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イー・モバイルでは、次のようなオプションサービスを

提供しています。

オプションサービスの詳細については、イー・モバイル

のホームページにてご確認ください。

オプションサービスは、電波の届かない場所では本機か

ら操作できません。
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オプションサービスの概要オプションサービスの概要

概要 申込み 使用料サービス名

電波の届かない場所にいると

きや、電源を切っているとき

、または電話に出られないと

きなどに、かかってきた電話

を指定した電話番号に転送す

るサービスです。

電波の届かない場所にいると

きや、電話に出られないとき

などに、相手のメッセージを

留守番電話センターでお預か

りするサービスです。

留守番電話センターでメッセ

ージをお預かりすると、SMS

でお知らせします。

転送電話

留守番電話

不要

不要

無料

無料

概要 申込み 使用料サービス名

現在の通話を保留にして、か

かってきた電話を受けること

ができるようにするサービス

です。

自分の電話番号を相手に通知

したり、非通知にしたりする

サービスです。

発信者番号を通知に設定して

いる発信者からの電話のみ着

信させるサービスです。

電話の発信や着信を状況に合

わせて制限するサービスです。

日本国内から海外へ電話をか

けることができるサービスで

す。

国際ローミング対応携帯電話

で、現在ご利用の携帯電話番

号・メールアドレスを海外で

もそのままご利用いただける

サービスです。

割込通話

発信者番号

通知

電話番号リ

クエスト

発着信規制

国際電話

国際ローミ

ング

必要

不要

不要

不要

不要

不要

有料

無料

無料

無料

無料

無料

オプションサービス
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お買い上げ時、転送先の電話番号は留守番電話センターに

設定されています。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「留守番・転送」→「転送電話」

    の順に選択します。

22  ｢全転送」／「話中転送」／「無応答時転送」

    ／「圏外・電源OFF時転送」のいずれかを選

    択します。

33  ｢電話番号入力」を選択し、転送先の電話番

    号を入力します。または、「アドレス帳」を

    選択し、アドレス帳から転送先の電話番号を

    選択します。

オプションサービス

電波の届かない場所にいるときや、電源を切っていると

き、または電話に出られないときなどに、かかってきた

電話を指定した電話番号に転送します。

転送条件と転送先の電話番号を設定できます。転送条件

は次の項目から選択します。

転送電話転送電話

説明項目

かかってきた電話を本機に着信させずに転

送します。

通話中にかかってきた電話を転送します。

転送開始時間内に電話に出なかったときに、

かかってきた電話を転送します。

転送開始までの時間を「5秒」～「30秒」

（5秒間隔）から選択します。

電波の届かない場所にいるときや電源がOFF

になっているときに、かかってきた電話を

転送します。

全転送

話中転送

無応答時転

送

圏外・電源

OFF時転送

転送電話を設定／開始する転送電話を設定／開始する

   ｢全転送」以外の設定をしている場合、転送電話設定

   中でも、着信音が鳴っている間は、電話を受けること

   ができます。

   転送条件が同一の設定項目には、転送電話と留守番電

   話を同時に設定できません。

■  お知らせ
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オプションサービス

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないと

きなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお

預かりします。

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、

SMSでお知らせします。

留守番電話留守番電話

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「留守番・転送」→「全設定解

    除」の順に選択します。

22   解除の確認画面で、「はい」を選択します。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「留守番・転送」→「留守番電

