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このたびは、日立PBX用内線電話機「HI－P6A」
をお買い上げいただきまして、まことにあり
がとうございます。�
●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく
　お読みの上、正しくお使いください。�
●お読みになったあとも、いつでも見られる
　場所に置いてお使いください。�
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　ご使用の前に（絵表示について）
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなた
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、い
ろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっ
ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
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△記号は注意（警告も含む）を促す内容があることを告
げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれてい
ます。（左図の場合は「感電注意」です。）

　記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の
中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
（左図の場合は「分解禁止」です。）

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるもの
です。図の中に具体的な指示内容が描かれています。
（左図、上の場合は「電源プラグをコンセントから抜け」、
 下の場合は「必ず実施」です。）

絵表示の例

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示
しています。警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が
傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害
のみの発生が想定される内容を示しています。注意

●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって生じた損害
等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任をおいかねますので、あ
らかじめご了承ください。
●本商品の設置には、工事担任者資格を必要とする場合があります。無資格者の工
事は違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
●本取扱説明書は、この電話機をPBXに接続してお使いになることを前提としてい
ます。この電話機を外線に直接接続してお使いになる場合は、一部の機能が利用
できないときがありますので、販売店に確認ください。
●取扱説明書をお読みになったあとも、いつでも見られる場所に置いてお使いくだ
さい。なお、本書を紛失したり損傷して読めなくなった場合は、お買い上げの販売
店にてお求めください。
　�品　　名　日立PBX内線用電話機 HI－P6A
　�管理番号　MB00092
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　安全のために必ずお守りください
ご使用にあたっては、次の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

■異常時の処置について

警告
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万一、内部に水などが入った場合
は、回線のモジュラージャックを
はずし、販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電・
故障の原因となります。

万一、内部に異物が入った場合は、
回線のモジュラージャックをはず
し、販売店にご連絡ください。その
まま使用すると火災・感電・故障
の原因となります。

■取り扱いについて

警告

万一、煙が出ている、異臭がするな
どの異常状態のまま使用すると、火
災・感電・故障の原因となります。
すぐに回線のモジュラージャック
をはずし、煙がでなくなるのを確認
して販売店に修理をご依頼くださ
い。お客様による修理は危険ですか
ら絶対おやめください。

万一、電話機を落としたり、ケース
を破損した場合は、回線のモジュ
ラージャックをはずし、販売店に
ご連絡ください。そのまま使用す
ると火災・感電・故障の原因とな
ります。

注意

電話機に水などが入ったりしない
よう、またぬらさないようにご注
意ください。火災・感電・故障の原
因となります。

電話機の上や近くに花びん、植木
鉢、コップ、化粧品、薬品や水の
入った容器または小さな金属物を
置かないでください。こぼれたり、
中に入った場合、火災・感電・故障
の原因となります。

すきま等から内部に金属類を差し
込んだり、落としたりしないでく
ださい。火災・感電・故障の原因と
なります。

電話機を分解・改造しないでくだ
さい。火災・感電・故障の原因とな
ります。

ぬれた手で電話機を操作しないで
ください。火災・感電・故障の原因
となります。

回線コードを傷つけたり、破損した
り、加工したり、無理にまげたり、ね
じったりしないでください。重いも
のをのせたり、加熱したり、引っ
張ったりすると回線コードが破損
し、火災・感電の原因となります。

電話機の通風口をふさがないでく
ださい。通風口をふさぐと内部に
熱がこもり火災の原因となること
があります。

移動させる場合は、回線コードな
ど外部の接続線をはずしたことを
確認の上、行ってください。コード
が傷つき、火災・感電の原因となり
ます。

壁掛け式で使用時は落下に注意し
てください。けがの原因となるこ
とがあります。

回線コードを熱器具に近付けない
でください。コードの被覆が溶け
て、火災・感電の原因となります。
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　安全のために必ずお守りください（つづき）

■設置場所について

注意

■お手入れについて

警告

�テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス
など磁気を帯びているところや電磁波が
発生しているところに置かないでくださ
い。また、テレビ局、ラジオ局などの近くや
ノイズを発生する大型溶接機器などの近
くに設置しないでください。正常に動作し
ないことがあります。

