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電話をかける
1 Gをタップする

電話画面が表示されます。

《電話画面》

2 相手の電話番号を入力する
■電話番号を間違えたときは
・ をタップして入力した番号を消します。 を1秒以上
タップすると、入力した番号がすべて消えます。

3 をタップする

4 通話が終了したら をタップする
• Gをタップしたままにしても通話を終了できます。

◎  をタップしないで画面を切り替えると通話は継続します。通話を終了
する場合は、Gをタップしたままにします。

◎ 連絡先に登録されている電話番号と入力した電話番号が一致した場合は、
連絡先の表題が表示されます。

◎ 連絡先に登録がなく、通話履歴にも記憶されていない電話番号を入力した
場合は、「該当なし」と表示されます。

◎ 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離
れると再表示されます。

◎  →「電話」またはH→「電話」をタップしても電話画面を表示できます。
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
• 全国の一般電話との通話
• 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
• 001（001国際電話サービス：お申し込みは不要です）
• 171（災害対策用ボイスメール）
• 177（天気予報：市外局番が必要です）
• 117（時報）
• 104（電話番号案内）
• 115（電報の発信）
• 110（警察への緊急通報）★
• 119（消防機関への緊急通報）★
• 118（海上保安本部への緊急通報）★
• 船舶電話
※ ★は緊急通報番号です。
※ 次のNTTサービスはご利用になれません。
 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）
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■ 緊急通報位置通知について
IS02は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現
在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

◎ 警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊
急通報受理機関と記載します。

◎ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
◎ 緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番
号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができませ
ん。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中にGをタップする
と現在地を通知することができます。

◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・
ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され
る場合があります。

◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。
◎ 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地
をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いい
たします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続され
ない場合があります。

◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急
通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場
合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

通話中画面の見かた

⑥

①

③
②

④
⑤

⑦

⑧

⑨

① 状態表示エリア
 通話相手の情報、通話時間が表示されます。
② ミュート
 自分の音声が相手に聞こえなくなります。
③ スピーカー オン／オフ
 スピーカーフォンを利用する場合に「スピーカー オン」をタップし
ます。

④ メモ
 メモの編集ができます。
⑤ 連絡先
 連絡先の編集および新規作成ができます（▶P.51）。
⑥ キーパッド表示ボタン
 タップするとキーパッドが表示され、電話番号を入力できます。
⑦ メニューボタン
 タップすると、ミュート、スピーカーフォンのオン／オフ、メモの作
成※などができます。

⑧ 終了
 通話を終了します。
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⑨ 通話
 割込通話で通話相手を切り替えたり、三者通話サービスを利用する
際にタップします。

※ メモの作成はキーボード入力も可能です。

◎ 着信時に相手の番号が通知されなかった場合（非通知設定／公衆電話の着
信／通知不可能の場合）、状態表示エリアに「非通知設定」と表示されます。

発着信履歴を利用して電話をかける

1 G→「通話履歴」
通話履歴一覧が表示されます。

① 不在着信
 不在着信があったことを示します。
② 発信
 電話を発信したことを示します。
③ 着信
 着信があったことを示します。

2 かけたい相手を選択する
ポップアップメニューが表示されます。
• 連絡先に登録されている相手との通話履歴をタップすると、個人連絡
先画面が表示されます。

3 「電話」をタップする
4 通話が終了したら をタップする

①

②

③

①

②

③

記載内容に誤りがありますので修正
いたします。
②着信
　着信があったことを示します。
③発信
　電話を発信したことを示します。
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発信者番号の通知／非通知を付加して発信する
電話をかけたときに自分の電話番号を相手の電話機に表示させること
ができます。
• 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意
ください。

1 G→「1」「8」「6」（通知）／「1」「8」「4」（非通知）を入力
する

2 相手の電話番号を入力する
3 をタップする

相手を絞り込みすばやく発信する
連絡先を絞り込んで検索することができます。

例：「さとう」を検索する

1 G→「連絡先」→「さ」
連絡先の1文字目に「さ」を含む候補が表示されます。
• 「1ABC」をタップすると、英数字で絞り込むことができます。

2 「た」→「と」、「あ」→「う」
連絡先の2文字目に「と」、3文字目に「う」を含む候補が表示されます。

3 相手を選択し、電話番号をタップする

スピードダイヤルを利用して発信する
よくかける連絡先をスピードダイヤルに登録しておくと、電話画面の
キーパッドで該当するキーを1秒以上タップするだけで発信できま
す。