    話」→「サービス設定」の順に選択します。

22   ｢全転送」／「話中転送」／「無応答時転送」

    ／「圏外・電源OFF時転送」のいずれかを選

    択して、設定します。

転送電話・留守番電話を停止する転送電話・留守番電話を停止する

転送条件ごとに留守番電話センターへの転送を設定でき

ます。

転送条件は、「全転送」／「話中転送」／「無応答時転

送」／「圏外・電源OFF時転送」から選択できます。転

送条件については、P13-3の表をご参照ください。

留守番電話を設定／開始する留守番電話を設定／開始する
留守番電話センターに録音されているメッセージを聞く

ことができます。

伝言メッセージを聞く伝言メッセージを聞く

   ｢全転送」以外の設定をしている場合は、留守番電話

   設定中でも、着信音が鳴っている間は、電話を受ける

   ことができます。

   転送条件が同一の設定項目には、転送電話と留守番電

   話を同時に設定できません。

■  お知らせ
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オプションサービス

11  待受画面で「1416」を入力し、     を押す、

    または「メインメニュー」→「設定」→「ネ

    ットワーク設定」→「留守番メッセージ確認」

    の順に選択し、留守番電話センターに接続し

    ます。

22  音声ガイダンスに従って操作します。

お買い上げ時、本機には留守番電話センターの番号が登

録されています。登録されている番号は、確認や変更が

できます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「留守番・転送」→「留守番電

    話」→「留守番電話センター」の順に選択し

    ます。

22  ｢番号設定」を選択すると、登録されている

    番号の確認、変更ができます。
         （リセット）押すと、お買い上げ時に登録されて

     いた留守番電話センターの番号へリセットされます。

留守番電話の番号を設定する留守番電話の番号を設定する

   携帯電話から「1417」に電話をかけると、留守番電話

   センターに繋がります。

       その場合、下記の操作をすることができます。 

       -オリジナル応答メッセージの設定

       -不在メッセージの設定

       -名前応答メッセージの設定

       -応答メッセージの切替え

       -言語切替え（日本語／英語）

       -伝言・着信通知の設定変更

   携帯電話から「1418」に電話をかけると、留守番電話

   センターに繋がります。

       相手先を呼び出さずに直接留守番電話センターに音

       声メッセージを残すことができます。

   実際の設定内容についてはイー･モバイルのホームペー

   ジをご参照ください。

   イー・モバイル以外のUSIMを使用して、その通信事業者

   の留守番電話センターを利用したい場合は「ローミング

   中番号設定」に番号を登録することで利用できます。

■  お知らせ
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オプションサービス

留守番電話留守番電話

今まで話していた相手との通話を保留にし、通話中にか

かってきた電話を受けることができます。また、通話中

の相手と保留中の相手を切り替えて通話できます。

割込通話割込通話
最初に話していた相手との通話を保留にし、かかってき

た相手の着信に応答します。

11  通話中に割込通話を着信すると、着信通知が

    画面に表示されます。

22         を押すと、最初に話していた相手との通

    話が保留され、かかってきた相手との通話が

    開始されます。画面には2人の電話番号また

    は名前が表示されます。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「割込通話」の順に選択します。

割込通話を設定する割込通話を設定する

通話中にかかってきた電話を受ける通話中にかかってきた電話を受ける

通話の相手を切り替え、保留中の相手と通話します。

      通話中に    （切替）を押します。または 

  （メニュー）を押し、「通話・保留切替」を選

    択します。

通話の相手を切り替える通話の相手を切り替える

   割込通話を停止する場合は、「OFF」を選択します。

   現在の設定状況を確認する場合は、「設定確認」を選

   択します。

   割込通話と合わせて転送電話または留守番電話を開始

   しているときに、通話中にかかってきた電話に応答し

   なかった場合は、かかってきた電話は設定に応じて転

   送先または留守番電話センターに接続されます。

   転送電話または留守番電話の「全転送」に設定してい

   る場合は、着信しないため、割込通話をご利用になれ

   ません。

■  お知らせ

   割込通話の着信を拒否する場合は、   （拒否）または 

          を押します。

■  お知らせ

22   ｢ON」を選択します。
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      通話中に    （メニュー）を押し、「切断して

