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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。

電話をかける

ホーム画面で （NX!電話）

電話番号発信画面が表示されます。

・ホーム画面で （NX!電話）をタップしても起動できま
す。

・通話履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてくださ

い。

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。

発信

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 終話

通話が終了します。

電話を受ける

電話がかかってきたら 応答

通話ができます。

・スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、 応

答 を右にドラッグします。

通話が終了したら 終話

通話が終了します。
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通話画面の見かた／通話中の操作

通話中にアイコンをタップすると、次の機能が利用できます。

相手の情報（名前／電話番号）が表示されます。

はっきりボイスのON／OFFを切り替えます。はっきりボイス
をONにすると、通話中にまわりの騒音を感知して、音域ごと
に相手の聞こえにくい声を強調して聞き取りやすいように調
整します。

はっきりボイス／ぴったりボイスの状態が表示されます。
はっきりボイスが動作している通話中には、ぴったりボイス
も起動し、揺れや移動状況などから現在の行動を認識して、
はっきりボイスよりさらに最適な音質に調整します。

連絡先に画像を登録している場合は、画像が表示されます。

通話を終了します。

ダイヤルキーを表示します。

音声の出力先を切り替えます。

通話時間が表示されます。

ゆっくりボイスのON／OFFを切り替えます。ゆっくりボイス
をONにすると、通話中に無音区間を利用して相手の話す声が
ゆっくり聞こえるように調節し、聞き取りやすくします。

あわせるボイスのON／OFFの切り替えおよび強弱を設定しま
す。あわせるボイスをONにすると、自分の好みや年齢に合わ
せて通話を聞き取りやすくします。タップすると、通話中に
音質の強弱設定を変更できます。「自分からだ設定」で自分
の年齢を入力するか、複数のサンプルから聞き取りやすいも
のを選択しておくと、お客様に合った聞こえかたに自動的に
調節されます。

別の相手に電話をかけます。

通話を保留します。

相手に音声が聞こえないようにします。

緊急通報位置通知について

イー・モバイル携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、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。
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電話利用時の操作

着信音を止める

着信中に ／ を押す

着信を拒否する

着信中に 拒否

・スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、

拒否 を右にドラッグします。

簡易留守録で応答する

着信中に その他の操作 簡易留守録

・スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、

その他の操作 を上にドラッグ 簡易留守録 をタップし

ます。

簡易留守録を再生する

ステータスバーを下にドラッグ 簡易留守録 留守録を

タップ

・途中で止めるときは、 をタップします。

着信中に保留にする

着信中に その他の操作 保留

・スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、

その他の操作 を上にドラッグ 保留 をタップします。

・保留を解除して電話を受けるときは、 応答 をタップします。

転送する

着信中に その他の操作 転送

・スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、

その他の操作 を上にドラッグ 転送 をタップします。

通話音量を調節する

通話中に ／ を押す

通話中に保留にする

通話中に 保留

・保留を解除するときはもう一度 保留 をタップします。

プッシュ信号を利用する

自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサー
ビスに利用します。

電話番号発信画面で電話番号を入力 ＊ をロングタッチ

（「,」（ポーズ）表示） 送信するプッシュ信号を入力

発信

電話が繋がると一定時間経過後、自動的にプッシュ信号が送
信されます。
・ ＃ をロングタッチすると「;」（ウエイト）を入力できます。

電話が繋がったあとに送信確認画面で はい をタップすると

プッシュ信号が送信されます。

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. 電波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。

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。
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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 （NX!電話帳）

連絡先一覧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 終話

通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

ホーム画面で （NX!電話）

電話番号発信画面が表示されます。

履歴

通話履歴画面が表示されます。

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。

・通話履歴画面で 発信履歴を表示 ／ 着信履歴を表示

をタップすると、発信／着信別の履歴を表示できます。通話履歴

画面に戻るには すべての履歴を表示 をタップします。

・通話履歴画面および発信／着信別の履歴画面で 画像表

示 表示する OK をタップすると、連絡先に登録して

いる画像を表示できます。



70

通話が終了したら 終話

通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

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

転送電話サー
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。

割込通話サービ
ス1

通話中にかかってきた電話を受けることがで
きます。

グループ通話
サービス1

複数の相手と同時に通話できます。

発信者番号通知
サービス

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。

発着信規制サー
ビス

電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1　別途お申し込みが必要です。
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転送電話サービスを利用する

ホーム画面で （NX!電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

・通話履歴画面からも同様の操作で通話設定画面を表示できます。

留守電・転送電話

留守電・転送電話画面が表示されます。

転送電話

電話番号入力欄をタップ 電話番号を入力 OK

呼出なし ／ 呼出あり

・ 呼出あり を選択したときは、呼び出し時間を設定します。

OK

転送電話サービスが設定されます。
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留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で （NX!電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

留守電・転送電話

留守番電話

呼出なし ／ 呼出あり

・ 呼出あり を選択したときは、呼び出し時間を設定します。

OK

留守番電話サービスが設定されます。

・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、音声ガイダンスの指示に従ってください。
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割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

ホーム画面で （NX!電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

割込通話

設定

OK OK

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くると、割り込み音が鳴ります。 応答

をタップして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

通話中に 通話追加

別の相手の電話番号を入力 発信

相手が応答したら グループ通話

グループ通話が開始されます。
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発信者番号通知サービスを利用する

