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電子メールを利用する

メールについて
E31Tでは、電子メールをプロバイダから送受信したり、au電話同士で
Cメールを送受信することができます。
•	電子メールを使用するには、事前にメールアカウントを設定する必
要があります。

•	電子メールを利用したあとに手動で回線を切断する場合は、「パケッ
ト通信回線を切断する」（▶P.93）を参照してください。
一定の間隔でメールサーバに接続するように設定すると、擬似的に
メールを自動受信できますが、従量制データ通信をご利用の場合、
サーバに接続するたびに料金がかかります。

電子メールを始めるまでの流れ

■	パケット通信で接続する

はい
いいえ

いいえ

はい

電子メールを使うために必要な設定をする（▶P.89）

電子メールを作成して送信する（▶P.91）

日本国内で利用する

PacketWIN対応プロバイダを利用する

PacketWIN対応プロバイダに加入して
いる

PacketWIN対応プロバイダを利用する
ための設定をする（▶P.172）

IS NET／ au.net
を利用する

はい
いいえ

いいえ

はい

電子メールを使うために必要な設定をする（▶P.89）

電子メールを作成して送信する（▶P.91）

日本国内で利用する

PacketWIN対応プロバイダを利用する

PacketWIN対応プロバイダに加入して
いる

PacketWIN対応プロバイダを利用する
ための設定をする（▶P.172）

IS NET／ au.net
を利用する

◎	IS	NETに加入していない場合にIS	NET／au.netを利用すると、au.NET
のご利用料金（▶P.172）がかかります。

◎	ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスのご加入でインター
ネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。

	 パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auの
ホームページをご参照ください。

■	無線LANで接続する

◎	パソコンやほかの携帯電話とメールを送受信した場合、利用環境によって
はHTMLメールなどの内容が正しく表示されない場合があります。

ご利用料金について
◎	電子メールの送受信では、画面に表示される文字や画像以外に通信が必要
なデータが含まれており、その部分も課金の対象となります。

利用形態を決める

無線 LANの設定を行う（▶P.164）

電子メールを使うために必要な設定をする（▶P.89）

電子メールを作成して送信する（▶P.91）

公衆無線 LANサービ
スで接続する
サービス提供者と契約
して接続に必要な情報
を入手する

家庭内など個人環境で
接続する
アクセスポイントを設
置して取扱説明書など
から接続に必要な情報
を入手する

社内 LANに接続する
ネットワーク管理者に
問い合わせて接続に必
要な情報を入手する

利用形態を決める

無線 LANの設定を行う（▶P.164）

電子メールを使うために必要な設定をする（▶P.89）

電子メールを作成して送信する（▶P.91）

公衆無線 LANサービ
スで接続する
サービス提供者と契約
して接続に必要な情報
を入手する

家庭内など個人環境で
接続する
アクセスポイントを設
置して取扱説明書など
から接続に必要な情報
を入手する

社内 LANに接続する
ネットワーク管理者に
問い合わせて接続に必
要な情報を入手する
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電子メールを使うために必要な設定をする
電子メールの送受信を行う前に、メールアカウントを設定する必要が
あります。

◎	「Outlookメール」は、ActiveSyncまたはWindows	Mobileデバイスセン
ターでパソコンとの同期を行うと表示されます。

メールアカウントを設定する
メールアカウント（Outlookメール以外）を設定することができます。

1	ホーム画面でL
アカウント選択画面が表示されます。

2	「電子メールの設定」をタップする
3	電子メールアドレス、パスワードを入力し、「次へ」をタッ
プする
•	「次の設定を検出しました」と表示された場合は、「次へ」をタップしま
す。

4	「インターネットから電子メール設定を自動的に取得す
る」にチェックを付け、「次へ」をタップする
このオプションを選択すると、手動でメール設定をしなくても、メール
サーバにより自動的に設定されます（サーバの種類によっては、自動的
に設定されない場合があります）。

5	自動設定が完了したら「次へ」をタップする
■自動設定が失敗した場合
「電子メールプロバイダー」で「インターネット電子メール」を選択
し、メールアカウントを設定します。
・	受信メールサーバと送信メールサーバは、ご利用のプロバイダに
お問い合わせください。