直射日光の当たるところや温度の
たかいところに置かないでくださ
い。内部の温度が上がり、火災の原
因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かな
いでください。火災・感電・故障の
原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や
湯気が当たるような場所には置か
ないでください。火災・感電・故障
の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など
不安定な場所に置かないでくださ
い。落ちたり、倒れたりして、けがや
故障の原因となることがあります。

振動・衝撃の多い場所に置かない
でください。落ちたり、倒れたりし
て、けがの原因となることがあり
ます。

壁掛け用として取り付ける場合は
電話機の重みにより落下しないよ
う堅固に取り付け・設置してくだ
さい。けがの原因となることがあ
ります。

静電気集塵型化学ぞうきんは絶対
に使わないでください。火災・故障
の原因となります。

�汚れがひどいときはうすい中性洗剤をつ
けた布をかたくしぼって拭き、その後かわ
いた布でもう一度、からぶきしてください。
洗剤や水をスプレーなどで直接かけるよ
うなことはしないでください。

�アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性
のものは使わないでください。変色、変形、変
質や故障の原因となります。

�製氷倉庫の中など、特に温度の下がるところ
に置かないでください。正常に動作しないこ
とがあります。
�温泉地仕様ではありませんので、その様な環
境下では使用しないでください。使用した場
合は寿命が短くなる場合があります。



　特　長

　付属品を確認する
本体とともに付属品が揃っているか確認してください。
万一足りないものがあったときは、お買い上げになった販売店に連絡ください。

シグナルチェンジが
できます4
回転ダイヤル回線（ＤＰ）でお使いの場合で
も、ＰＢ信号を出せます。

●電話機本体　１台 ●ハンドセット　１個 ●カールコード　１本

●回線コード　１本 ●取扱説明書　１部

ワンタッチで電話が
かけられます1
相手電話番号を8箇所まで登録しておけるワ
ンタッチダイヤルボタンが付いています。

1

登録�

オンフック� 再ダイヤル�
保留�

フック／転送�
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取扱説明書�

5

（※1）再ダイヤル時の相手番号はこの電話機が記憶して
いますが、PBX（構内交換機）にも再ダイヤル機能
があります。こちらの機能を利用するときはPBX
側の再ダイヤル特番で操作することになりますの
で、販売店にご確認ください。

（※2）この機能はPBXの機能を利用します。PBXによっ
ては利用できないときがありますので、販売店に
ご確認ください。

●内線番号記入紙　1枚

かけ直しが簡単です2 最後にかけた相手へワンタッチで発信でき
る再ダイヤル（※1）ボタンが付いています。

着信を音とランプで
知らせます5
電話がかかってくると着信音が鳴り、着信
ランプが点滅します。

転送操作が簡単です3 通話中の相手を他の内線に転送できる転送
（※2）ボタンが付いています。



　各部の名称とはたらき
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	壁掛け用みぞ
電話機を壁掛け式で使うときにハンド
セットを、ハンドセットフック（P.8）ま
たは電話機本体のフックに掛けておく
ところです。

�内線番号記入紙貼付部
内線番号記入紙を貼るところです。

�カールコード

�スピーカ
オンフックダイヤル時、ここから相手の
声や各種信号音が聞こえます。

�着信ランプ
電話がかかってくると着信音と連動し
て速い点滅になります。また、メッセー
ジがあると遅い点滅になります。(P.9)

�ワンタッチダイヤルボタン（8個）

通話の相手を保留するときに使います。
(P.13)

お話し中の相手を他の内線に転送する
ときに使います。(P.12)

ワンタッチボタンに電話番号を登録す
るときに使います。(P.17)

最後にかけた相手にもう一度かけると
きに使います。(P.12)

ハンドセットを掛けたままダイヤルす
るときに使います。(P.11)

保留

フック／転送

再ダイヤル

オンフック

ワンタッチで電話をかけるときに使い
ます。(P.14)

