
 

 

 AGEphone for Mac 
Version 1.0(2016/4/1) 株式会社 ageet 

目次 

AGEphone for Mac ........................................................................................................................... 1 

1. はじめに ................................................................................................................................... 2 

 AGEphone for Mac とは ......................................................................................................... 2 1.1

2. 仕様 .......................................................................................................................................... 3 

 画面仕様 ................................................................................................................................... 3 2.1

 注意事項 ................................................................................................................................... 3 2.2

3. インストール手順 .................................................................................................................... 4 

 AGEphone for Mac をインストールする ................................................................................ 4 3.1

4. 設定順序 ................................................................................................................................... 5 

 サービスを用意する ................................................................................................................. 5 4.1

 アカウント設定 ........................................................................................................................ 5 4.2

5. 操作方法 ................................................................................................................................... 7 

 SIP サーバへの登録 ................................................................................................................. 7 5.1

 着信時 ...................................................................................................................................... 7 5.2

 発信時 ...................................................................................................................................... 8 5.3

プレディクティブダイヤル機能 ...................................................................................................... 8 

ローマ字検索 ................................................................................................................................... 8 

 通話をする ............................................................................................................................... 9 5.4

 通話のキャンセル .................................................................................................................... 9 5.5

 通話を切断する ........................................................................................................................ 9 5.6

 通話を保留する ........................................................................................................................ 9 5.7

 メニュー ................................................................................................................................. 10 5.8

6. お問い合わせ先 ...................................................................................................................... 11 

 



 

 

1. はじめに        

 AGEphone for Mac とは 1.1

AGEphone for Mac（以下、AGEphone）は、Mac （OSX10.10 以降）上で IP 電話を利用可能

にするソフトフォン(IP 電話ソフトウェア)です。AGEphone を使うことで、お持ちの IP 電話番

号を使って発着信を行うことができます。 

 

また、弊社が既に提供している iPhone および Android 端末で動作するプロバイダフリーの SIP

ソフトフォン「AGEphone」と組み合わせることによって更に利便性が高まります。 

 

AGEphone for Mac の主な機能       

  

● 通知センター対応     

● プレディクティブダイヤル機能   ● 名前ローマ字読み検索機能 

● スキン切り替え機能       ● 保留機能 

● 標準アドレス帳連携   ● STUN による NAT 越機能 

 

 



 

 

2. 仕様 

 画面仕様 2.1

 

 

       
 

 注意事項 2.2

本製品は Mac (OS X 10.10 以降) 以外のプラットフォームでのご利用は動作保障外となります。 

また、本製品は無料でご利用頂く事が可能ですが商用利用は不可となっております。予めご了承

ください。   

 

また、本製品はお手軽に設定が完了できることを目的とし開発されているため、細かな設定項目

を設けておりません。ご利用の IP 電話サービス業者によっては本製品がご利用いただけない場

合が御座いますので予めご了承ください。  

     



 

 

3.  インストール手順 

 AGEphone for Mac をインストールする 3.1

 

最新版は Mac App Store からダウンロードすることができます。  

 

 

 

 
 

 

https://itunes.apple.com/jp/app/agephone/id1038315101?mt=12


 

 

4.  設定順序 

 サービスを用意する 4.1

通話を行うには IP 電話サービスが必要です。IP 電話サービスにもメールアドレスのような SIP

アドレスと呼ばれるものがあり、これを AGEphone にあらかじめ設定しておきます。 

また、オープンソースのＩＰ－ＰＢＸであるアスタリスクサーバーや Brekeke PBX と連携する

ことで内線ＩＰ電話としてご利用いただくことも可能です。 

 

日本国内の IP-PBX ベンダー 

http://biztel.jp/  

http://brekeke.jp/ 

http://www.asterisk-fusion.jp/b2buaog/ 

 アカウント設定 4.2

 

AGEphone を起動したら、AGEphone

のメニューにある「設定…」から設定

画面を開きます。 

 

 

 

 

http://biztel.jp/
http://biztel.jp/
http://brekeke.jp/
http://www.asterisk-fusion.jp/b2buaog/


 

 

 

設定画面：初回起動時は、自動的にこの画面が現れます。 

 

 

 

SIP ドメインという入力項目は、サーバのアドレスを指定します。SIP ドメインは IP アドレス

でも構いません。ポート番号まで指定する場合は「：」コロンをつけて後ろにポート番号を追記

してください。 

SIP サーバーという入力項目は、直接コネクションを張るサーバのアドレスを指定します。別名

SIP プロクシと呼ばれる場合があります。ポート番号まで指定する場合は「：」コロンをつけて

後ろにポート番号を追記してください。この項目は省略可能です。 

 

