーカ通話をしている時に【保留】ボタンを押す（保留する）1

・「ププププププ」という発信音が停止します。

【スピーカ】ボタンを押す2

・	保留中の相手の方が電話を切ると【着信】		キーは、	
	 消灯します。

緑点滅している【着信】キーを押して、相手の方と通話する3

自己保留：内線 / ダイヤルイン、着信時4.4

通話中に【保留】ボタンを押す（保留する）1

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。
▼	操作手順

・受話機から「ププププププ」という発信音が聞こえます。
・相手の方に保留音が流れます。
・応答/内線ランプが赤点滅します。

・「ププププププ」という発信音が停止します。

受話器を置く2
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自己保留(オンフック)：内線 / ダイヤルイン、着信時4.5

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。
▼	操作手順

・スピーカから「ププププププ」という発信音が聞こえます。
・相手の方に保留音が流れます。
・応答/内線ランプが赤点滅します。

・	保留中の相手の方が電話を切ると【応答/内線】ボタンは、消灯します。

・「ププププププ」という発信音が停止します。

【スピーカ】ボタンを押す2

相手の方とスピーカ通話をしている時に【保留】ボタンを押す（保留する）1

受話器を上げ、【応答/内線】ボタンを押して相手の方と通話をする3

4. 保留のしかた

【応答/内線】ボタンを押して相手の方と通話する3

・	保留中の相手の方が電話を切ると【着信】キーは、消灯します。

5. 転送のしかた
パーク保留転送5.1

【パーク】キーを使って転送することができます	。
▼	操作手順

・	受話器から「ププププププ」という発信音が聞こえます。
・	相手の方に保留音が流れます。
・	保留先の【パーク】キーが緑色に点滅します。
	 パーク保留時間は、120秒です。
	 ※受話器を置いた後、110秒経過すると「プルプルプル…………」
	 と着信が鳴りパーク保留が自動的に解除されます。
	 応答しない場合、パーク保留された通話が切断されます。

通話中に	【パーク】キーを押して、受話器を置く1
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5. 転送のしかた

・呼出音が聞こえます。

【発信】ボタンを押し、受話器を上げる3

・	転送先の電話機では、【パーク】キーが赤色点滅します。
・	パーク保留を解除すると、【パーク】キーは消灯します。
・相手の方が電話を切ると【パーク】キーは消灯します。

転送先が出たら通話する（パーク保留が入っている旨を伝える）4

転送先の方が赤色に点滅している【パーク】キーを押して、通話する5

通話中に【保留】ボタンを押す1

転送先と通話をしてから転送する (応答後転送）5.2

転送先の方に転送することを伝えてから転送することができます。
▼	操作手順

転送先の方の電話番号をダイヤルする2

・受話器またはスピーカから「ププププププ」という発信音が聞こえます。	
・ユーザーへの着信の場合、応答/内線ランプが点滅します。
・グループへの着信の場合、【着信】キーが点滅します。

・転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。

転送先の方の内線番号4桁をダイヤルする2

・転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。
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【発信】ボタンを押す3

・保留していた方と転送先の方が通話状態になります。

・呼出音が聞こえます。

5. 転送のしかた

転送先を呼び出し中に転送する（応答前転送）5.3

転送先の方に転送することを伝えないで転送することができます。
▼	操作手順

・受話器またはスピーカから「ププププププ」という発信音が聞こえます。	
・ユーザーへの着信の場合、応答/内線ランプが点滅します。
・グループへの着信の場合、	【着信】キーが点滅します。

・転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。

・呼出音が聞こえます。
・応答前転送ランプは赤点滅になります。

転送先の相手の方が出たら、通話する4

転送することを伝え、受話器を置く5

通話中に【保留】ボタンを押す1

転送先の方の電話番号をダイヤルする2

【発信】ボタンを押す3

・応答前転送ランプが消灯します。

相手の方を呼び出し中に【応答前転送】キーを押す4

相手の方が応答する5
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転送を中止する(応答後転送キャンセル） 5.4

5. 転送のしかた

転送操作をキャンセルすることができます。
▼	操作手順

・受話器またはスピーカから「ププププププ」という発信音が聞こえます。	
・ユーザーへの着信の場合、応答/内線ランプが点滅します。
・グループへの着信の場合、	【着信】キーが点滅します。

・転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。

・呼出音が聞こえます。
・応答前転送ランプは赤点滅になります。

通話中に【保留】ボタンを押す1

転送先の方の電話番号をダイヤルする2

【発信】ボタンを押す3

相手の方が出ない場合は、【応答/内線】ボタン、	または着信時の【着信】キーを押す事によって、
転送が中止され電話が戻ります。

4

6. コールピックアップ(代理応答)
コールピックアップ(代理応答)6.