�機能ボタン
登録

　～　、　 、　 （ダイヤル）
ボタン
電話番号をダイヤルするときに使います。

0 9

＊

＃

�　 （シグナルチェンジ）
ボタン
電話回線が回転ダイヤル式（ＤＰ）の場
合に、ＤＰ信号をＰＢ信号に切り替える
ときに使います。（P.13）

＊


ハンドセット
�フックスイッチ
�フック
電話機を壁掛け式で使う場合、通話の相
手を待たせておくときにハンドセットを
かけておくところです。

�回線コード接続ジャック
付属品の回線コードを使って、内線の電
話回線に接続します。

�着信音量切替スイッチ
着信音量を調節するときに使います。
（3段階［大－中－小］切替）

�着信音質切替スイッチ
着信音質を調節するときに使います。
(3段階[高－中－低]切替)

�受話音量切替スイッチ
ハンドセットから聞こえる音量を調節すると
きに使います。（2段階［標準－大］切替）

�スピーカ音量切替スイッチ
スピーカから聞こえる音量を調節すると
きに使います。（3段階［大－中－小］切替）

�回線種類切替スイッチ
電話回線の種類を設定するときに使いま
す。
PB：プッシュホン回線
10：回転ダイヤル回線
20：回転ダイヤル回線



　各部の名称とはたらき（つづき）

■電話機を壁掛け式で使うとき

専用の壁掛け用品（別売品）をお使いください。
取り付けは販売店に依頼してください。

簡易的な方法（木ネジなどを使って引っ
かける）での取り付けは絶対しないでく
ださい。電話機本体、ハンドセットが落下
してけがの原因となります。

壁掛け用品（別売品）
【HI－P－WAPA】
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ハンドセットフック
電話を使っていないと
き、ハンドセットを掛
けておくものです。

ハンドセットフック
は壁掛け用品に添付
されています。



　電話機を使う前に
この電話機をはじめてお使いになる前にお読みください。

ブランチ接続をしている場合

ブランチ（1つの回線に電話機を2台、または電話機と
ファクシミリを1台ずつ）接続になっている場合は、次の
点に留意してください。
●2台同時にハンドセットを上げると通話ができなく
なります。このときはどちらかの機器のハンドセッ
トを戻してください。
●一方の機器がダイヤルすると、もう一方の機器のベ
ルが鳴ることがありますが故障ではありません。
●この電話機がダイヤル中のときに、もう一方の端末
のハンドセットを上げると、次にこの電話機で再ダ
イヤルボタンを使って発信したときは、直前にダイ
ヤルした番号ではなく、その前にダイヤルした番号
が送出されることがあります。この場合はダイヤル
ボタンを使ってダイヤルし直してください。この現
象は、一方の端末が特にファクシミリの場合に発生
します。
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直接外線に接続している場合

この電話機はPBX（構内交換機）用内線電話機ですが、直
接外線に接続して使うこともできます。この場合は次の
点に留意してください。
●相手とのお話しが終わって相手が電話を切ったあと、
こちらがハンドセットを戻さない状態からかけ直す
ために再ダイヤルボタンを押すと、電話番号が正し
くダイヤルされない場合があります。このときは一
旦ハンドセットを戻したあとに再ダイヤルボタンを
押してください。
●通話中の相手を、他の内線に転送する「フック／転送」
ボタンと保留する「保留ボタン」は使用できません。

着信ランプについて

着信ランプは電話がかかってきたことを知らせるもので、
着信音と連動して速い点滅になります。なお、音声メール
システムをお使いの場合や、ホテルなどの客室電話機と
してお使いの場合、前者が音声メールボックスに自分宛
のメッセージが入っているとき、後者がフロントから
メッセージがあると着信ランプは遅い点滅になります。
ただし、このとき着信音は鳴りません。



　電話をかける

ダイヤル中に間違った番号を押したときは
一旦ハンドセットを戻し、初めからダ
イヤルし直してください。

 内線にかけるとき  外線にかけるとき

相手内線番号をダイヤル
する。

2

相手の方が
出たら、話す。

3

話しが終わったらハンド
セットを戻す。

4

●相手番号の前に外線発信番号（通常は「0」）
を押します。外線発信番号を確認してくださ
い。

ハンドセットを上げる。1

外線発信番号を押し、続
けて相手番号をダイヤル
する。

2

相手の方が
出たら、話す。

3

話しが終わったらハンド
セットを戻す。

4

相手の声が聞き取りにくいとき

相手の声の大きさ（受話音量）を、電話機側面の
受話音量切替スイッチで調節できます。
「大」「標準」の2段階に調節できます。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