・	送信メールサーバのポート番号を入力する必要がある場合は、「送
信（SMTP）メール	サーバー」欄に以下のように入力します。

	（例：mail.xxxxx.net:587）
・	送信メールサーバによっては、メール送信時に異なるユーザー名
とパスワードが必要な場合があります。この場合は、「送信サー
バーで認証を要求する」にチェックを付けたあと、「送信電子メー
ルに同じ名前とパスワードを使用する」のチェックを外してくだ
さい。

・	ご利用のプロバイダがメールのセキュリティを高めるためにSSL
接続を使用している場合、「サーバーの詳細設定」をタップし、「受
信電子メールにはSSLが必要」「送信電子メールにはSSLが必要」
にチェックを付けます。「ネットワーク接続」の一覧からインター
ネット接続に使用するデータ接続を選択します。

6	「全ダウンロード設定の確認」をタップし、必要に応じて以
下の項目を設定する
自動送受信 インターネットに自動接続し、メッセージ

を送受信する時間間隔を選択します。
電池の減りを防ぐため、自動送受信の時間
間隔をあまり短く設定しないことをおすす
めします。

メッセージの	
ダウンロード

過去何日分の電子メールを受信するかを設
定します。
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［送信］をクリック
したとき送受信を
実行する

送信メールを送信トレイに保存する場合は
チェックを外します（お買い上げ時は、 	を
タップするとすぐメッセージが送信される
設定になっています）。チェックを外すと、
	→「送受信」をタップしなければメッセー

ジは送信されません。
ローミング時に
自動送受信スケ
ジュールを使用す
る

海外で利用しているときも「自動送受信」の
設定に従ってメッセージを送受信します。
この方法は、接続料金がかかるため、通常は
チェックを外しておくことをおすすめしま
す。

メッセージの削除
時

E31Tから削除したメールは、サーバ上でも
削除するよう設定します。

メッセージ形式 HTML形式かテキスト形式で送受信するか
を設定します。

メッセージの	
ダウンロード制限

メールのダウンロードサイズを設定しま
す。

添付ファイルの	
ダウンロード

アカウントの種類をIMAP4に設定した場
合、添付ファイルのダウンロードサイズを
設定します。

メールアカウントのオプションを設定する

■	署名を作成する
Outlookメール、登録した複数のメールアカウントのメール、Windows	
Liveメールそれぞれに自動的に挿入する署名を作成します。

1	ホーム画面でL
2	アカウントを選択してタップする
3	 	→「ツール」→「オプション」

4	「アカウント」→「署名」

5	「アカウントの選択」で署名を使用したいアカウントを選
択する

6	「このアカウントで署名を使用する」にチェックを付ける
•	返信／転送するときに署名を挿入する場合は、「返信／転送時に使用
する」にチェックを付けます。

7	署名を入力し、 	をタップする

■	その他のオプションを設定する
1	ホーム画面でL
2	アカウントを選択してタップする
3	 	→「ツール」→「オプション」

4	必要な項目を設定し、 	をタップする
「アカウント」
画面

それぞれのアカウントの設定を変更できます。
新しいアカウントを設定するには「新しいアカ
ウント」をタップします。

「メッセージ」
画面

メールの返信、送信、削除、移動の設定ができま
す。メールを開くたびにメールアカウントを選
択する場合は、「メールを開く際にアカウントを
選択する」にチェックを付けます。
送信したメールを保存する場合は、「[送信済みアイ
テム]にコピーを保存する」にチェックを付けます。

「アドレス」	
画面

送信先の設定に使用する連絡先を選択できま
す。

「保存場所」	
画面

E31TとmicroSDカードの空き容量、添付ファ
イルのサイズを確認できます。また、microSD
カードに添付ファイルを保存するように設定し
たり、「[削除済みアイテム]を空にする」で削除済
みアイテムの削除タイミングを設定したりする
こともできます。
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◎	ご利用のプロバイダがIMAP4を使用している場合、送信したメールを保存
するには以下の操作を行います。

	 アカウントを選択して	 	→「ツール」→「フォルダーの管理」→「送信済みア
イテム」にチェックを付けて	 	をタップする

電子メールを作成して送信する

1	ホーム画面でL
2	電子メールアカウントをタップする
3	 	→「新規」

メッセージ作成画面が表示されます。

《メッセージ作成画面》

4	「宛先」に電子メールアドレスを入力する
•	複数の相手に送信する場合はセミコロン（;）で区切ります。
•	「宛先」をタップすると連絡先に保存されているメールアドレスを選
択できます。

