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電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けか
た、着信中／通話中にできることを説明します。

通話音量を調節する

通話中に音量キーの上／下を押す

こんなときは

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがありま
す。

A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してくださ
い。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエ
リアに切り替わるときに発生することがあります。故障では
ありません。

電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、
バッテリー残量のない状態で放置したりすると、消失または変化
してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性
があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることを
おすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害
につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご
了承ください。

電話をかける

ホーム画面で （電話）

電話番号発信画面が表示されます。

・連絡先画面など、電話番号発信画面以外の画面が表示された場合
は、「ダイヤル」タブをタップすると電話番号発信画面を表示で
きます。

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話が終了したら 終了

通話が終了します。

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受
理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位
置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位
置情報を通知します。
・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が

通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関
へお客様の発信場所や目的をお伝えください。

・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊
急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、
人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報
受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されま
せん。

こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外
局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルして
ください。

A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してか
らかけ直してください。
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電話を受ける

電話がかかってきたら「電話に出る」を上下左右にフリック（スワ
イプ）

通話ができます。

通話が終了したら 終了

通話が終了します。

不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、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ドラッグ 不在着信通知下部の 電話

をかけ直す ／ 不在着信メッセージ をタップして、電話をか

けたりメッセージを送信したりできます。
・ステータスバーを下にドラッグ 不在着信通知をタップする

と通話履歴画面が表示されます。

電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量キーの上／下を押す

応答を拒否する

着信中に「拒否」を上下左右にフリック（スワイプ）

応答を拒否してメッセージを送信する

着信中に「応答拒否メッセージ」を上下左右にフリック（スワイ

プ） 送信するメッセージの 送信

・ 新しいメッセージを作成 をタップすると、メッセージを作成

して送信できます。

電話番号発信画面の見かた

画面表示を切り替えられます。

入力した電話番号が表示されます。

電話番号を入力できます。

メッセージ（SMS）を送信できます。

画面内にアプリケーションを小さく表示することでマルチタ
スクを簡単に行います。透明度の調整もできます。

オプションメニューが表示されます。オプションメニューで
は184追加、186追加、連絡先に追加、短縮ダイヤル、2秒間
の停止を追加、ウェイト時間の追加、タブの編集、通話設定
ができます。

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。

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。
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通話画面の見かた／通話中の操作

連絡先に登録している相手の名前／電話番号が表示されま
す。

連絡先に登録している画像が表示されます。

通話を保留状態にします。

通話を終了します。

連絡先画面が表示されます。

スピーカーを使って通話します。

オプションメニューが表示されます。オプションメニューで
は別の通話を追加、Qメモ＋の作成、メッセージ（SMS）の
送信ができます。

通話時間が表示されます。

ダイヤルキーを表示して、通話中にプッシュ信号を送信しま
す。

ヘッドセットなどのBluetooth®機器で通話ができます。

相手に音声が聞こえないようにします。

通話中の誤操作防止について

通話中の画面消灯について

通話中に顔の接近を感知すると、画面を消灯して、誤動作を防止
します。顔を離すと画面が表示されます。

通話中の画面ロックについて

通話中でも、一定時間何も操作しないと画面がロックされます。
また、電源キーを押して手動で画面をロックすることもできま
す。ロックを解除するには、電源キーを押します。

「別の通話を追加」について

通話中に「別の通話を追加」の操作をすると、別の相手との通話
状態に切り替わり、先に通話していた相手との通話は保留状態に
なります。
通話したい相手をタップすると、タップした相手との通話状態に
なり、別の相手との通話は保留状態になります。