ひと言

受話音量�

「標準」� 「大」�

10

ダイヤル中に間違った番号を押したときは
一旦ハンドセットを戻し、初めからダ
イヤルし直してください。

ハンドセットを上げる。1



 ハンドセットを掛けたままダイヤルするとき（オンフックダイヤル）
ハンドセットを電話機に掛けたまま電話番号をダイヤルできます。相手の声がスピーカから
聞こえてからハンドセットを上げればいいので、相手が出るまでの間ハンドセットを持って
待っている必要がありません。

ハンドセットを掛けたま
ま　　 ボタンを押す。

1

相手の電話番号をダイヤ
ルする。

2

相手の声がス
ピーカから聞
こえたらハン
ドセットを上
げて、話す。

3

 通話中に相手の声をスピーカで聞くとき（スピーカ受話）
お話し中に、相手の方の声を周りの人達にも聞いてもらうことができます。

お話し中に　　 ボタン
を押す。

1

ハンドセットを外したま
ま、または戻しておく。

2
�この状態（スピーカ受話）は相手から
の一方通話で、こちらから話すこと
はできません。

こちらから話すときは
■ハンドセットを外してあるときは、
　　ボタンを押す。

■ハンドセットを戻してあるときは、
ハンドセットを上げる。

相手の方の声がスピーカ
から聞こえます。

3

�スピーカから相手を呼んでいる音が
聞こえます。相手が出ないときは　
　　ボタンを押します。電話は切れ
ます。

オンフック

オンフック

スピーカ音量を変えるとき

スピーカの音量は電話機側面のスピーカ音量切
替スイッチで調節できます。
・「大」「中」「小」の3段階調節です。
・お買い上げ時は「大」に設定されています。

オンフック

オンフック

スピーカ音量�

大�

中�

小�
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　電話をかける（つづき）
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 最後にかけた相手にもう一度かけるとき（再ダイヤル）
最後にダイヤルした番号を電話機が記憶しています。その相手に再度かけるときにダイ
ヤルする必要ありません。なお、再ダイヤルボタンを押すと自動的に一旦回線を切って再
ダイヤルするので、受話器を戻さずに済みます。

●記憶できる電話番号は最大32桁です。
●外線にかけた後、その通話を他の内線に転送
しても外線の電話番号は記憶されています。
●保留ボタン（再ダイヤルに記憶禁止＋フッキ
ング＋18）を操作しても、操作前の再ダイヤ
ルボタン内容を保持しますので、再ダイヤル
ボタンを有効に使用できます。

ハンドセットをあげる。

�最後にかけた電話番号が自動的にダ
イヤルされます。

1

　　 ボタンを押す。2

相手の方が
出たら、話す。

3

話しが終わったらハンド
セットを戻す。

4

ひと言

 電話を転送するとき
外線や内線相手との電話を、他の内線に転送できます。
転送間は、待ってもらっている相手に保留音が流れます。

�お使いになっている構内交換機によっては、この機能が使えないまたは保留音が流れない場
合があります。販売店に確認してください。

お話し中に　　　ボタン
を押す。

1

�相手の方に保留音が流れます。

転送先の内線番号をダイ
ヤルする。

2

ダイヤル中に間違った番号を押したとき
　　ボタンを押して、はじめから番号
をダイヤルし直します。

転送先の方が
出たらその旨
を伝える。

3

転送先の人が出ないとき
もう一度　　　ボタンを押します。保
留が解除されて、相手の方とお話しに
戻れます。

�電話が転送されます。

ハンドセットを戻す。4
フック／転送

フック／転送

再ダイヤル

フック／転送

ひと言

通話後、再度同じ相手にかけるために再ダイ
ヤルボタンを押したとき、再ダイヤル機能が
正しく機能しない場合があります。
このときは一旦ハンドセットを戻してから再
ダイヤル操作をしてください。

