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本機は、音声電話で通話ができます。

11  電波状態を確認してください。

22  待受画面で電話番号を入力します。
   （同一市内への通話でも、必ず市外局番を入力してか

     らダイヤルしてください）

     入力した電話番号を訂正したい場合は、      でカー

     ソルを消したい番号の右側に移動し、       を押しま

     す。       を長く押すと、待ち受け画面に戻ります。

33  電話番号を確認し、      を押します。

44  通話を終了する場合は、     を押します。
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            を押した後、かけ間違えた場合は、      を押し

   電話を切ってから、かけ直してください。

   相手が通話中の場合は、      を押し電話を切り、しば

   らくしてからかけ直してください。

   アドレス帳や通話履歴から相手の電話番号を選択し、

   電話をかけることができます。

   通話時にマイクをふさぐ状態になると、通話者の声が

   相手に聞こえにくくなります。

   本機のアンテナは、本体に内蔵されています。内蔵ア

   ンテナ部分は、触れたり覆ったりしないでください。 

   通話品質が悪くなります。また、内蔵アンテナ部分に

   シールなどを貼らないでください。電波感度が悪くな

   り、発着信、メールの送受信、ウェブの接続ができな

   くなる場合があります。

   体の向いている方向や本機の向き、または通話してい

   る場所によっては、通話品質が悪くなることがありま

   す。

■  お知らせ



   エニーキーアンサーを「ON」に設定している場合は、

   次のボタンを押すと電話を受けることができます。

          ~        、      、      、    、    、    、      。

   非通知設定をしている相手から着信があったときは、

   ｢非通知設定」と表示されます。

｢ON」に設定した場合、イヤホンマイクを接続していると

き、設定した時間が過ぎると自動的に電話を受けること

ができます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「自動着信応答」の順に選択します。

22   ｢自動着信応答」のON／OFFと「応答時間」

    を設定します。
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2211  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。

■  お知らせ

   イヤホンマイク接続中も、本機のキーで電話を受けた

   り、切ったりするなどの操作ができます。

■  お知らせ自動着信応答で電話を受ける自動着信応答で電話を受ける

本機とイヤホンマイクを接続して、通話することができ

ます。イヤホンマイク接続中に電話がかかってくると、

スピーカーから着信音が流れます。マナーモードではイ

ヤホンマイクから着信音が流れます。

11  イヤホンマイクのスイッチを押すと、電話が

    受けられます。

22  通話を終了するときは、イヤホンマイクのス

    イッチを押し、電話を切ります。

イヤホンマイクを接続し通話するイヤホンマイクを接続し通話する

電話機能

電話を受ける電話を受ける
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   通話中に     （ミュート）を押すと、自分の声が相手

   に聞こえなくなります。もう一度     （ミュート解除）

   を押すと聞こえるようになります。

電話がかかってきたとき、次の操作で着信を拒否するこ

とができます。

11       （拒否）を押します。

着信を拒否する着信を拒否する

   イヤホンマイクのスイッチで着信を拒否することはで

   きません。

■  お知らせ

   簡易留守録と自動着信応答を同時に設定している場合

   は、簡易留守録が優先されます。

■  お知らせ

11   通話中に      または      を押すと、相手の声

    の音量を5段階に調節できます。

通話中の操作通話中の操作

■  お知らせ

受話音量を調節する受話音量を調節する

電話に出られなかったとき、応答文が流れたあとに相手

メッセージを録音することができます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「簡易留守録」の順に選択します。

22  ｢簡易留守録」のON／OFFと「応答時間」を

    設定します。

簡易留守録で電話を受ける簡易留守録で電話を受ける
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   録音した内容はツールの「簡易留守録」に保存されま