ホーム画面で （NX!電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

発信者番号通知

設定

OK OK

発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発着信規制
用暗証番号）が必要です。

・交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を3回間違える
と、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、
交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となり
ますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡く
ださい。

・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様
は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して
ください。

・発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッ
セージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、
表示されるまでに時間がかかることがあります。

ホーム画面で （NX!電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

発着信規制

発着信規制画面が表示されます。
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発信規制 ／ 着信規制

規制方法をタップ OK

交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）を入力 OK

発着信規制サービスが設定されます。

通話の設定をする

通話に関する各種設定を行います。

通話の設定をする

項目 説明

サブアドレス
設定

電話番号の「＊」以降をサブアドレスとして
認識させることができます。

簡易留守録
簡易留守録のON／OFFや応答ガイダンスの設
定などができます。

着信拒否
拒否する条件を設定して、自動的に着信拒否
できます。

響カット
通話中の反響を消して相手に聞きやすくしま
す。

IP通話アプリの
音質サポート

IP通話アプリケーションを使った通話中の音
質を向上させることができます。

インターネット
通話設定

インターネット電話を利用するための設定を
します。

ホーム画面で （NX!電話）

通話設定

各項目を設定

通話に関する設定が終了します。
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IP通話アプリの音質サポート設定時のご注
意

音質サポート設定時の効果について

VoIP（Voice over IP）の技術を使用したアプリケーションでの
通話は、ネットワークの遅延時間などにより、電話と比較して音
質が劣る場合があります。本機能は、アプリケーションの実現し
ている音質を元に、騒音環境下での聞き取りやすさ改善（はっき
りボイス for コミュニケーションアプリ）、およびノイズや通
話相手側に聞こえるエコー量の削減を行います。音の途切れや遅
延などに関する効果はありません。

使用アプリケーションについて

使用するアプリケーションによっては、本機能の効果が得られな
いことがあります。その場合は、本設定をOFFにしてください。

アプリケーションのバージョンアップを行った場合

アプリケーションのバージョンアップを行ったことにより、本機
能の効果が得られなくなる場合があります。その場合は、本設定
をOFFにしてください。

Bluetooth®機能の使用について

本機能は、Bluetooth®機能を使用した通話時には動作しませ
ん。

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。

新しい連絡先を登録する

ホーム画面で （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

・ホーム画面で （NX!電話） 電話帳 をタップしても連絡先

一覧画面を表示できます。

連絡先を新規登録

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

各項目を入力 完了

連絡先が登録されます。
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連絡先を確認する

ホーム画面で （NX!電話帳）

連絡先一覧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

名称 説明

履歴タブ 通話履歴一覧を表示します。

電話タブ 電話番号発信画面を表示します。

検索 連絡先を検索します。

連絡先
タップすると、連絡先詳細画面が表示されま
す。連絡先はインデックスバーで仕切られて
います。

電話帳タブ すべての連絡先を表示します。

50音イン
デックス

タップした文字のインデックスバーにジャン
プします。

連絡先を編集する

ホーム画面で （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ 編集

各項目を編集 完了

連絡先の編集が完了します。
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連絡先を削除する

ホーム画面で （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ 削除

OK

連絡先が削除されます。

連絡先一覧画面の操作

グループ一覧を表示する

連絡先一覧画面で グループ一覧を表示

・連絡先一覧画面に戻るには、グループ一覧画面で す

べての連絡先を表示 をタップします。

グループを作成する

連絡先一覧画面で グループ一覧を表示

グループを新規登録 必要な項目を入力 完了

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択し
ます。

連絡先に画像表示領域を追加する

連絡先一覧画面で 表示設定 画像表示 表

示する OK

・画像表示領域をタップすると、電話の発信やメールの作成がで
きます。

表示する連絡先を設定する

連絡先一覧画面で 表示設定 表示する連絡先

すべての連絡先 ／ カスタマイズ

・複数のアカウントが登録されているときは、アカウントを選択
できます。

・ カスタマイズ を選択した場合は、アカウントを選択 表示

する連絡先のグループにチェックを入れる（ 表示）

OK をタップすると、選択したグループに含まれる連絡先が

表示されます。

手書き入力で連絡先を検索する

連絡先一覧画面で 手書き検索　開始 手書き領

域に文字を書く

50音インデックスの表示を変更する

連絡先一覧画面で 表示設定 50音インデック

ス 表示方法をタップ OK

連絡先ウィジェットをホーム画面に追加する

連絡先一覧画面で対象の連絡先をタップ ホーム

画面に配置

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、
電池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。
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電話帳をインポートする

SDカードから電話帳をインポートする

SD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 （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

電話帳ツール インポート／エクスポート

ストレージからインポート

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択しま
す。

画面の指示に従って操作

インポートが完了します。

赤外線で電話帳をインポートする

ホーム画面で （赤外線）

赤外線受信画面が表示されます。

全件受信

認証パスコードを入力 受信

赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証パスコードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する
ための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力し
ます。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

相手機器で認証パスコードを入力 データ送信の操作を実行

受信方法の選択画面が表示されます。
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追加

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択しま
す。

OK

データが登録されます。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

SDカードに電話帳をバックアップする

ホーム画面で （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

電話帳ツール インポート／エクスポート

ストレージにエクスポート

エクスポートするデータを選択 OK

SDカードに電話帳が保存されます。

・エクスポートするデータを選択すると、エクスポートする先の

ファイル名が表示されます。 OK をタップする前にご確認くださ

い。
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