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電話をかける

a ホーム画面■u■［電話］■
電話番号入力画面が表示されます。

a 画面切替タブ
画面表示を切り替えられ
ます。

b 電話番号入力欄
80桁まで入力できます。

c 数字キー
d SMSキー

SMSを送信できます。

e 削除キー
最後に入力した数字を削
除します。ロングタッチ
すると、すべての数字を
削除します。

e

c

d

b

a

f

f 発信キー
電話をかけます。また、発信履歴がある場合、電話番号未入力
のときにタップすると最新の発信履歴が入力されます。

b 電話番号を入力
一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ
さい。

c ［■ ■］
通話中画面が表示されます。
通話中に	 	音量キー（DOWN／UP）を押すと、通話音量
（相手の方の声の大きさ）を調節できます。

d ［終了］
「通話設定」の「連絡先未登録番号追加」を有効にすると、連絡先に
未登録の電話番号との通話終了後に、連絡先に登録するかどうかの確
認画面が表示されます。お買い上げ時は無効に設定されています。

memo

•	 発信中／通話中に近接センサーをおおうと、画面が消灯します。
•	「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイ
ドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

•	 送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意くだ
さい。

•	「機内モード」を設定中でも、緊急通報番号（110、119、118）
へは電話をかけることができます。また、緊急通報番号（110、
119、118）へ電話をかけると「機内モード」の設定が解除されます。
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■■電話番号入力画面のオプションメニューの場合

a 電話番号入力画面■u■［■ ■］

b 以下の項目をタップ

184追加 電話番号の先頭に「184」を追加します。

186追加 電話番号の先頭に「186」を追加します。

国コード 相手の方の国コードを選択します。

連絡先に追加※ 入力した電話番号を連絡先に登録します。

短縮ダイヤル 短縮ダイヤルを設定します。

2秒間の停止を追加※ 「,」を入力します。電話番号の後ろに「,」
と番号を入力して電話をかけると、電話が
つながってから約2秒後に番号がプッシュ信
号として自動的に送信されます。

ウェイト時間の追加※ 「;」を入力します。電話番号の後ろに「;」
と番号を入力して電話をかけると、電話が
つながってから［はい］をタップすると番
号をプッシュして送信できます。

片手操作モード チェックを付けると片手操作モードになり
ます。

タブの編集 タブに表示される項目を選択したり、並び
替えます。

通話設定 uP.225「通話に関する設定をする」

※	電話番号が入力された場合のみ表示されます。

通話中の画面操作

録音／停止 通話中の相手の方の音声と自分の音声の録音を開
始／停止します。

終了 通話中の電話を終了します。

ダイヤルキー／非表
示

数字キーを表示／非表示します。

スピーカー ハンズフリーで電話するかどうかを設定します。

ミュート 相手の方にこちらの声が聞こえないようにするか
どうかを設定します。

Bluetooth 別売のBluetooth®ヘッドセットと接続／解除し
ます。

■■通話中画面のオプションメニューの場合

a 通話中に［■ ■］

b 以下の項目をタップ

別の通話を追加 電話番号入力画面を表示します。

連絡先 連絡先を表示します。

メモ 通話中にメモをとることができます。

音声を強調する 周囲の音が大きい場所での通話時に、相手の音
声がクリアに聞こえるようにするかどうかを設
定します。
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履歴を利用して電話をかける

a ホーム画面■u■［電話］
電話番号入力画面が表示されます。

b ［通話履歴］
履歴一覧画面が表示されます。

c ■電話をかけたい相手の［■ ■］

memo

•	 発信履歴／着信履歴はあわせて最大500件まで保存され、500件
を超えると最も古い履歴から自動的に削除されます。空き容量に
よっては、保存件数が少なくなる場合があります。

■■着信お知らせサービスについて
「着信お知らせサービス」は、au電話の電源を切っていた場合や機内
モード中の場合、または電波の届かない場所にいた場合、着信があっ
たことをSMSでお知らせするサービスです。

