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電話

  電話をかける

1 ホームスクリーン→［ （電話）］
電話番号入力画面が表示されます。

2 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。
：入力した数字を1桁削除
（ロングタッチ）：すべての数字を削除
：電話帳を起動
※：伝言メモリスト画面を表示

※伝言メモのあり／なしで表示が変わります。
 ：伝言メモなし　 ：伝言メモあり　 ：伝言メモ全件録音済み
「1」をロングタッチ→［OK］と操作すると、お留守番サービスセンター
に接続され、伝言を聞くことができます。※
※お留守番サービスEXは有料オプションサービスです。

 3 ［  ］（発信）→通話→［  ］（通話終了）
通話中にlr（音量下／上キー）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。

◎ 発信中／通話中に顔などによって画面を覆うと、誤動作を防止するため画
面が消灯します。

◎ 送話口（マイク）を覆っても、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。

■ 電話番号入力画面のメニューを利用する

1 電話番号入力画面→M

2 連絡先に追加※ 電話帳の連絡先に追加します。
日本へ発信※ 海外での使用時のみ表示されます。「+81」を

先頭に付与し、プレフィックスの「0」を除去し
ます。

番号非通知
(184)付加

電話番号に「184」を追加します。

番号通知
(186)付加

電話番号に「186」を追加します。

自動ポーズ（,）
付加※

「,」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。

手動ポーズ（;）
付加※

「;」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「送信」をタップしたときに番号をプッ
シュ信号として送信できます。

通話設定 ▶P. 71「通話に関する設定をする」
※電話番号が入力されている場合に表示されます。

■ 通話中に利用できる操作
通話中画面で「 （通話音質）」／「 （スピーカー）」／「 （ダイヤル
キー）」／「 （メニュー）」をタップすると、次の操作ができます。

（通話音質）   （聞こえ
調整）

相手の声の聞こえかたを「やわらか
く」／「はっきりと」／「おさえめに」
に調整します。

  
（ゆっくり）

相手の声をゆっくり聞こえるように
する「ゆっくり通話」のオン／オフを
切り替えます。

  （ノイズ
キャンセル）

周囲の雑音を抑え、通話中の声を相
手に聞きやすくする「ノイズキャン
セル」のオン／オフを切り替えます。
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  履歴を利用して電話をかける

1 電話番号入力画面→［発信履歴］／［着信履歴］
発信／着信履歴一覧画面が表示されます。
：着信
：着信（伝言メモあり）
：不在着信（赤色）
：不在着信（伝言メモあり）
：発信
：着信拒否
：不在着信（ワン切り※）

※ 約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。お客様に折り返し電話させ、悪質
な有料番組につなげる行為の可能性がありますのでご注意ください。

2 電話をかける履歴の［  ］
選択した相手に電話を発信します。
• 発信／着信履歴一覧画面で履歴をタップすると履歴詳細画面が表示
され、音声発信以外にも伝言メモの再生やSMSの作成、電話帳への登
録や着信拒否登録などの操作を行うことができます。

◎ 発信／着信履歴はそれぞれ最大100件まで保存され、100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。
電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着
信があった時間と相手の方の電話番号をお知らせします。

（スピーカー） ハンズフリー通話に切り替えます。
• Bluetooth®機能でヘッドセッ
トなどを接続している場合は、
「スピーカー」「イヤーピース」
「Bluetooth」から選択します。

（ダイヤルキー） プッシュ信号を送信します。
（メニュー） ミュート 自分の声を相手に聞こえないように

します。
通話を追加 別の相手に電話をかけます。

■ 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。

◎ 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
をご確認の上、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。
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■ 発信／着信履歴一覧画面のメニューを利用する 
発信／着信履歴一覧画面でMを押すと、メニューが表示され、履歴の
削除や通話設定（▶P. 71）などの操作を行うことができます。

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

1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局
番、相手の方の電話番号を入力→［  ］（発信）

国際
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

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）。

◎ 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日からご利用を再開
できます。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 9:00～20:00（年中無休）

 電話を受ける

1 着信中に「  」を右にスライド

2 通話→［  ］（通話終了）
■   着信を拒否する場合

1 着信中にM→［拒否］
着信音が止まって電話が切れ、相手の方には音声ガイダンスでお知ら
せします。

■ 電話がかかってきた場合の表示について
お買い上げ時は、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、ディスプレイに電話番号が
表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前や画像などの情
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、ディスプレイに理由が表示
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。