この電話機を直接外線に接続してある場合



サービスセンターなどへ
電話をかける。

 PB信号を出すとき

1

ガイダンスが聞こ
えたら　 （シグナ
ルチェンジ）ボタ
ンを押す。

2

ガイダンスにしたがって
ダイヤルする。

3

用件が済んだらハンド
セットを戻す。

4

回転ダイヤル回線（DP）からPB（プッシュホン）信号を出すことができます。
銀行の残高照会など、PB信号が必要となるサービスが受けられます。

�PB（プッシュホン）信号が出せる状態
になりました。

�自動的にPB信号状態が解除されて回
転ダイヤルに戻ります。

 電話を保留するとき
外の相手や内線との電話を保留できます。保留している間は相手に保留音が流れます。

●この機能は、お使いになっている構内交換機によっては保留ができない、あるいは使えても
保留音が流れない場合があります。
●保留ボタン（再ダイヤルに記憶禁止＋フッキング＋18）を操作しても、操作前の再ダイヤル
ボタン内容を変更しないで保持しますので、再ダイヤルを有効に使用できます。

ひと言

お話し中に　　ボタンを
押す。

1

�相手の方が保留され、相手には保留音
が流れます。

ハンドセットを外したま
まにしておく。

2

間違ってハンドセットを戻してしまったとき
次のどちらかに設定されていますので販
売店に確認してください。
�速い呼び返し音が鳴る
　ハンドセットを上げると保留していた
相手とお話しできます。
�保留を解除する番号をダイヤルする
　保留していた相手に戻れます。

　　　ボタンを押す。3
�保留していた相手とお話しできます。

＊

間違ってハンドセットを戻してしまったとき
次のどちらかに設定されていますので販
売店に確認してください。
�速い呼び返し音が鳴る
　ハンドセットを上げると保留していた
相手とお話しできます。
�保留を解除する番号をダイヤルする
　保留していた相手に戻れます。

保留 フック／転送
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　電話をかける（つづき）

 ワンタッチでかけるとき
ワンタッチダイヤルボタンに登録してある相手に電話をかける場合は、このボタンを押
すだけで自動的に電話番号がダイヤルされます。

●相手先の電話番号をあらかじめワンタッチダイヤルボタンに登録してください。(P.17)
●ワンタッチボタンでかけた番号も再ダイヤルの対象になります。

ハンドセットを上げて、
ワンタッチボタンを押す。
�登録してある電話番号がダイヤルさ
れます。

1 相手が出たら、
話す。

2

ひと言

 複数のワンタッチボタンを押してかけるとき（チェーンダイヤル）
海外の電話番号など桁数が多い場合は、電話番号を区切ってワンタッチボタンに登録し
ておけます。電話をかけるときは該当するワンタッチボタンを順に押していきます。

●相手の電話番号をあらかじめワンタッチダイヤルボタンに登録してください。(P.17)
●ワンタッチダイヤルボタンを押した後に、続けてダイヤルボタンを使ってダイヤルすることもでき
ます。
●チェーンダイヤルでかけた番号も再ダイヤルの対象となりますので、電話番号以外に暗証番
号などを登録してあるときは再ダイヤルを使った発信は控えてください。間違った相手先に
接続されます。

ひと言
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相手が出たら、
話す。

2

ハンドセットを上げ、該
当するワンタッチボタン
を連続して押す。

�登録してある電話番号がダイヤルさ
れます。

1



　電話を受ける
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電話がかかってくると着信音が鳴り、連動して着信ランプが点滅します。

●着信音は、外からの電話の場合は3回（プルプルプル…）、内線からの電話の場合は2回（プル
プル…）の繰り返しとなります。
●着信ランプは着信音と連動して点滅します。