履歴のメニューを利用する

■■履歴一覧画面のオプションメニューの場合

a 履歴一覧画面■u■［■ ■］

b 以下の項目をタップ

フィルタ フィルタを設定します。

削除 削除したい履歴をチェックして削除します。

すべて削除 履歴をすべて削除します。

タブの編集 タブに表示される項目を選択したり、並び替
えます。

通話設定 uP.225「通話に関する設定をする」
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■■履歴一覧画面のコンテキストメニューの場合

a 履歴一覧画面で履歴をロングタッチ

b 以下の項目をタップ

連絡先を表示※1 連絡先の詳細内容を表示します。

連絡先に追加※2 電話番号を連絡先に新規登録したり、既存の
連絡先に追加登録したりします。

発信前に番号を編
集

電話番号を編集して発信します。

電話番号のコピー 電話番号をコピーします。

着信拒否／着信拒
否リストから削除

選択した電話番号を着信拒否リストに追加／
削除します。

通話履歴の削除 選択した履歴を削除します。

すべての通話履歴
を削除

選択した履歴と同じ電話番号の履歴をすべて
削除します。

※1	 電話番号が連絡先に登録されている場合に表示されます。
※2	 電話番号が連絡先に登録されていない場合に表示されます。

■■履歴詳細画面のオプションメニューの場合

a 履歴詳細画面■u■［■ ■］
発信履歴または着信履歴詳細画面が表示されます。

b 以下の項目をタップ

削除 選択した履歴を削除します。

着信拒否／着信拒否リス
トから削除

着信拒否番号リストに電話番号を登録
／削除します。

すべての履歴 電話の発着信履歴をすべて表示します。

■■履歴詳細画面のメニューを利用する

電話をかけます。

SMSを作成します。
※1 連絡先の詳細内容を表示します。
※2 電話番号を連絡先に新規登録したり、既存の連絡

先に追加登録したりします。

※1	 電話番号が連絡先に登録されている場合に表示されます。
※2	 電話番号が連絡先に登録されていない場合に表示されます。
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au電話から海外へかける（au国際電話サービス）
本製品からは、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：本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

a 電話番号入力画面で国際アクセスコード、国コード、市
外局番、相手の方の電話番号を入力■u■［■ ■］
電話番号入力画面	u	［	 	］	u	［国コード］で相手先の国名を選択
して国際電話をかけることもできます。

国際アクセス
コード※1

国コード
（アメリカ）

相手の方の
電話番号

市外局番※2

010 1 212 123XXXX

※1	「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「010」
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･モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあり
ます）。

memo

•	 au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、au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日から再び
ご利用いただけます。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおり
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au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。

•	 au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
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緊急通報位置通知について
本製品は、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。

memo

•	 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。

•	 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。

•	 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。

電話を受ける

a 着信中に［■ ■］をスライド（スワイプ）
バックライト点灯中（ロック解除画面表示中を除く）に着信があった
場合は、［	 	］をタップします。

b 通話■u■［終了］
「通話設定」の「連絡先未登録番号追加」を有効にすると、連絡先に
未登録の電話番号との通話終了後は、連絡先に登録するかどうかの確
認画面が表示されます。お買い上げ時は無効に設定されています。

■■電話がかかってきた場合の表示について
着信すると、次の内容が表示されます。
•	 相手の方から電話番号の通知があると、画面に電話番号が表示されます。
電話番号と名前が連絡先に登録されている場合は、名前などの情報も表
示されます。

•	 相手の方から電話番号の通知がないと、画面に理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」
※	相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

•	 LTE	NET、LTE	NET	for	DATAをご契約いただいていない場合、「モ
バイルデータ」（uP.222）をオフにしてご利用ください。

着信時に着信音を消音にするには
•	 着信中に	 	電源キーや	 	音量キー（DOWN／UP）
を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。

他の機能をご利用中に着信した場合は
•	 連絡先やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、
通話終了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。

•	 ボイスレコーダーなどで録音していた場合は、電話に出ると録音が
中断されて録音していたデータは保存されます。
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着信時の操作

拒否 かかってきた電話が切れます。相手の方には「こち
らはauです。おかけになった電話をお呼びしました
が、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知
らせします。

消音 	電源キーや	 	音量キー（DOWN
／UP）を押すと、着信音が消音になり、バイブレー
タを停止します。

自分の電話番号を確認する

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［一般］■u■
［端末情報］■u■［ステータス］
ステータス画面が表示され、電話番号欄に電話番号が表示されます。
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