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電話をかける・受ける
電話をかける

A 電話番号を入力
s：入力済みの数字を選択
C：数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき

は最終桁の数字を1桁削除
C（長押し）：数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削

除、選択していないときはすべて削除
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。

B N→通話→F

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■緊急通報位置通知について
E06SH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。

例：お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

◎「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。

◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声
が伝わりますのでご注意ください。

◎「電波OFFモード（M52）」を「ON」に設定中でも、緊急通報番号（110、119、
118）へは電話をかけることができます。

◎通話中にjを押すと、受話音量（相手の方の声の大きさ）を調節できます。
◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。

※送信するプッシュ信号の音は、E06SH側では鳴りません。
◎通話中にRを長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになり
ます。もう一度Rを長押しすると元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには
◎通話中に%を長押しすると、スピーカーから相手の方の声が聞こえるよう
になり、ハンズフリーで通話できます。もう一度%を長押しすると元に戻
ります。

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
• au国際電話サービス（005345：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（警察への緊急通報番号）
• 119（消防機関への緊急通報番号）
• 118（海上保安本部への緊急通報番号）
※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）

◎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Nを押すと現
在地を通知することができます。

電話番号を入力 通話中（現在地通知完了）発信中
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特番などを付加して電話をかける場合は、番号を入力してから%（サ
ブメニュー）を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話
をかけることができます。

P（ポーズ）ダイヤルで電話をかける
送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中にNを押
すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約
サービスを利用する際に便利です。

例：「03-0001-XXXX（銀行の電話番号）」に電話をかけて、店番号
「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

A 電話番号を入力→c（発信）→［特番付加］→「P」を選択
→c（付加）
P（ポーズ）を入力できます。P（ポーズ）を含めて32桁まで入力できます。

B 送信するプッシュ信号を入力

※P（ポーズ）を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

C N

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP（店番号
の前）が点滅します。

D N

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP（口座番
号の前）が点滅します。

E N

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。
プッシュ信号の送信が終わると通常の通話中画面に戻ります。

◎「発信者番号通知（M46）」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号
を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。

◎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ときは、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、発信者の位置情報を取得する場合があります。

◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する（M49）」
（zP.296）で確認できます。

アドレス帳引用 アドレス帳の電話番号に電話をかけます。
aでアドレス帳を選択→c（詳細）→電話番号
を選択→c→N

履歴引用 発信履歴 発信履歴／着信履歴を呼び出して
電話をかけます。
zP.98「発信履歴／着信履歴を利
用して電話をかける」

着信履歴

送信メール
履歴

Cメールの送信メール履歴／受信
メール履歴の一覧画面を呼び出し
て電話をかけます。受信メール

履歴
国際電話：日本へ 渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付

加します。
zP.97「E06SHで海外から日本国内へ電話をかけ
る （グローバルパスポートCDMA）」

店番号 P（ポーズ） 口座番号

22X c（発信）→［特番付加］→「P」
を選択→c（付加） 123XX

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
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発信メニューを利用する
A 電話番号を入力→c（発信）

B

電話を受ける
A 着信中にN

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■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、電話番号が表示されます。
• 電話番号と名前がアドレス帳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。着信画像表示が「ON」に設定されているとき
は、画像がディスプレイに表示されます。

• 相手の方から電話番号の通知がないと、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。

音声電話 音声電話をかけます。
日本へ発信：電話番号の前に渡航先の国際アク
セス番号と日本の国番号を付加して発信
zP.97「E06SHで海外から日本国内へ電話をか
ける （グローバルパスポートCDMA）」
そのまま発信：入力した番号に発信

Cメール作成 zP.136「Cメールを送る」
特番付加 電話番号に特番を付加します。

184：「184（発信者番号非通知）」を付加
186：「186（発信者番号通知）」を付加
ボイスメール：「1612」を付加
zP.197「ボイスメールを録音する」
分計：「131」を付加
zP.209「通話明細分計サービスを利用する
（オプションサービス）」
ぷりペイド：「1401（ぷりペイド特番）」を付加
割込禁止：「1452」を付加
zP.204「割り込みされたくないときは」
プレフィックス付加：プレフィックス番号を付
加
zP.299「プレフィックス付加番号を登録する
（M561）」
P：P（ポーズ）を付加
－：「－」を付加
国際電話：日本へ：渡航先の国際アクセス番号と
日本の国番号を付加
zP.97「E06SHで海外から日本国内へ電話をか
ける （グローバルパスポートCDMA）」