ひと言

電話がかかってきたら、
ハンドセットを上げる。

1

相手の方と話す。2

話しが終わったら、ハン
ドセットを戻す。

3

着信音量を変えるとき

着信音の大きさは、電話機底面の着信音量切替
スイッチで調節できます。
・「大」「中」「小」の3段階調節です。
・お買い上げ時は「大」に設定されています。

着信音質を変えるとき

着信音質は電話機底面の着信音質切替スイッチ
で調節できます。
・「高」「中」「低」の3段階に調節できます。
・お買い上げ時は「低」に設定されています。

※着信音量と着信音質を切り替えてお好みの鳴
り方に設定してください。

着信音量�

大�

中�

小�

着信音質�

高�

中�

低�



　電話を受ける（つづき）

ハンドセットを上げる。

 外からの電話に各自が直接応答するとき

1

応答番号をダイヤルする。2

相手の方と話す。3

外線から電話がかかってくると表示盤のブ
ザーが鳴り、連動してランプが点滅します。

●外線に応答するための“応答番号”を確認し
てください。

ひと言

16

話しが終わったら、ハン
ドセットを戻す。

4



　ワンタッチボタンに相手先を登録する

●操作はハンドセットを掛けた状態で行います。
●登録できる番号は最大21桁です。

ひと言
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　　ボタンを押しながら。1

外線発信番号を押す。2
�ポーズが必要なときは続けて　　ボ
タンを押します。

シグナルチェンジにするときは
回線種類が回転ダイヤル回線の場合、ダ
イヤル途中から　 ボタンを押します。こ
れ以降入力するダイヤルはPB信号に切
り替わります。

相手電話番号をダイヤル
する。

3

登録先のワンタッチボタ
ンを押す。

4

 登録されている番号を取り消すとき

取り消し先のワンタッチ
ボタンを押す。

3

再ダイヤル

登録

＊

　　ボタンを離す。5 登録

　　　ボタンを押す。2 オンフック

　　ボタンを押しながら。1 登録

　　ボタンを離す。4 登録

ご注意

●電話機のお手入れの際に誤って登録ボタンを押さないように注意してください。
　偶然に登録内容の取り消し操作となってしまう場合があります。

�ワンタッチボタンに、　　＋「相手内線
番号」登録すると、通話中の相手を他の
内線に転送する際の、内線呼び出しボ
タンとして利用できます。また、単に内
線にかけるときの内線ワンタッチボタ
ンにもなります。

フック／転送



　故障かな？と思ったら

参照ページもう一度確認してくださいこんなときは

－●回線コードが外れていませんか？

ハンドセットを上げても
何も聞こえない

－●カールコードが外れていませんか？

9
●ブランチ接続されている場合、一方の電話
機が使用中、またはハンドセットが外れて
いませんか？

7●回線種類切替スイッチがご使用になってい
る回線と合っていますか？

ハンドセットからツーと
いう発信音は聞こえるが
電話をかけられない 10～14●正しい電話のかけ方をしていますか？

17●ワンタッチボタンに相手番号が登録されて
いますか？

ワンタッチボタンでかけ
られない

9●この電話機が直接外線に接続されていませ
んか？再ダイヤルボタンでかけ

られない
12●最後にかけた電話番号が33桁以上ではな

いですか？

－
●ハンドセットを上げ、フックスイッチを何
度か押してみて正常になりませんか？
●ハンドセットを上げ、回線コードを抜き差
ししてみて正常になりませんか？

その他の症状

　故障かな？と思ったら
修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも直らないときは、
お買い上げになった販売店に連絡してください。

　分別廃棄について
電話機を廃棄する際は、地球環境維持と再
資源化の面から分別廃棄をしてください。

電話機内部には、お客様が直すことができる部品はまったくありません。お客様が電
話機のケースを開けて内部に手を触れた場合、予測できない、けがを負う恐れがあり
ますので、絶対にケースを開けないでください。ケースを開けた場合は保証期間内で
あっても有料修理となることがあります。

18



　保留ボタンに特番を設定する

●回線コードを接続してから行ってください。
●ハンドセットを掛けた状態で行ってください。
●登録できる番号は最大21桁です。
●途中で操作を間違えたときは登録ボタンを一旦離し、もう一度やり直してください。
●「オンフック」（再ダイヤルに記憶禁止）を入れておくと保留ボタンを押しても再ダイヤルメモリ
内容を変更しません。

ひと言

この内容は、HI－P6A電話機を取り付ける販売店の方に対しての説明です。
構内交換機の条件に合わせて設定する内容ですので、お客様は絶対に操作しないでください。

保留ボタンは特番で機能するボタンです。工場出荷時は、「オンフック」（再ダイヤルに記
憶禁止）＋「フック／転送」（フッキング）＋「18」に設定されています。変更するときは次
の手順で行ってください。

�ワンタッチボタンに特番を登録しておけば、特殊機能ボタンとして利用できます。
この場合、操作5.で保留ボタンの代わりにワンタッチボタンを押します。
�登録可能なダイヤルは次のとおりです。