•	スクロールバーを上に移動して、CC／BCCの宛先にメールアドレス
を入力することができます。

5	件名を入力する

6	メッセージを入力し、	 	をタップする
作成したメールが送信されます。
•	作成したメールを送信トレイに保存することもできます。
•	よく使用するメッセージをすばやく挿入するには、 	→「マイ	テキ
スト」をタップします。

•	スペルチェックを実行するには、 	→「スペル	チェック」をタップし
ます。

•	優先度を設定するには、 	→「メッセージのオプション」で設定しま
す。

◎	メッセージを分割して送信する機能には対応していません。
◎	送信したメールの保存方法については、「その他のオプションを設定する」
（▶P.90）を参照してください。

ファイルを添付する

1	メッセージ作成画面で、 	→「挿入」→「画像」／「ボイス	
メモ」／「ファイル」

2	添付するファイルを選択する／音声を録音する
3	メッセージを入力し、	 	をタップする

作成中の電子メールを保存しておき、あとで送信する
電子メールを一時保存する

1	メッセージ作成画面で、 	→「下書きに保存」
「下書き」フォルダーに保存されます。
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保存した電子メールを編集して送信する

1	ホーム画面でL
2	電子メールアカウントをタップする
3	画面左上にある	▼	をタップする
4	「下書き」→送信したいメールをタップする
5	必要に応じてメッセージを変更し、 	をタップする

電子メールを受信する

1	電子メールを受信すると
電子メールの受信が終了すると、タイトルバーに が表示され、「電話
着信などのお知らせ方法を設定する」（▶P.152）で設定した通知音が
鳴ります。

2	タイトルバーをタップして	 	をタップする

3	電子メールアカウントをタップする
4	画面左上にある	▼	をタップする
5	「受信トレイ」→読みたいメールをタップする

メールの内容が表示されます。

◎	パケット通信でメールを受信したあとは、ほかのアプリケーションなどに
切り替えても、パケット通信を切断するかタイムアウトにならない限り、接
続されたままです。手動で回線を切断する場合は、「パケット通信回線を切
断する」（▶P.93）を参照してください。

新着メールを問い合わせて受信する
自動送受信を「手動実行」に設定している場合や、電子メールの受信に
失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1	ホーム画面でL
2	電子メールアカウントをタップする
3	 	→「送受信」

•	送信トレイにメールが保存されている場合は、「送受信」をタップする
と保存されているメールが送信されます。

4	画面左上にある	▼	をタップする
5	「受信トレイ」→読みたいメールをタップする

メールの内容が表示されます。

電子メールに返信する

1	返信したいメールを開き、 	→「返信／転送」→「返信」

2	メッセージを入力し、 	をタップする

◎	メールを開いて	 	をタップしても返信できます。
◎	以下の操作でも返信できます。
	 メール一覧の表示中に返信したいメールをホールドする→「返信」をタップ
する
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電子メールを転送する

1	転送したいメールを開き、 	→「返信／転送」→「転送」

2	宛先を入力する
3	メッセージを入力し、 	をタップする

◎	以下の操作でも転送できます。
	 メール一覧の表示中に転送したいメールをホールドする→「転送」をタップ
する

電子メールを削除する

1	削除したいメールを開き、 	→「削除」

◎	メール一覧の表示中に削除することもできます。
	 削除したいメールを選択表示→	 	→「はい」
◎	以下の操作でも削除できます。
	 メール一覧の表示中に削除したいメールをホールドする→「削除」をタップ
する

パケット通信回線を切断する
ブラウザやメールなど、インターネット接続が必要なアプリケーショ
ンは、インターネットをご利用後にアプリケーションを終了しても、パ
ケット通信回線を切断するかタイムアウトになるまでインターネット
に接続されたままになっています。パケット通信回線を手動で切断す
るには、以下の操作をしてください。

1	タイトルバーをタップして をタップする

2	「切断」をタップする

◎	Cを押してパケット通信回線を切断することもできます。ただし、C
を押すとホーム画面に戻りますのでご注意ください。

◎	「パケット通信回線を切断する」（▶P.106）のmemoもあわせてご参照く
ださい。

添付ファイルを確認する／保存する
添付ファイルを確認する

1	メールを開き、ファイル名をタップする
ファイル形式にあったアプリケーションで添付ファイルが開きます。

添付ファイルを保存する

1	メールを開き、ファイル名をホールドする
2	「名前を付けて保存」→「保存」
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◎	「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」とメッセージが表示され
た場合は、メッセージをタップするか、 	→「メッセージのダウンロード」
をタップしてください。「次回接続して電子メールを受信するときに、メッ
セージとすべての添付ファイルをダウンロードします。」と表示されたら、
ファイルのダウンロードが始まり、終了するとファイル名が表示されます。