着信時に相手の方の電話番号や名前、画像などを表示しないようにす
ることもできます（▶P. 72「着信相手非表示」）。
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かかってきた電話に出なかった場合は
◎ ステータスバーに「  」が表示されます。ステータスバーを下にスライドし
て通知パネルを開くと、着信のあった時間や電話番号、または電話帳に登録
されている名前が表示されます。

着信時に着信音、バイブレータを無効にするには
◎ 着信時にlr（音量下／上キー）を押すと、着信音、バイブレータを無
効にすることができます。

他の機能をご利用中に着信した場合は
◎ 電話帳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
了後に再度ご利用が可能となります。

◎ 動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面になりま
す。

◎ 音声レコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していた
データは保存されます。

  ■ 着信中のメニューを利用する

1 着信中にM

2   SMS応答 着信拒否をして、SMSのメッセージで応答しま
す。
• 定型文を選択するか、または自分で文章を作成
して返信することもできます。定型文をあら
かじめ編集しておくこともできます（▶P. 72
「SMS応答」）。

  伝言メモ応答 伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝
言を録音します。

 転送 かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号
へ転送します。
• 転送先の登録方法については「手動で転送する
（選択転送）」（▶P. 204）をご参照ください。

拒否 着信を拒否します。

◎ 伝言メモ録音中に「  」を右にスライドすると、電話に出ることができま
す。

   自分の電話番号を確認する（プロフィール）

1 シンプルメニュー／アプリ一覧→［設定］
→［プロフィール］
プロフィール画面が表示されます。

■ プロフィールを登録する

1 プロフィール画面→［  ］
• 「  」をタップすると、プロフィールをメールなどで共有できます。

2 必要な項目を入力→［OK］

◎ 連絡先のメニューを利用して自分の電話番号を確認することもできます
（▶P. 122）。

  通話に関する設定をする
通話時間の確認や留守番電話の設定など、通話に関する設定を行いま
す。

1 ホームスクリーン→［ （電話）］→M→［通話設定］
通話設定画面が表示されます。

2  通話時間 通話時間 前回通話・累積の通話時間の目安を表示
します。
• M→［リセット］→［OK］と操作す
ると、表示されている時間をリセット
できます。

通話時間
（海外）
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 発信者番号
通知を許可

自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを
設定します。

 着信相手
非表示

着信時に相手の名前や画像などを表示しないよう
にするかどうかを設定します。

  伝言メモ 伝言メモ
応答設定

電話に出ることができないとき、応答
メッセージを流して相手の方の伝言を
録音するかどうかを設定します。

応答時間 伝言メモで応答するまでの時間を設定
します。

伝言メモ
リスト

伝言メモを選択して再生します。
• 伝言メモリスト画面で、Mを押した
り、伝言メモをロングタッチしたりす
ると、伝言メモの保護や削除などの操
作が行えます。

留守番電話 ▶P. 208「お留守番サービスEXを利用する（オプ
ションサービス）」

転送電話 ▶P. 202「着信転送サービスを利用する（標準サー
ビス）」

着信拒否 ▶P. 72「着信を拒否する」
通話音質
設定

聞こえ
調整

相手の声の聞こえかたを調整します。

ノイズ
キャンセ
ル

周囲の雑音を抑え、通話中の声を相手に
聞きやすくするかどうかを設定します。

ゆっくり 相手の声をゆっくり聞こえるようにす
るかどうかを設定します。

 SMS応答 SMS応答（▶P. 71）のメッセージを編集します。

通話時間について
◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合
など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知について
◎ 電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して
入力したときは、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」ま
たは「186」が優先されます。

◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知」を
有効にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知
したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせく
ださい。

◎ 「発信者番号通知」を無効に設定しても、緊急通報番号（110、119、118）
への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。

◎ 海外でのローミング中は、相手の方に電話番号が表示されない場合があり
ます。

伝言メモについて
◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されて
いる場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削
除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しま
せん。

  着信を拒否する
自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、
着信画面の表示、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 通話設定画面→［着信拒否］
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2  指定番号 指定番号
設定

特定の電話番号からの着信を拒否しま
す。

指定番号
リスト

特定の電話番号を指定して、その電話
番号からの着信を拒否します。
電話帳／履歴を引用して登録する場合
1. M→［登録］→［  ］／［  ］
2. 連絡先／履歴を選択→［登録］
電話番号を入力して登録する場合
1. M→［登録］
2. 電話番号を入力→［登録］

非通知 電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話 公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能 電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳
登録外

電話帳に登録されている電話番号以外からの着信
を拒否します。

着信履歴を
保存する

拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設
定します。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。
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