・数字(0～9ボタン)
・フッキング(「フック／転送」ボタン)
・ポーズ(再ダイヤルボタン:約3.6秒)
・シグナルチェンジ(

＊

ボタン)
・再ダイヤルに記憶禁止（オンフックボタン）

DPのとき

・数字(0～9ボタン)
・

＊

、＃ボタン
・フッキング(「フック／転送」ボタン)
・ポーズ(再ダイヤルボタン:約3.6秒)
・再ダイヤルに記憶禁止（オンフックボタン）

PBのとき
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＜販売店の方へ＞

　　　ボタンを押す。3

××（特番）を押す。4

　　ボタンを押す。5

　　ボタンを離す。6 登録

保留

フック／転送

　　ボタンを押しながら。1 登録

　　　ボタンを押す。2 オンフック

　　 を押す。3

3秒待ってから　　ボタンを離す。4
登録

　　ボタンを押しながら。1 登録

　　　ボタンを3回押す。2 オンフック

1 2

 ワンタッチ・保留ボタンを工場出荷状態に戻すとき



　電話機本体にカールコードを取付ける
この内容は、HI－P6A電話機を取り付ける販売店の方に対しての説明です。

工場出荷時、カールコードは電話機本体に取付けられておりません。下記の方法でカー
ルコードを取付けてください。

＜販売店の方へ＞

この方法でコネクタの接続を安定させることができますので、必ず実施してください。

① カールコードを本体ジャックに差し込む。

コード固定溝

② 図のようにカールコードをひねって、縦向きにする。

③ カールコードを図のようにしてコード固定溝に入れる。

コード固定溝

�　　　　 �　　　　　  �　　　　　 �

④ 図のようにカールコードを前後に動かし、コードをコード固定溝に落ち着かせる。

お願い

この操作は、操作③の�の状態
を回避し、�の状態にするため
です。必ず実施してください。
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　ハンドセットにカールコードを取付ける
この内容は、HI－P6A電話機を取り付ける販売店の方に対しての説明です。

工場出荷時、カールコードはハンドセットに取り付けられています。カールコードを付
け替える場合は、下記の方法で付け替えてください。

＜販売店の方へ＞

この方法でコネクタの接続を安定させることができますので、必ず実施してください。

コード固定溝

�　　　　 �　　　　　  �　　　　　 �

お願い

この操作は、操作③の�の状態
を回避し、�の状態にするため
です。必ず実施してください。

コード固定溝

① カールコードを本体ジャックに差し込む。

② 図のようにカールコードをひねって、縦向きにする。

③ カールコードを図のようにしてコード固定溝に入れる。

④ 図のようにカールコードを奥に押し込み、コードをコード固定溝に落ち着かせる。
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　仕　様
HI－P6A形　　　名

回転ダイヤル回線（DP）、プッシュホン回線（PB）兼用適 応 回 線

331.5 Ω
�線路の直流抵抗条件によっては接続できないときがあります。

直流抵抗値
（直流回路閉成時）

インピーダンス：6 kΩ以上
静電容量　　　：約1 μF

呼び出し信号受信中の
インピーダンスと
静電容量

ボタンを押すと600 msのフッキングパルス送出
�PBXのサービス方式によっては使用できないときがあります。
�クロスバ交換機ではフッキングパルスが50～150 msのため、
このボタンは使用できません。

フック／転送ボタン
保留ボタン

ボタンを押すと1.6秒間回線を切断
�PBX側条件、フッキング＝0.6秒、終話＝1.6秒に設定要再ダイヤルボタン

温度：0～40℃　 湿度：15～80％RH環 境 条 件

約　幅150×高さ79×奥行224 mm外 形 寸 法

約0.7 kg質　　　量

PBX回線の開放電圧…53 Vを超えないこと。
�53 Vを超えると着信ランプが点灯状態になるときがあり、ラ
ンプの寿命が短くなります。

そ　の　他

※仕様は予告なく変更するときがあります。

サービスを依頼されるときのた
めに記入しておいてください。

お客様メモ

ご購入年月　　　　　　年　　　月　　　日

ご購入店名
電　　　話（　　　　）　　　－
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　MEMO
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