スピードダイヤルを登録する

1 G→「スピードダイヤル」
スピードダイヤルリストが表示されます。

2 →「新規作成」
連絡先の選択画面が表示されます。

3 登録する相手を選択する
スピードダイヤル画面が表示されます。

4 登録する「電話番号」を選択する
5 「短縮番号」で割り当てる番号を選択する
6  をタップする

◎ 短縮番号1は、「留守番電話」に割り当てられています。電話画面のキーパッ
ドで「1」を1秒以上タップすると、お留守番サービスに電話がかかります。

◎ 登録する際は、短縮番号1以外の番号に割り当ててください。
◎ 連絡先からスピードダイヤルに登録するには、H→「連絡先」→連絡先を
タップ→  →「スピードダイヤルに追加」→登録する「電話番号」を選択→
「短縮番号」で割り当てる番号を選択→  をタップします。

◎ スピードダイヤルを削除するには、スピードダイヤルリストで削除したい
相手を選択して、  →「削除」→「はい」をタップします。
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スピードダイヤルで発信する

1 Gをタップし、短縮番号が割り当てられたキーを1秒以
上タップする
登録された相手に発信されます。
• 短縮番号が2桁の場合は、十の位の番号をタップし、一の位の番号を1
秒以上タップするか、スピードダイヤルリストで短縮番号をタップし
ます。

連絡先から電話をかける

1 H→「連絡先」
連絡先画面が表示されます。

2 発信する相手を選択する
3 「XXXにダイヤル」をタップする

◎ 発信する相手を1秒以上タップし、ポップアップメニューから電話をかける
こともできます。

プッシュ信号（DTMF）を送信する
IS02からプッシュ信号を送信し、チケットの予約や銀行の残高照会な
どのサービスを利用できます。

1 通話中に をタップする

2 「0」～「9」、「＊」、「＃」を入力する

au電話から海外へかける（001国際電話サービス）
IS02からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例：au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 Gをタップする
2 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を
入力

アクセス
コード※1 ➡

国番号
（アメリカ） ➡

市外局番※2

➡
相手の方の
電話番号

001010 1 212 123XXXX
※1 「0」を1秒以上タップすると、「＋」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加され

ます。
※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（イタリア・モスクワの

固定電話など一部例外もあります）。

3 をタップする

4 通話が終了したら をタップする
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◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。
auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日
までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。

◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開
します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを
取り扱わないようにすることもできます。

 001国際電話サービスに関するお問い合わせ：
 au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
 一般電話から  0077-7-111（通話料無料） 
 受付時間 毎日9：00～20：00
◎ 海外へ電話を転送できます。（▶P.195「海外の電話へ転送する」）

電話を受ける

1 電話がかかってくる
2  をタップする

• デバイスロック中は、「応答」を右にスライドします。また、「ロックの
解除」をタップすると、通常の通話中画面になります。デバイスロッ
クにパスワードを設定している場合はパスワードを入力し、  を
タップします。
■着信を拒否する場合

 をタップします。
・ デバイスロック中は、「拒否」を右にスライドするかGをタップし
たままにします。

3 通話が終了したら をタップする
• Gをタップしたままにしても通話を終了できます。

◎ IS02は応答保留ができません。
◎ 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離
れると再表示されます。

◎ デバイスロックについて詳しくは、「IS02にロックをかける」（▶P.39）を
参照してください。

■ 着信中の表示について
• 相手の電話番号が通知されたときは、相手の電話番号が画面に表示
されます。連絡先に登録されている電話番号と一致した場合は、名前
が画面に表示されます。
• 相手の電話番号が通知されなかったときは、「非通知設定」が表示さ
れます。
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ハンズフリーを利用する
スピーカーフォンに切り替える

通話中の相手の音声をスピーカーから流して通話することができま
す。

1 通話中に「スピーカー オン」をタップする
 が表示されます。

■スピーカーフォンをオフにする場合
「スピーカー オフ」をタップします。

◎ スピーカーフォンがオンになっているときは、IS02の受話口を耳にあてな
いでください。

ステレオイヤホンマイクの使いかた
付属の東芝microUSB-φ3.5変換ケーブル01にIS02とステレオイ
ヤホン（別売）を接続すると、マイク横のスイッチを押すだけでかかっ
てきた電話を受けたり、電話をかけることができます。