プッシュ信号
送信

プッシュ信号を送信します。
※通話中のみ利用できます。また送信するプッシュ信号の音は、
E06SH側では鳴りません。

◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は同時
に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、
「131」と「1612」

◎「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレ
フィックス付加」で番号を付加することはできません。

◎「市外局番メモリ（M562）」を設定していても、プレフィックス付加して発
信した場合は、市外局番は付加されません。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」
「131」「1401」「1452」は付加できません。

◎「アドレス帳ロック（M412）」が「表示しない」に設定されているときは、着
信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。

◎着信から約 3秒以上経過すると、0～9、*、#、L、R、sの
キーを押しても通話状態になります。

かかってきた電話に出なかった場合は
◎待受画面に と「着信ありX件」が表示されます。
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■相手の音声が聞き取りにくい場合は

■周囲の騒音を抑えて音声を聞き取りやすくする
（ノイズキャンセラー）
A 通話中にCを長押し

「 」が表示され、ノイズキャンセラーが「ON」に設定されます。Cを
長押しするたびに、「ON」→「OFF」と設定が切り替わります。

■相手の声がゆっくり聞こえるようにする（スロートーク）
A 通話中にfを長押し

fを長押しするたびに、「 」（少しゆっくり）→「 」（ゆっくり）
→「 」（かなりゆっくり）→「OFF」の順で速度が切り替わります。

応答を保留する
A 着信中にF

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせしま
す。

B N

保留が解除され、電話がつながります。

簡易留守メモのメッセージで応答する
「簡易留守メモ設定」のON／OFF設定、「マナーモード」のON／OFF設
定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、
相手の方の伝言を録音できます。

A 着信中にC

着信時に着信音量を調節するには
◎着信中にjを押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信（M211）」
の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は
◎アドレス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。

◎ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保
存されません。

◎My ボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた
データは保存されます。

◎ノイズキャンセラー、スロートークは、スピーカーやイヤホンからの通話に
切り替えると、自動的に「OFF」に設定されます。

◎ノイズキャンセラー、スロートークの設定は、通話を終了すると「OFF」に戻
ります。

◎着信中にc（メニュー）→［応答保留］と操作しても応答を保留できます。
◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
◎保留中にFを押すと、保留されていた電話を終了します。
◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。

Fを押すと着信を拒否します。



96

電
話

着信を拒否する
A 着信中に&（拒否）

呼出音が止まって電話が切れます。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。

着信を転送する
かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する（選択転送）」（zP.201）
で登録した転送先の電話番号へ転送します。

A 着信中に%（転送）

国際電話を利用する

au電話から海外へかける（au国際電話サービス）
E06SH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

A アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力
→N

※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。

◎着信中にc（メニュー）→［着信拒否］と操作しても着信を拒否できます。
◎「お留守番サービスを開始する（M532 ／ M533）」（zP.196）、「応答でき
ない電話を転送する（無応答転送）」（zP.201）を設定している場合は、着信
拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

◎着信中にc（メニュー）→［着信転送］と操作しても転送できます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、選択転送はできません。
◎転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

◎国際アクセス番号は国によって異なります。

アクセス
コード

国番号
（アメリカ） 市外局番※ 相手の

電話番号
005345 1 212 123XXXX

◎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）
KDDI（001）の国際電話サービスに関するお問い合わせ：
一般電話・au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。（zP.202「海外の電話へ転送する」）
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E06SHで海外から日本国内へ電話をかける
（グローバルパスポートCDMA）
渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける
ことができます。

A 電話番号を入力→%（サブメニュー）
→［国際電話：日本へ］→N

E06SHで海外から日本以外の国へ電話を
かける（グローバルパスポートCDMA）

例：韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

A 国際アクセス番号、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力
→N

※1*を長押しすると、「＋」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付
加されます。

※2市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。

海外からau電話に電話をかけてもらう
ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話を
かけるときの操作です。

例：アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけても
らう場合

A 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を
入力→発信

◎E06SH を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」
を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。
（zP.102「グローバル機能を設定する」）

◎次のいずれかの操作でもかけられます。
• 電話番号を入力→c（発信）→［特番付加］→［国際電話：日本へ］→N
• 電話番号を入力→c（発信）→［音声電話］→［日本へ発信］→N