自分以外の電話機が着信中に【コールピックアップ】キーを押す1

自分以外にかかってきた電話を代理応答することができます。
▼	操作手順
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6. コールピックアップ(代理応答)

相手の方の声がスピーカから聞こえたら、受話器をあげて通話する2

7

新規登録を行う7.1

 (例） 電話番号 【05068601000】
  表示名 【スズキジロウ】

カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す

【確定】ボタンを押す

発信時特番付加画面で、															“1.しない”の【ダイヤル】ボタンを選択する

【確定】ボタンを押す

“1.	新規登録”の【ダイヤル】ボタンを選択する

【確定】ボタンを押す

1

電話番号を入力し、【確定】ボタンを押す(入力例：05068601000)

3

2

電話機のメニューから電話帳のデータを登録します。
	
	
	
▼	操作手順

“6.	電話帳設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する

【クリア】ボタンで直前の一文字を削除することができます。

【ダイヤル】ボタンを使用して表示名を入力する。例：スズキジロウ

【確定】ボタンを押す

“短縮番号入力”が表示され、短縮番号	２桁（00〜99）を入力する

9

10

11

短縮番号登録をしない場合は、操作手順14に進みます。

【確定】ボタンを押す12

・スピーカランプが消灯します。
・	コールピックアップした通話（着信）履歴は電話機に残りません。
・	コールピックアップは、同一グループ内のみに有効です。

【▶右カーソル】ボタンを押すと一文字確定することができます。
【クリア】ボタンで直前の一文字を削除することができます。
【保留】ボタンでカナ/英小/英大/数字に変更できます。

・短縮番号が既に登録されている場合は、上書き確認表示します。
・上書きを行わない場合は、別のワンタッチ番号を入力してください。

7. 電話帳登録（電話機直接登録）

4

5

6

8
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7. 電話帳登録（電話機直接登録）

【確定】ボタンを押す

【◀左カーソル】ボタンを2回押す

“ワンタッチ番号入力”が表示され、ワンタッチ番号２桁（01〜03）を入力する

14

15

13

・ワンタッチ番号が既に登録されている場合は、上書き確認表示をします。
　上書きを行わない場合は、別のワンタッチ番号をダイヤルしてください。

設定内容が反映され、メニューモードを終了します。

発信/着信履歴を使用して新規登録する7.2

カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す

【確定】ボタンを押す

“4.	発信履歴登録”または														“5.	着信履歴登録”の【ダイヤル】ボタンを選択する

1

3

2

4

▼	操作手順

“6.	電話帳設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する

【確定ボタン】を押す

“短縮番号入力”が表示され、短縮番号	２桁（00〜99）を入力する

【確定】ボタンを押す

【▲▼上下カーソル】ボタンで登録を行う履歴を選択する

【確定】ボタンを押す

5

6

“表示名称入力”が表示され、【ダイヤル】ボタンを使用して表示名を入力する7

8

9

10

・	履歴がない場合は選択出来ません。

【	▶右カーソル】ボタンを押すと一文字確定することができます。
【クリア】ボタンで直前の一文字を削除することができます。
【保留】ボタンでカナ/英小/英大/数字に変更できます。

・短縮番号を登録しない場合は、操作手順10に進みます。

・	短縮番号が既に登録されている場合は、上書きを確認表示をします。
	 上書きを行わない場合は、別の短縮番号を入力してください。
・	ワンタッチ番号を登録しない場合は、操作手順12に進みます。

“ワンタッチ番号入力”が表示され、ワンタッチ番号２桁（01〜03）を入力する11
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登録情報を削除する7.3

カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す

“3.削除”の【ダイヤル】ボタンを選択する

【▲▼上下カーソル】ボタンで削除する登録情報を選択する

【確定】ボタンを押す

													“2.はい”の【ダイヤル】ボタンを選択

【確定】ボタンを押す

【左カーソル】ボタンを2回押す

1

5

3

7

2

6

4

8

【確定】ボタンを押す12

・ワンタッチ番号が既に登録されている場合は、上書き確認表示をします。
	 上書きを行わない場合は、別のワンタッチ番号を入力してください。

【◀左カーソル】ボタンを2回押す13

・設定内容が反映され、メニューモードを終了します。

7. 電話帳登録（電話機直接登録）

▼	操作手順

“6.	電話帳設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する

・一度削除したデータは元に戻りません。
・十分注意してから削除ください
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ヘッドセットの設定
電話機のメニューから、ヘッドセットを「使用しない」、「使用する」のどちらかに設定します。
▼	操作手順