電話番号は 050 番号を使った発着信を行いたい場合、は 050 ではじまる番号を入力します。（こ

の時’－’ハイフンは省略してください）050 番号を使わない場合は任意の文字列を入力出来ます。

一般的には SIP ユーザ ID と呼ばれることもあります。 

認証 ID：は、アカウントごとに生成されます。通常、電話番号と同じ文字列が使われることも

あり、その場合は省略可能です。 

パスワードは認証 ID と対になっています。 



 

 

5. 操作方法  

 

 SIP サーバへの登録 5.1

設定画面にて登録された SIP サーバに接

続が成功すると、ディスプレイ部に「ダ

イヤルできます」のメッセージが現れ、

発着信が可能となります。  

失敗している場合は「SIP サーバに未登録」と表示されます。この状態では発着信できませんの

でご注意下さい。 適切なネットワーク環境が存在しない場合や、適切な設定が行われていない

場合、赤の✕アイコンが表示されます。その際は接続環境や設定内容を再度ご確認ください。 

 着信時 5.2

着信番号が連絡先の電話番号にある場合

その名前を表示します。また、この時着

信履歴にもその名前が記録されます。通



 

 

知センターが On になっていれば通知センターから着信の通知が届きます。 

 発信時 5.3

電話番号を入力した後、 ボタンをタップすることで発信を行います。発信する前に入力し

た番号の訂正は、直前の番号を消去する場合はキーボードから「バックボタン」を押下、全部消去

する場合は ボタンをタップすることによって行えます。 

 

 

プレディクティブダイヤル機能 

 

 
 

プレディクティブダイヤル機能を活用する事によってより手軽に発信操作が行えます。 

① 電話番号の頭 3 桁を入力します 

② 過去に発信された番号の中で一番新しいものから順番に候補が表示されます。 

③ 表示された番号へ発信する場合は、番号を選択し「接続ボタン」をクリックするとその番号へ

発信が行えます。 

ローマ字検索 

キーボードからローマ字入力で MA と入力すれば 「ま」で始まる漢字の姓の候補（「松」や「丸」）

に絞ることができます。また、外国の方の名前を半角英字で連絡先に登録されている場合はその

入力されたアルファベットで抽出します。途中で入力をクリアしたいときは、ESC キーもしく

は （切断ボタン）を押下します。 



 

 

 

 

 通話をする 5.4

着信中にダイヤルボタン下の  (接続ボタン)を押すことで通話が開始されます。また、

ダイヤルボタンで相手先の番号を入力し、  (接続ボタン)を押すことで発信できます。  

エンター（リターン）キーでも同様の動作になります。 

 

 通話のキャンセル 5.5

呼び出し音の再生中に  (切断ボタン)を押すことで発信の中断を行います。  

ESC キーでも同様の動作になります。 

 

 通話を切断する 5.6

通話中に    (切断ボタン)を押すことで通話を切断できます。  

ESC キーでも同様の動作になります。 

   

 通話を保留する 5.7

通話を保留したい際には   (保留ボタン)を押してください。また、解除する際にも同じ

く   (保留ボタン)を押します。 

スペースキーでも同様の動作になります。 

 

＊本製品の保留機能は RFC3264 に対応していない場合動作いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 メニュー 5.8

Mac の画面上部に現れるメニューでは必要最小限の AGEphone メニューが表示されています。 

メニューが表示されていないという場合は、一度 AGEphone をクリックしてください。 

 

 

 

（画面上部に出ているアプリケーションメニュー） 

 

 

 
 

 

 

AGEphone について AGEphone のバージョン情報を表示します。 

設定… 設定画面を起動します。 

AGEphone を隠す AGEphone を隠します。 

再起動 AGEphone を再起動します。 

連絡先 連絡先画面を表示します 

全履歴を削除 保存された履歴を消去します。 

最小化 AGEphone を最小化します。 

最前面に表示 AGEphone を常に最前面に表示します。 

AGEphone を終了 AGEphone を終了します。 

  



 

 

6. お問い合わせ先 

株式会社ageet
アギート

の サポートセンター  

 http://www.ageet.com/#!contact-us/ly3gm までお願いいたします。お電話でのサポートは受

け付けておりませんので予めご了承くださいませ。  

 

 開発元：株式会社  ageet
アギート

 〒617-0002 京都府向日市寺戸町修理式 13-98 

http://www.ageet.com/#!contact-us/ly3gm