電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができま
す。

電話帳から電話をかける

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ

電話番号をタップ

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話が終了したら 終了

通話が終了します。
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通話履歴から電話をかける

ホーム画面で （電話）

「通話履歴」タブをタップ 対象の通話履歴の

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話が終了したら 終了

通話が終了します。

通話履歴利用時の操作

履歴の詳細を確認する

通話履歴画面で対象の通話履歴をタップ

通話詳細画面が表示されます。

通話履歴を1件削除する

通話履歴画面で対象の通話履歴をロングタッチ 通話履歴の

削除 はい

通話履歴を複数件削除する

通話履歴画面で 削除 対象の通話履歴をタップ（

表示） 削除 はい

通話履歴を全件削除する

通話履歴画面で すべて削除 はい

履歴の種類ごとに表示する

通話履歴画面で フィルタ 着信履歴 ／ 発信履

歴 ／ 不在着信
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オプションサービス

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名 説明

着信転送サー
ビス

圏外時や電話を受けられないとき、あらかじ
め指定した電話番号へ転送します。

留守番電話サー
ビス

圏外時や電話を受けられないとき、留守番電
話センターで伝言をお預かりします。

割込通話
通話中にかかってきた電話を受けることがで
きます。

発信者番号通知
お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
しないようにしたりできます。

着信転送サービスを利用する

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「ネットワーク」タブをタップ 通話設定

着信転送・お留守番サービス

着信転送・お留守番サービス画面が表示されます。

無応答転送 ／ 話中転送 ／ 圏外転送 ／ フル転送

着信転送 転送先の電話番号を入力 ONにする

着信転送が設定されます。

・待ち時間を設定画面が表示された場合は、着信してから転送する
までの待ち時間を選択します。

・すでに電話番号が設定されている場合は、転送先の電話番号を入

力 更新 をタップします。

・連絡先から転送先電話番号を選択できます。
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着信転送を無効にする

着信転送・お留守番サービス画面で 無応答転送 ／ 話中転

送 ／ 圏外転送 ／ フル転送 無効にする

着信転送が無効になります。

留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「ネットワーク」タブをタップ 通話設定

着信転送・お留守番サービス

着信転送・お留守番サービス画面が表示されます。

無応答転送 ／ 話中転送 ／ 圏外転送 ／ フル転送

ボイスメール

ボイスメールが設定されます。

・待ち時間を設定画面が表示された場合は、着信してから留守番電
話センターに接続されるまでの待ち時間を選択します。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表

示されます。ステータスバーを下にドラッグして 新しいボイス

メール をタップし、音声ガイダンスに従ってください。
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ボイスメールの操作

ボイスメールを無効にする

着信転送・お留守番サービス画面で 無応答転送 ／ 話中転

送 ／ 圏外転送 ／ フル転送 無効にする

ボイスメールが無効になります。

録音されたボイスメールを再生する

着信転送・お留守番サービス画面で 伝言メッセージを再生す

る はい

留守番電話センターに接続されます。音声ガイダンスに従っ
て操作してください。
・ホーム画面で （電話） 「1」をロングタッチしても操作

できます。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

・割込通話と着信転送サービス、留守番電話サービスをご利用の場
合に通話中にかかってきた電話に応答しなかったときは、設定に
応じて転送先または留守番電話センターに接続されます。

・「フル転送」を「ボイスメール」や「着信転送」に設定にしてい
る場合など、本機が着信しない設定のときは割込通話を利用でき
ません。

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「ネットワーク」タブをタップ 通話設定

その他の設定

割込通話サービス （ 表示）

割込通話サービスが設定されます。

・通話中に電話がかかってきたら、着信中に「電話に出る」を上下
左右にフリック（スワイプ）すると通話を開始できます。



55
電

話
／

電
話

帳
Spray 402LG

発信者番号通知サービスを利用する

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「ネットワーク」タブをタップ 通話設定

その他の設定

発信者番号 番号を非通知 ／ 番号を通知

発信者番号通知サービスが設定されます。

通話の設定をする

通話設定

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

着信転送・お留
守番サービス

着信転送や留守番電話サービスを設定しま
す。

音声着信のポッ
プアップ

アプリケーション使用中に着信ポップアップ
を表示するかどうかを設定します。着信ポッ
プアップ表示中は、各アイコンをタップする
と電話を受けたり、拒否したりなどの操作が
できます。