   す。

   録音できる時間は、1件あたり16秒までです。簡易留

   守録（P.11-16）と合わせて4件まで録音ができます。

電話をかけた相手や、かかってきた相手、また応答でき

なかった着信などは、通話履歴として記録されます。

｢着信」／「発信」／「全件」の各タブを選択すると、

それぞれの履歴を確認することができます。

通話中に、スピーカーから相手の声が聞こえるように切

り替えることができます。

11  通話中に    （ハンズフリー）を押します。

22      （レシーバ）を押すと元に戻ります。

■  お知らせ

ハンズフリー通話に切り替えるハンズフリー通話に切り替える

通話履歴を確認／利用する通話履歴を確認／利用する

   保留中でも、発信側は通話料金がかかります。

■  お知らせ

音声電話の場合、割込通話（P.13-6）をお申し込みいた

だいているときは、通話を保留できます。保留中の相手

には、アナウンスと保留音が流れます。

11   通話中に    （メニュー）→「保留」の順に選

    択すると、通話が保留されます。

22   通話を再開するときは、   （メニュー）→

    ｢保留解除」の順に選択します。

通話を保留にする通話を保留にする

11   通話中に    （メニュー）→「録音開始」の順

    に選択すると、録音が始まります。

22  録音画面で、   （停止）を押し、録音を終了

    します。

相手の音声を録音する相手の音声を録音する

通話中に相手の音声を録音することができます。
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   電話帳に登録済みの場合、電話番号の代わりに名前が

   表示されます。

通話履歴を表示する画面で、     を左右に押すと、通話

履歴のタブが切り替わります。

｢着信」／「発信」／「全件」の各画面から履歴の詳細

を表示し、その内容を確認することができます。

<例>:着信履歴の詳細を確認する

11   待受画面で    （着信）を押すと、着信履歴

    が表示されます。

22   カーソルを確認したい履歴に移動し、  （表

    示）を押します。

33   名前、日付、時刻、電話番号が表示されま

    す。

■  お知らせ

通話履歴の詳細を確認する通話履歴の詳細を確認する

   全履歴は最大100 件、発信／着信履歴はそれぞれ最大

   50件まで記録されます。最大記録件数を超えると古い

   ものから順に自動的に削除されます。

■  お知らせ

待受画面で     （着信）／     （発信）を押します。また

は、｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「通話履歴」

の順に選択します。

 

通話履歴を確認する通話履歴を確認する

11  ｢着信」タブ：不在着信と応答した着信の履

    歴が表示されます。

22  ｢発信」タブ：発信の履歴が表示されます。

33  ｢全件」タブ：すべての発着信履歴が表示さ

    れます。

44  ｢通話時間」タブ：「前回通話時間」／「応

    答通話時間」／「発信通話時間」／「積算通

    話時間」が表示されます。
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22  ｢メニュー」→「1件削除」の順に選択しま

    す。

33  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■全件削除

11  通話履歴画面で、「メニュー」→「全件削

    除」の順に選択します。

22  削除の確認画面で、「はい」を選択します。 

33  端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。

｢前回通話時間」／「応答通話時間」／「発信通話時間」

／「積算通話時間」を確認したり、リセットしたりする

ことができます。

通話時間を確認する通話時間を確認する

通話履歴を利用して、音声電話をかけることができます。

<例>:着信履歴から電話をかける場合

11   待受画面で    （着信）を押すと、着信履歴

    が表示されます。

22   電話をかける相手の電話番号を選択し、        

  （表示）→    （発信）の順に選択すると、電

    話番号入力画面が表示されます。      を押す

    と音声電話がかかります。

     または、電話をかける相手の電話番号を選択し、    

   （メニュー）→「音声発信」の順に選択すると、電話

     番号入力画面が表示されます。       を押すと、音声

     電話がかかります。

通話履歴を利用する通話履歴を利用する

■1件削除

11   通話履歴画面で、削除したい通話履歴を選択

    します。

通話履歴を削除する通話履歴を削除する
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PINロック中（P.12-24）または端末操作ロック中

（P.12-24）でも、110番（警察）、119番（消防・救

急）、118番（海上保安本部）に発信することができま

す。

緊急通報について緊急通報について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合

に、発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察、

消防、救急、海上保安本部）に通知するシステムです。

通知する位置情報は、基地局測位情報※です。

※ 基地局測位情報の精度は、数100m ～ 10km程度で

す。遠方の基地局電波を受信した場合など、実際の位置

とは異なった位置情報が通知される場合があります。

    発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知

    されない場合があります。緊急通報の際は、必ず口頭

    で発信場所や目標物をお伝えください。

    申込料金、通信料は一切必要ありません。

緊急通報位置通知について緊急通報位置通知について

■通話時間を確認する

11    通話履歴画面で、    で「通話時間」タブを 

    選択します。

22    確認したい通話時間を選択すると、その通話

    時間が表示されます。

■通話時間を削除する

11    通話時間画面で、削除したい通話時間を選択

    します。

22      （リセット）を押します。

33    削除の確認画面で、「はい」を選択します。 

44    端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。
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