8.1

8.  その他

カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す

【◀左カーソル】ボタンを2回押す

	“6.ヘッドセット設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する

ヘッドセット設定画面で「使用しない」または、「使用する」の選択

1

5

3

2

6

4

“5.電話機関連設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する

「使用しない」場合、　										“1.	使用しない”の【ダイヤル】ボタンを選択するし、【確定】ボタンを押す

「使用する」場合、　										“2.	使用する”の【ダイヤル】ボタンを選択するし、【確定】ボタンを押す

設定が変更されました再起動が必要です再起動しますか画面で

													“1.はい”の【ダイヤル】ボタンを選択し、カーソル中心の【確定】ボタンを押す

再起動画面が表示されない場合は、電源の抜き差しをお願いいたします。

<	ヘッドセット使用する場合のご利用について	>
受話器での操作が無効になる為、下記ボタンをご利用ください。
-	受信方法：”着信キー”または”応答/内線”ボタンを押して受信します。
-	発信方法：内線番号4桁または外線番号をダイヤルし”発信”ボタンを押す。
-	切断方法：通話が終わった際には、”スピーカ”ボタンを押す。
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発信

内線発信 内線番号(4桁)		発信

国内発信
		
相手先電話番号		発信									※相手先が固定電話の場合、	必ず市外局番からダイヤルしてください。

国際発信 010	＋国番号＋市外局番（最初の「0」を除く）＋電話番号			発信
※	国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまでお問い合わせください。　　																																																																					

発信キーでの発信 発信キー（1〜6）＋相手先電話番号		発信							※あらかじめ発信者番号選択の登録が必要となります。																																																																																																																																									詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

通話保留
パーク保留 1 通話中に空いているパークキー（1〜3）を押し、受話器を置きます。

2 保留解除は点滅しているパークキーを押します。

保留
1 通話中に保留ボタンを押して受話器を置きます。
2 保留解除は点滅している着信キーまたは、応答/内線ボタンを押します。
※グループ着信を保留した場合、通話に戻るには着信したラインキーを押します。

通話転送

パーク転送
1 通話中に空いているパークキー（1〜3）を押し、受話器を置きます。
2 通話を引き継ぎたい人に、パークキーの番号を伝えます。
3 パークキーに保留されている通話をとる場合は、点滅しているパークキーを押します。
※120秒以内にパーク保留されている通話をとらないと、元の電話機に戻ります。60秒間呼び返しの後、切断します。

通話転送
1 通話中、保留ボタンを押します。
2 転送先の内線番号または外線番号をダイヤルし、発信ボタンを押します。
3 転送先の相手を呼び出し、出たら転送することを相手に伝え、電話を切ります。
※転送先が不在の場合、応答／内線ボタンを押して元の通話に戻ることができます。

コールピックアップ
同一グループまたは、PBX内の着信を
自分の電話機で受ける機能です。

1 他の電話機が着信している際に、自分の電話機のコールピックアップキーを押します。
2 着信していた電話がピックアップされ、通話が始まります。								
※同一グループまたは、PBX内であれば内線、外線両方の着信に対し有効です。PBXでのコールピックアップ利用には、別途設定が必要となります。

コールウェイティング
電話中に他の着信を受ける機能です。

オプションサービス

1 通話中に着信があるとコールウェイティングキーが点滅します。
2 コールウェイティングキーを押すと新しい着信につながり、先にかけてきた通話が保留になります。
3 再びコールウェイティングキーを押すと、通話中の電話を切替できます。
※あらかじめ別途オプションサービスの申込みが必要となります。

ボイスメール
オプションサービス

ユーザーボイスメールにメッセージが届いたら、ボタンが点滅します。
※あらかじめ別途オプションサービスの申込みが必要となります。グループボイスメール着信時のボタン点滅は、別途設定が必要となります。

IP電話機からの各種設定方法
営業時間案内

グループ宛ての着信に対し営業時間外の
アナウンスを流すことができます。

設定 0111	＋	グループ内線番号		発信
解除 0110	＋	グループ内線番号		発信

ユーザー不在転送
状況に合わせユーザー毎に
転送を設定できます。

常に着信を転送
設定 0121	＋ （転送先電話番号）	発信

解除 0120	 発信
応答しない場合は

着信を転送
設定 0141	＋ (転送先電話番号）	発信

解除 0140	 発信

グループ不在転送
グループ着信の転送ができます。
グループ所属ユーザーのみ、

設定可能です。
オプションサービス

常に着信を転送
設定 0171	＋ グループ内線番号		＋ （転送先電話番号）	発信		

解除 0170	＋ グループ内線番号	 発信
応答しない場合は

着信を転送
設定 0181	＋	グループ内線番号	＋ (転送先電話番号）	発信

解除 0180	＋ グループ内線番号	 発信
グループLog in/out
ユーザー所属の全グループ
のLog in/outができます。

オプションサービス

設定 021	＋ 暗証番号(初期設定：1234)	▶	発信

解除 020	 発信

受付時間：	平日9:00〜18:00		(	土日曜・祝日除く	)

ブラステル株式会社　Basixカスタマーサービス

050-6860-1000 ウェブサイト： www.basix.jp
Eメール：	basixcs@brastel.co.jp

Basixについての
お問い合わせ

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
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