    応答」を選択します。

通話中にかかってきた電話を転送する通話中にかかってきた電話を転送する

   留守番電話または転送電話を開始しているときは、設

   定された電話番号または留守番電話センターに転送さ

   れます。

   留守番電話または転送電話を開始していないときは、

   通話が切断されます。

■  お知らせ

通話中の電話を切って、かかってきた電話を通話中の電話を切って、かかってきた電話を
受ける受ける

     通話中に    （メニュー）を押し、｢転送」を

    選択します

通話中とかかってきた電話を切る通話中とかかってきた電話を切る

      通話中に    （メニュー）を押し、「全通話切

    断」を選択します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「発信者番号通知」の順に選択します。

22  ｢ON」／「OFF」／「設定無し」のいずれか

    を選択します。

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知するか

どうかをあらかじめ設定しておくことができます。発信

者番号を非通知に設定した場合、電話をかけた相手には

｢非通知設定」と表示されます。

発信者番号通知発信者番号通知

説明項目

相手に自分の電話番号を通知します。

自分の電話番号を非通知にします。

電話番号が表示されるかどうかは、ネット

ワークにより決定されます。

ON

OFF

設定無し
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電話の発信や着信を状況に合わせて制限することができ

ます。

発着信規制発着信規制
発信、着信を次の規制内容で制限できます。

■発信規制：

発着信規制を設定／開始／停止する発着信規制を設定／開始／停止する

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「発着信規制」→「発信規制」

    の順に選択します。

22  ｢全発信規制」／「国際電話発信規制」／「滞

    在国及び日本以外」のいずれかを選択します。

33  ｢ON」または「OFF」を選択します。

   転送電話または留守番電話をご利用の場合、全発信規

   制および全着信規制はご利用になれません（転送電話

   または留守番電話が優先されます）。

   全発信規制および全着信規制をご利用になる場合は、

   事前に転送電話または留守番電話の設定を解除してか

   ら全発信規制および全着信規制の設定を行ってくださ

   い。

   発信規制を設定した場合、音声電話の発信、SMS送信

   がご利用できません。着信規制を設定した場合、音声

   電話の着信、SMS受信だけでなくEMnetメールの受信、

   留守番電話の伝言通知機能など、一部サービスがご利

   用できなくなりますのでご注意ください。

■  お知らせ

説明項目

緊急通話以外の電話をかけられない

ようにします。

国際電話をかけられないようにしま

す。

滞在国と日本以外の国へ国際電話を

かけられないようにします。

すべての発信規制を停止します。

全発信規制

国際電話発信規

制

滞在国及び日本

以外

全規制解除
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44  発着信規制用暗証番号を入力します。

■着信規制：

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「発着信規制」→「着信規制」

    の順に選択します。

22  ｢全着信規制」／「海外での着信規制」のい

    ずれかを選択します。

33  ｢ON」または「OFF」を選択します。

44  発着信規制用暗証番号を入力します。

発着信規制用暗証番号は変更することができます。

発着信規制用暗証番号の初期設定は、イー・モバイル新

規ご契約時の4桁のネットワーク暗証番号（P.1-17）です。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「発着信規制」→「発着信規制

    暗証番号」の順に選択します。

22  現在の発着信規制用暗証番号（4桁）を入力

    します。

33  新しい発着信規制用暗証番号（4桁）を入力

    します。

44  もう一度新しい発着信規制用暗証番号（4桁）

    を入力します。

説明項目

すべての電話を受けられないようにします。

海外で、すべての電話を受けられないよう

にします。

すべての着信規制を停止します。

全着信規制

海外での着

信規制

全規制解除

発着信規制用暗証番号を変更する発着信規制用暗証番号を変更する

   ｢設定確認」を選択すると、現在の設定状況を確認す

   ることができます。

■  お知らせ
   ｢設定確認」を選択すると、現在の設定状況を確認す

   ることができます。

■  お知らせ
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本機で日本国内から海外へ電話をかけたり、海外からか