	 メッセージと添付ファイルを取得する際のメッセージ表示は、メールアカ
ウントの種類によって異なります。

メールアカウント内のメールBOXを操作する
メールを並べ替える

1	メール一覧の表示中に 	→「ツール」→「並べ替え」
「メッセージの種類」、「差出人」、「受信日時」、「件名」で並べ替えること
ができます。

フォルダーを作成する

1	メール一覧の表示中に 	→「ツール」→「フォルダーの管理」

2	フォルダーをホールドして「新しいフォルダー」	
→フォルダー名を入力し、 	をタップする

◎	受信トレイからメッセージを選択して 	→「移動」→新しく作成したフォ
ルダーをタップし、「選択」をタップすると選択したメッセージを移動させ
ることができます。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメー
ルのやりとりができるサービスです。

◎	海外では、E31TからはCメールを送信できません。
※	Cメールは受信のみ利用可能です。また、受信料は無料です。

◎	Cメール送信機能は2010年9月時点では使用できません。Cメール送信機
能は、ソフトウェアアップデートにて今後対応予定です。

Cメールを作成して送信する
漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ
（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが
届いたかどうかが分かります。

1	ホーム画面でLを1秒以上押す
2	「新規作成」をタップする
３	本文を入力→	 	

本文は全角50／半角100文字まで入力できます。
本文を入力して	 	を押すと、送信メール作成画面が表示されます。

４	「宛先」をタップする
５	「電話番号入力」→電話番号を入力→	 	をタップする

•	「連絡先引用」をタップすると、連絡先に保存されている電話番号を選
択できます。

6	「送信」をタップする
相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセー
ジが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。
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◎	Cメール送信機能は2010年9月時点では使用できません。Cメール送信機
能は、ソフトウェアアップデートにて今後対応予定です。

◎	操作	6	で「保存」をタップすると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保
存できます。

◎	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの
理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか
どうか確認するメッセージが表示されます。

	 はい：CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能に
なった時点で送信されます。

	 いいえ：Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボッ
クスに保存されます。

◎	Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり（蓄積）
可能時間

72時間まで
※	蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され
ます。

お預かり可能	
件数

制限なし
※	受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話
機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ
ります。

◎	蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後	
すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび
に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす
べて配信されます。

リトライ機能に
よる配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が
入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな
かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返
し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了した
ときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がE31T
で通話を終了したときに、Cメールセンターにお預かり
していたCメールをすべて配信します。

◎	発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
◎	契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様 3,000通／月
ご加入から4ヶ月以降のお客様 6,000通／月
※	「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通／月です。

◎	異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表
示されない場合があります。

◎	Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラー	
しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
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Cメールを受信したときは
電話機能をオンに設定している場合は、Cメールを自動的に受信しま
す。受信したCメールは「受信ボックス」に保存されます。電話機能がオ
フの場合は、オンに設定するまでCメールセンターに保管されます。

1	ホーム画面でLを1秒以上押す
Cメールメニューが表示されます。
•	受信ボックスに未読メールがある場合は、 と件数が表示されま
す。

•	送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、
と件数が表示されます。

•	最新の緊急地震速報が未読である場合は、 が表示されます。

2	「受信ボックス」をタップする
3	読みたいメールをタップする

メッセージの内容が表示されます。

◎	Cメール受信時は、「電話着信などのお知らせ方法を設定する」（▶P.152）
で設定した通知音が鳴ります。

◎	連絡先に登録されている電話番号とCメールの送信元の電話番号が一致し
た場合は、Cメール受信時に連絡先の表題が表示されます。

◎	Cメールの受信料は、無料です。
◎	受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎	受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールのみです。
◎	受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

緊急地震速報を利用する

お買い上げ時 受信設定：受信する
マナー時の鳴動：通知する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエ
リアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保
し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

◎	緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度
4以上）が予測される地域をお知らせするものです。

◎	地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規
模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）
が始まる数秒〜数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。