◎渡航先が不明な場合は、「国際電話：日本へ」「日本へ発信」を選択できませ
ん。渡航先のエリアを設定してください。（zP.104「エリアを設定する」）

国際アクセス
番号（韓国）※1

国番号
（アメリカ） 市外局番※2 相手の

電話番号
002 1 212 123XXXX

◎E06SH を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」
を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。
（zP.102「グローバル機能を設定する」）

国際アクセス番号
（アメリカ） 日本の国番号 au電話の電話番号

（最初の0は省略する）
011 81 901234XXXX
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発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける
待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

A 待受画面でr（発信履歴）／l（着信履歴）

A ：発信／通常着信アイコン
B 電話番号
C ネットワークサービスのサービス内容
D 発着信時刻
E 名前
F 非通知着信の理由
G auお留守番センター：伝言お知らせ時
H ：拒否アイコン
I ：不在アイコン

：不在アイコン（ワン切り※）
J ：「auで着信確認」アイコン
K ：伝言お知らせ／着信お知らせアイコン
L ：未確認の着信履歴
※E06SHでは、約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

B 履歴を選択→c（詳細）
発信履歴詳細画面／着信履歴詳細画面が表示されます。

C N

■「auで着信確認」の通知について
「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったこと
をau電話に通知するサービスです。《着信履歴一覧画面》《発信履歴一覧画面》

G

LA

B

C

H

E

F

D

I

J

K

D

◎発信履歴／着信履歴および送信メール履歴／受信メール履歴はそれぞれ最
大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されま
す。

◎「シークレット（M426）」が「表示しない」に設定されている場合、シーク
レット設定に登録しているアドレス帳は、名前などの情報が表示されませ
ん。電話番号が表示されます。

◎発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択してNを押しても、電話をかけ
ることができます。

◎発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択してc（発信）を押すと、発
信メニュー（zP.94）を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

◎KDDI（株）提供の固定電話ご利用の方は、待受画面でR→［au one トップ］
→［auお客さまサポート］→［申し込む／変更する］→［「auで着信確認」サー
ビス］からお申し込みいただけます。

◎「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてき
た相手先か、着信元（固定電話）を選択して電話をかけることができます。
• 着信履歴一覧画面／詳細画面でN
• 詳細画面でjで発信先を選択→c（選択）→N

「auで着信確認」アイコン

《「auで着信確認」の
詳細画面》

相手先の名前／電話番号
（※番号通知された場合のみ表示）

固定電話への着信日時
着信情報

（応答／不在／話中／転送）
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■メール履歴について
発信履歴／着信履歴から&（メール履歴）を押すと、それぞれ送信メー
ル履歴／受信メール履歴が表示されます。

■お留守番着信お知らせについて
「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFF
モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに
着信があったことをお知らせするサービスです。
お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」（zP.195）で伝言を
お預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」（zP.197）と、相手
の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知
らせする「着信お知らせ」（zP.198）があります。

※「メッセージ確認」が選択された状態でc→Nを押すと、お留守番サービスに接続して伝言を
再生できます。

◎メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメー
ル／Cメールが作成でき、Cメールの送信メール履歴／受信メール履歴の場
合、電話をかけることができます。

◎送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されま
す。

《受信メール履歴画面》《送信メール履歴画面》

◎伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせす
る「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせす
る「発番情報なし」の2種類があります。
ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案
内（zP.196）で伝言お知らせ（伝言蓄積通知）を「電話番号を通知しない」に
設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。
お留守番サービス総合案内（zP.196）で着信お知らせ（着信通知）を停止す
ることができます。

お留守番サービスに
伝言が録音された場
合、名前（通知された
電話番号と名前がア
ドレス帳に登録され
ている場合）または
伝言を録音された方
の電話番号、伝言が
録音された日時が表
示されます。

お留守番サービスに
伝言が録音された場
合、伝言が録音され
た日時と伝言の未聴
／総数が表示されま
す。

電話番号通知があ
り、お留守番サービ
スに伝言が録音され
なかった場合、名前
（通知された電話番
号と名前がアドレス
帳に登録されている
場合）または電話番
号、電話があった日
時が表示されます。