■ ステレオイヤホンマイクを取り付ける

microUSBプラグ

外部接続端子キャップ

東芝microUSB-φ3.5
変換ケーブル01

ステレオイヤホンプラグ

クリップ

イヤホンφ3.5
専用プラグ穴

マイク
スイッチ

microUSBプラグ

外部接続端子キャップ

東芝microUSB-φ3.5
変換ケーブル01

ステレオイヤホンプラグ

クリップ

イヤホンφ3.5
専用プラグ穴

マイク
スイッチ

1 ステレオイヤホンプラグを東芝microUSB-φ3.5変換
ケーブル01のイヤホンφ3.5専用プラグ穴に差し込む

2 IS02の外部接続端子キャップを開け、東芝microUSB-
φ3.5変換ケーブル01のmicroUSBプラグを差し込む
• microUSBプラグは、プラグの向きを確認して水平に差し込んでく
ださい。

■ ワンタッチで電話を受ける
1 電話がかかってきたら、マイク横のスイッチを押す

• スイッチを2秒以上押すと、着信を拒否できます。

2 通話が終了したら、マイク横のスイッチを2秒以上押す

■ 電話をかける
1 マイク横のスイッチを2回押す
2 通話が終了したら、マイク横のスイッチを2秒以上押す

◎ 一番最新の発着信履歴の相手に電話がかかります。
◎ デバイスロック中など、操作ロック中は電話をかける操作はできません。
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通話中に相手の声の音量を調節する
お買い上げ時 レベル2

1 通話中にE（音量大）またはF（音量小）を押す

◎ 通話中以外は受話音量を調節することはできません。
◎ 通話中にタイトルバー→ をタップし、受話音量のスライダーを上下にス
ライドして調節することもできます。

着信音量やスピーカー音量を調節する

お買い上げ時  （着信音量）：レベル3
 （スピーカー音量）：レベル3

タイトルバーをタップして をタップすると音量画面が表示されます。
電話の着信音は で調節できます。メールの着信音、「時計とアラー
ム」のアラーム、「予定表」のアラーム、「Windows Media Player」や
「動画」などの再生音は で調節できます。

レベル5

スピーカー音量

レベル0

《音量画面》

着信音量

着信音量／スピーカー音量
オン
バイブ
オフ

レベル5

スピーカー音量

レベル0

《音量画面》

着信音量

着信音量／スピーカー音量
オン
バイブ
オフ

電話の着信音量を調節する
着信音量の調節は待受中に （着信音量）で行います。

1 タイトルバーをタップして をタップする

2 （着信音量）のスライダーを上下にスライドして、着信
音量を調節する

3  をタップする

◎ （着信音量）を「レベル0」に設定すると音が鳴りません。
◎ 「バイブ」や「オフ」をタップすると、音は鳴りません。
◎ お留守番サービスの伝言お知らせ・着信お知らせやメールの着信音量の調
節は、（スピーカー音量）で行います。

電話着信中に着信音を一時的に消す

1 着信中にEまたはFを押す

アラームや再生音の音量を調節する

1 タイトルバーをタップして をタップする

2 （スピーカー音量）のスライダーを上下にスライドして、
音量を調節する

3  をタップする
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◎ 待受中にE（スピーカー音量大）またはF（スピーカー音量小）を押しても音
量を調節できます。

◎ （スピーカー音量）を「レベル0」に設定すると音が鳴りません。
◎ 「バイブ」や「オフ」をタップすると、音は鳴りません。

着信を音で知らせる

お買い上げ時
着信パターン：標準の着信音
着信音：Ring01‒WindowsPhone
キーパッド：オフ

着信音のパターンやメロディ、キーパッドの操作音を設定します。

1  →「設定」→「一般設定」→「電話」
• H→「設定」→「個人」→「電話」でも設定できます。

2 サウンドに関する設定をする
「着信パターン」、「着信音」、「キーパッド」を設定します。

3  をタップする

電話から鳴る音を消す（マナーモード）
マナーモードを設定すると、公共の場所で周囲の迷惑とならないよう
に、着信音などを消すことができます。

1 Fを1秒以上押す
タイトルバーに  が表示されます。
■マナーモードを解除する場合
Fを1秒以上押します。

マナーモードの設定を変更する

お買い上げ時 バイブあり
マナーモード中にもアラームを再生する：オフ

1  →「設定」→「音／マナーモード」→「マナーモード設定」
• H→「設定」→「個人」→「マナーモード設定」でも設定できます。

2 「バイブあり」／「バイブなし」→ 
• マナーモード設定中でもアラームを鳴らしたい場合は、「マナーモー
ド中にもアラームを再生する」にチェックを付けます。

◎ マナーモード設定中は、以下の音が鳴りません（ステレオイヤホン（別売）を
接続している場合は、イヤホンから音が鳴ります）。
• 着信音 • 電子メール、Cメール受信音
• 「時計とアラーム」のアラーム音 • 予定表のアラーム音
• 電池切れのアラーム音
• 各プレイヤーの再生音

◎ マナーモード設定中でも、以下の音は鳴ります。
• フォトのシャッター音
• ビデオの開始音／終了音
• スピーカーフォンによる通話
• 緊急地震速報受信音（マナー時も通知するように設定した場合）
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