着信拒否
着信拒否設定の変更および拒否する着信を管
理します。

応答拒否メッ
セージ

着信拒否メッセージの追加／編集をします。

プライバシー
キーパー

着信時に発信者情報を表示するかどうかを設
定します。「すべての情報を非表示」、「電
話番号のみ表示」に設定した場合、着信中に

をフリック（スワイプ）すると発信者情報
を表示できます。

自動応答
ハンズフリーの自動応答を行うかどうかを設
定します。

着信時のバイブ
レート

相手が電話に出たときにバイブレーションを
動作させるかどうかを設定します。

連絡先未登録番
号追加

通話終了後に連絡先未登録番号の登録確認画
面を表示するかどうかを設定します。

電源キーで通話
を終了する

通話中に電源キーを押した場合に通話を終了
するかどうかを設定します。

通話時間

最後の通話、発信、着信、すべての通話時間
の目安を表示します。
各項目をタップすると、表示されている時間
をリセットできます。

その他の設定
発信者番号や割込通話サービスを設定しま
す。

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「ネットワーク」タブをタップ 通話設定

通話設定画面が表示されます。
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各項目を設定

通話に関する設定が終了します。

通話設定利用時の操作

着信拒否モードを設定する

通話設定画面で 着信拒否 着信拒否モード OFFに

する ／ 着信拒否条件 ／ すべて拒否

着信拒否条件を設定する

通話設定画面で 着信拒否 着信拒否条件 非通知番

号 （ 表示）／ 未登録の番号 （ 表示）

・電話番号を指定して拒否する場合は通話設定画面で 着信拒否

着信拒否条件 ＋ をタップして、画面に従って操作

してください。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、バッテリー残量のない状態で放置し
たりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、
事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、
控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消
失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負
いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

＋

各項目を入力 保存

連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録でき
ます。

ホーム画面で （電話） ダイヤルキーをタップして電

話番号を入力 連絡先を新規登録 ／ 連絡先を更新

画面に従って操作
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連絡先についての注意

姓名を登録していない連絡先は、Googleアカウントの同期を行
うと消去される場合があります。

連絡先を確認する

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

確認する連絡先をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先一覧画面の見かた

名前や電話番号などを入力して連絡先を検索します。

登録されている連絡先が表示されます。

連絡先に登録されている画像（顔）が表示されます。

画面内にアプリケーションを小さく表示することでマルチタ
スクを簡単に行います。透明度の調整もできます。

オプションメニューが表示されます。オプションメニューで
は削除、共有、メッセージを送信、メールを送信、短縮ダイ
ヤル、連絡先の管理、タブの編集、設定ができます。

連絡先を新規に登録します。

ドラッグして連絡先を検索します。

連絡先詳細画面の見かた

連絡先に登録されている画像が表示されます。

すべての登録内容を確認／利用できます。

連絡先を編集できます。

オプションメニューが表示されます。オプションメニューで
は削除、共有、統合、デフォルトグループに追加、エクス
ポート、ホーム画面に追加ができます。連絡先によって、操
作できる項目は異なります。

お気に入りに登録されているかどうかが表示されます。お気
に入りに登録されている場合は、スターが黄色で表示されま
す。タップすると、お気に入りの登録／解除が切り替わりま
す。

連絡先にメールを送信するなどの操作ができます。

連絡先を編集する

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ

各項目を編集 保存

連絡先の変更が完了します。
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連絡先を削除する

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

削除

対象の連絡先をタップ（ 表示） 削除

・ すべて選択 をタップすると、すべての連絡先を選択／解除でき

ます。

はい

連絡先が削除されます。

グループを設定する

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

「グループ」タブをタップ 新しいグループ

各項目を編集 保存

グループが作成されます。
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電話帳をインポートする

バックアップした電話帳をインポートする

本体メモリ（内部ストレージ）やSDカード、USIMカードにバック
アップした電話帳をインポート（読み込み）できます。

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

連絡先の管理 インポート／エクスポート

USIMからインポート ／ SDカードからインポート ／ 内部ス

トレージからインポート

画面に従って操作

インポートが完了します。

・データによってはインポートできないことがあります。

電話帳をバックアップする

本体メモリやSDカード、USIMカードに電話
帳をバックアップする

本体メモリ（内部ストレージ）やSDカード、USIMカードに電話帳を
バックアップ（エクスポート）できます。

ホーム画面で （連絡先）

連絡先画面が表示されます。

連絡先の管理 インポート／エクスポート

USIMカードにエクスポート ／ SDカードにエクスポート ／

内部ストレージにエクスポート

対象の連絡先をタップ（ 表示） エクスポート は

い

・ USIMカードにエクスポート を選択している場合は以降の操作は

不要です。

ファイル名を入力 OK

電話帳がバックアップされます。

・データによってはバックアップできないことがあります。
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