《伝言お知らせ
（発番情報あり）の場合
の着信履歴詳細画面》

《伝言お知らせ
（発番情報なし）の場合
の着信履歴詳細画面》

《着信お知らせの場合の
着信履歴詳細画面》



100

電
話

発信履歴／着信履歴のサブメニューを利用する
A 発信履歴／着信履歴一覧画面または履歴の詳細画面で

%（サブメニュー）

B

※画面によって表示されるサブメニューは異なります。

E06SHの電話番号をプロフィールで確認する
あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情
報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

A 待受画面でc→0

プロフィールを確認できます。
待受画面でc→［設定］→［プロフィール］と操作
しても表示できます。

B %（サブメニュー）

C

発信 zP.94「発信メニューを利用する」
• 送信メール履歴／受信メール履歴のサブメ
ニューから呼び出した場合、「Eメール作成」が
利用できます。

アドレス帳へ
登録

「新規登録」「追加登録」
zP.86「他の機能からアドレス帳に登録する」

アドレス帳
検索

zP.88「アドレス帳を検索する」

着信拒否
登録

着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登
録します。
zP.293「着信を拒否する（M431）」

削除 履歴を1件削除／選択削除／全件削除します。
zP.77「データを削除する」

文字サイズ 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示
ON／フォト
表示OFF

履歴一覧画面の表示方法を切り替えます。
Eメール添付 プロフィールの内容を添付データにして

Eメールを作成します。
zP.107「Eメールにデータを添付する」

デコレーション
メール添付

プロフィールの内容を添付データにしてデコ
レーションメールを作成します。
zP.108「デコレーションメールを送る」

赤外線送信 zP.259「各機能のサブメニューから赤外線
で送信する」

Bluetooth送信 zP.256「各機能のサブメニューからBluetoothv
で送信する」

《プロフィール画面》
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自分のプロフィールを編集する（M0）
A 待受画面でc→0

B sで自局／連絡先／情報の画面を選択→&（編集）

C 項目を選択して入力

※プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

D c→%（登録）

◎au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカー
ドが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、自局電話番号、マ
イアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの
添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau IC
カードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

自
局

自局電話番号※ お使いのE06SHの電話番号
マイアドレス※ EZwebで取得したアドレスを自

動的に登録します。
名前 全角12／半角24文字以内
ヨミ 半角24文字以内
画像 「データフォルダ」「フォト撮影」

「ムービー撮影」「OFF」
ICCID※ au ICカード番号

連
絡
先

電話番号1 32桁以内、電話番号種別8種類
Eメールアドレス1 半角64文字以内、Eメール種別7

種類
電話番号2 32桁以内、電話番号種別8種類
Eメールアドレス2 半角64文字以内、Eメール種別7

種類
住所 全角40／半角80文字以内

情
報

GPS情報 GPS情報を取得して位置情報を登
録・編集します。

血液型 「設定なし」「A型」「B型」「O型」
「AB型」

誕生日 1800年1月1日～
2099年12月31日

星座 13の星座と「設定なし」から選択
します。

メモ 全角40／半角80文字以内

◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎通話中は画像、GPS情報の編集はできません。
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グローバル機能を設定する
E06SHは、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。
ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額とな
る可能性があります。

機能／サービス名 海外での
ご利用

起動時の
利用制限
表示

料金に関する
警告表示 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると 参照先

グローバル機能 可 ― あり ― P.104
PCサイトビューアー 可 ― あり ― P.185
安心ロックサービス 可 ― なし ― P.290
Eメール 可 ― あり •「添付自動受信」が「OFF」、「メール自動受信」が「OFF」、

「メール受信方法」が「全受信」になります。（ただし、手
動で切り替えることは可能です。）

•「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の
設定に戻ります。

P.106

Cメール 可 ― なし • E06SHがEZ初期設定前、またはEZwebを解約して
いる場合は、Cメールの送信ができません。

• ぷりペイド送信ができません。

P.136

緊急地震速報 不可 なし ― ― P.143
EZweb EZサービスメニュー表示 可 ― あり ― P.148

データサイズが100KB
以上のダウンロード

可 ― あり ― P.147

ストリーミング再生 可 ― あり ― P.157
SH@ezへ接続 可 ― なし ― P.148
au証明書のダウンロード 不可 なし ― ― P.296
待受画面からの
一発ジャンプ

可 ― あり ― P.156

ダウンロード予約 不可※1 あり ― • ダウンロード予約通知が非表示となります。 P.150
EZチャンネルプラス 不可※1 あり ― • 更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知／EZチャ

ンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。
• 待受画面の EZ チャンネルプラスのピクトアイコンは
非表示となります。

P.157
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※1ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。
※2データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

EZニュースフラッシュ 不可 なし ― • ニュースフラッシュテロップ／ウィンドウが非表示と
なります。

P.162

au one ガジェット 可 ― なし • 通信を伴うガジェットを設定しているときは、更新さ
れません。

P.164

検索ウィンドウ 可 ― なし ― P.166
au one My Page 可 ― ― • My Page更新通知が非表示となります。 P.167
au one 
アドレス帳

保存 可 ― あり※2 ― P.90
データを戻す 可 ― あり※2 ― P.90
自動保存 不可 なし ― • 自動保存設定の変更ができなくなります。

• 自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されませ
ん。

P.90

EZアプリ EZアプリ一覧画面 可 ― あり • 通信を行うEZアプリはご利用になれません。
• EZアプリのダウンロードはできません。

P.176

ネット辞書 不可 あり ― ― P.277
PacketWIN 不可 あり ― ― P.209

機能／サービス名 海外での
ご利用

起動時の
利用制限
表示

料金に関する
警告表示 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると 参照先
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エリアを設定する
E06SHを使用するエリアを設定します。

A 待受画面でc→［グローバル機能］→c→［エリア設定］

B

エリアを新規登録する
「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL（ローミングエ
リア情報）に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリア
になった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリア
として最大20件登録できます。

A 待受画面でc→［グローバル機能］→c→［エリア設定］
→［手動］
手動登録エリア一覧画面が表示されます。

B［新規登録］→エリア名を入力→c→国際アクセス番号を
入力→c

エリア名は全角9／半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁ま
で入力できます。

C

日本 日本国内でご利用になる場合
海外 海外でご利用になる場合（PRLに従って自動設定）
手動 海外でご利用になる場合（新規登録したエリアから選

択して設定）
z右記「エリアを新規登録する」

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示
され、通話可能な状態のときは が表示されます。圏外のときは待受画面
に「通信エリア検索中」と表示されます。

◎「着信拒否（M43）」の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場
合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。

◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合が
あります。滞在国を選択してください。

◎ケータイアップデートの予約更新（zP.300）を設定している場合、「エリア
設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている
旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更する
と、予約更新の設定は解除されます。

◎「遠隔ロック（M413）」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、
「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でE06SHにロックが設定さ
れたとき遠隔操作によるロック解除ができない国／地域がある旨のメッ
セージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。

◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終
了してから設定してください。

エリア名 任意のエリア名
国際アクセス番号 国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム 使用する電波の周波数帯
チャネル 使用する電波の周波数

Aシステム Aシステムの周波数を使用します。
Bシステム Bシステムの周波数を使用します。
チャネル
手動入力

手動入力チャネル番号（第1～第4優先チャネル）
を入力します。

◎手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して%（サブメニュー）を
押すと、次の操作ができます。
設定変更 設定したエリアを再設定します。
削除 選択したエリアを削除します。

• 設定中のエリアは削除できません。
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PRL（ローミングエリア情報）の取得方法を
設定する

PRL（ローミングエリア情報）とは、KDDI（au）と国際ローミング契約
を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

A 待受画面でc→［グローバル機能］→c→［PRL設定］

B

航空機モードを設定する
電源を切っているときに、「オートパワーオン（M552）」やアラーム、
スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、
自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

A 待受画面でc→［グローバル機能］→c→［航空機モード］

B［ON］
航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

◎手動登録エリアは、「メモリリセット（M453）」または「オールリセット
（M455）」を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登
録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL自動取得 PRLを自動で取得・更新するかを設定します。
「ON」「OFF」

PRL手動更新 PRLを手動で更新します。
• 画面の指示に従って、PRLデータをダウン
ロードしてください。

バージョン情報 現在取得しているPRLのバージョンを表示し
ます。

◎PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込
みが必要です。また、初期設定（zP.61）は日本国内で行ってください。

◎お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定され
ています。

◎PRL自動取得設定時、自動受信中には が点滅して表示されます。
◎海外渡航時には、最新の PRL を取得するため、手動で更新・設定してから渡
航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご
利用ガイド」をご参照ください。

◎古い PRL データのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通
信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」
の場合でもPRLデータは自動取得されません。

◎航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になる
ので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。
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