かってきた電話を受けたりすることができます。

イー・モバイル国際電話を利用できる国や地域など、サ

ービスの詳細については、イー・モバイルのホームペー

ジにてご確認ください。

国際電話サービス国際電話サービス

国際ローミングは、提携する海外の通信事業者のネット

ワークを利用して、現在ご使用の携帯電話番号やメール

アドレスを海外でもそのまま利用できるサービスです。

日本国内にいるときと同様に、音声電話、メール、SMS、

インターネット、データ通信、留守番電話などが利用で

きます。

滞在先で接続する通信事業者やネットワークによっては、

利用できないサービスがあります。

国際ローミングを利用できる国や地域など、サービスの

詳細については、イー・モバイルのホームページにてご

確認ください。

利用中のネットワークが圏外になった場合、自動的にネ

ットワークを検索するか、または手動で別の通信事業者

に接続するかを設定します。

国際ローミングサービス国際ローミングサービス

国際ローミングの概要国際ローミングの概要

ネットワークの検索方法を設定するネットワークの検索方法を設定する

イー・モバイル国際電話のサービスを利用して、日本国

内から国際電話をかけることができます。国際電話識別

番号「010」の後に相手先国番号、相手先電話番号をダ

イヤルしていただくだけでご利用いただけます。相手先

電話番号が「0」から始まる場合は、最初の「0」を除い

て入力します（一部の国・地域を除く）。

      ｢010」－「相手先の国番号」－「相手先の

    電話番号」を入力し、      を押します。

日本国内から国際電話をかける日本国内から国際電話をかける
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11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「ネットワーク選択方式」の順

    に選択します。

22  ｢自動」を選択すると、自動的にネットワー

    クを検索します。「手動」を選択すると、ネ

    ットワーク情報を取得し、接続する通信事業

    者を選択することができます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「ネットワーク選択方式」→

  「ネットワーク設定」の順に選択します。

22      （メニュー）を押し、｢新規ファイル追加」

    を選択し、  （選択）を押します。

     既に有効になっているネットワークが設定済みの場

     合、リスト表示されます。

     その場合は、リスト表示画面で、新しく登録する位

     置にカーソルを移動し、  （メニュー）を押し、「新

     規ファイル追加」を選択し、  （選択）を押し、さら

     に    （選択）を押し、「追加」を選択し、  （選択）

     を押します。手順4に進みます。

33  ｢追加」を選択し、  （選択）を押します。

44  ｢国番号」／「ネットワークコード」／「ネッ

    トワーク名」を入力します。

55  1つ前の画面に戻り、「この行に追加」または

    ｢最終行に追加」を選択し、  （選択）を押し

    ます。

66  設定を有効にするネットワークを選択し、 

  （選択）を押します。

説明項目

利用できるネットワークを自動的に検索し、

接続します。

ネットワーク一覧表の中から、利用するネッ

トワークを選択します。

自動

手動

通信事業者を追加する通信事業者を追加する
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滞在国から日本または日本以外の国の一般電話や携帯電話

に電話をかけます。相手先の電話番号が「0」から始まる

場合は、最初の「0」を除いて入力します（一部の国・地

域を除く）。

11  ｢＋」（0を長押しするまたは＊を2回押す）－

  「相手先の国番号」－「相手先の電話番号」を

    入力します。

22  電話番号を確認し、      を押します。

33  通話を終了する場合は、      を押します。

■滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることがで

きます。

11  電話がかかってきたとき、      を押すと、電

    話がつながります。

22  通話を終了するときは、      を押します。

国際ローミングを利用して、海外から音声電話をかけた

り、海外で音声電話を受けたりできます。

海外でのご利用料金については、イー・モバイルのホー

ムページにてご確認ください。

■滞在国内の一般電話や携帯電話に電話をかける

日本国内にいるときと同様の操作で一般電話や携帯電話

に電話をかけることができます。相手の電話番号が「0」

から始まる場合は、最初の「0」を除いて入力します（一

部の国・地域を除く）。

11  待受画面で電話番号を入力します。

22  電話番号を確認し、      を押します。

33  通話を終了する場合は、      を押します。

■滞在国から日本や日本以外の国の一般電話や携帯電話

に電話をかける

滞在先で電話をかける／受ける滞在先で電話をかける／受ける
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■滞在先に電話をかけてもらう

日本からイー・モバイル携帯電話に電話をかけてもらう

場合：

日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号のみを入

力し、電話をかけてもらいます。

日本以外の国からイー・モバイル携帯電話に電話をかけ

てもらう場合：

滞在先にかかわらず日本への国際電話として電話をかけ

てもらいます。

｢発信国の国際電話アクセス番号」－「日本の国番号

（81）」－「お客様の携帯電話番号（先頭の「0」を除

く）」を入力し、電話をかけてもらいます。
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