◎	震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあり
ます。

◎	日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
◎	緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
◎	当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不
達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因
して発生したお客様の損害について責任を負いません。

◎	気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを
ご参照ください。

	 http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

1	ホーム画面でLを1秒以上押す→「緊急地震速報」
緊急地震速報メニューが表示されます。
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2	必要な項目を確認／設定し、	 	をタップする
受信履歴 緊急地震速報の受信履歴を表示します。

•	受信履歴一覧画面で「削除」をタップすると、受
信履歴を1件削除／選択削除／全件削除できま
す。

•	緊急地震速報内容表示画面で「削除」をタップす
ると、受信履歴を1件削除できます。

•	受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存
できます。20件を超えると既読未読にかかわ
らず、最も古い緊急地震速報が削除されます。

受信設定 緊急地震速報を受信するかどうかを「受信す
る」／「受信しない」から選択します。

音／バイブ
確認

	をタップすると、緊急地震速報を受信したと
きの受信音（警報音）とバイブレータの振動を確
認できます。

マナー時の
鳴動

マナーモード設定中や音量画面（▶P.69）で「バ
イブ」／「オフ」に設定中に緊急地震速報を受信し
たときに、専用の警報音で通知するかどうかを
「通知する」／「通知しない」から選択します。

緊急地震速報を受信すると
緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面
上の表示で通知します。

1	緊急地震速報を受信
緊急地震速報が送られてくると、警報音（固定）が鳴り、	 	が点灯しま
す。

2	「確認」をタップする
緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示さ
れます。

◎	電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネ
ル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場
合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。

◎	テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信
するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合
があります。

◎	お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
◎	緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
◎	通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、メールの送受信中やブラ
ウザなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。

◎	E31Tを利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合が
あります。

◎	 	は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。

Cメール安心ブロック機能を設定する
Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメー
ルを受信拒否する機能です。

◎	Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっていま
す。

◎	機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続
されます。

◎	ブロック対象のCメールは、通常のCメール（ぷりペイド送信含む）です。
	 お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）は、対象外です。
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■	Cメール安心ブロック機能の設定方法
Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信
することで行います。

設定を解除する 本文に「解除」と入力して、
09044440010にCメールを送信する。

設定を有効にする 本文に「有効」と入力して、
09044440011にCメールを送信する。

設定を確認する 本文に「確認」と入力して、
09044440012にCメールを送信する。

※	設定時のCメール送信は無料です。
※	設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■	Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合
送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された
場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエ
ラーCメールが返信されます。
•	送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する
お買い上げ時 蓄積機能：選択蓄積

1	ホーム画面でLを1秒以上押す→「Cメール設定」
Cメール設定メニューが表示されます。

2	必要な項目を確認／設定し、	 	をタップする
蓄積機能 Cメールの送信が失敗した場合、送信したC

メールをCメールセンターに自動蓄積するか
どうかを設定します。
選択蓄積：そのつど蓄積するかどうかを選択
する。
自動蓄積：自動的にCメールセンターに蓄積
する。

受信フィルター ▶P.98「受信フィルターを設定する」

メール件数確認 受信ボックスと送信ボックスのCメールの件
数を表示します。

受信フィルターを設定する

お買い上げ時 指定番号：OFF
連絡先登録外：OFF

1	 Cメール設定メニュー→「受信フィルター」
2	必要な項目を設定し、	 	をタップする

指定番号 設定 指定した番号からのCメールを受信し
た場合、受信拒否するかどうかを設定し
ます。

指定番号	
一覧

指定番号一覧が表示されます。
•	「新規登録」をタップすると、受信を拒
否する電話番号を登録できます。「連
絡先引用」「電話番号入力」から入力方
法を選択できます。

•	登録済みの電話番号を選択すると、電
話番号を編集できます。

•	登録済みの電話番号を選択して「メ
ニュー」をタップすると、電話番号を1件
削除／選択削除／全件削除できます。

•	電話番号は、最大10件まで登録でき
ます。

•	電話番号の先頭に「184（発信者番号
非通知）」「186（発信者番号通知）」
が付加されている場合は、「184」
「186」を削除して登録します。
•	受信フィルターで受信を拒否しても、
送信側は正常に送信されたことにな
ります。送信料もかかります。

連絡先	
登録外

連絡先に登録されていない電話番号からのCメー
ルを受信拒否するかどうかを設定します。
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