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こんなときはこうしよう！Q&A
お客様から寄せられることが多い質問にお答えしました。
本機をご使用いただく上で、困ったときには参考にしてください。

電源が入りません。どうすればいいですか？

電池パックが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。正しく取
り付けられていても電源が入らない場合には、電池切れの可能性があります。充
電してから、電源を入れ直してください。

Q

A

充電してもすぐに電池がなくなってしまいます。
どうすればいいですか？

本機に取り付けている電池パックは消耗品です。そのため、充電を繰り返すたび
に1回の使用時間は少しずつ短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に
比べて半分以下になったら、電池パックを交換してください。
いらなくなった電池パックは端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモ
ショップなどの窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従っ
てください。

電話をかけましたが、話中音（プープー音）が流れてつながり
ません。相手が話中であること以外に原因はありますか？

画面に圏外と表示されていませんか。また、市外局番を入力せずに電話をかけた
り、「ツー」という発信音を聞かずに急いで電話番号を入力した場合にも話中音
が流れてつながらないことがあります。

Q

A

Q

A

通話中の相手の声が途切れそうでとても聞きづらいときは
どうすればいいですか？

相手の声が途切れそうになる原因は、主に2とおり考えられます。
●自分がいるところの電波状況が悪い場合
ディスプレイを見て電波の受信状態を確認しましょう。受信状態が悪い場合に
は、よいところに移動して電話をかけ直しましょう。
●相手がいるところの電波状況が悪い場合
自分がいるところの電波の受信状態が悪くない場合には、相手がいるところの受
信状態が悪いことが考えられます。相手に受信状態を確認してもらい、悪い場合
には移動して、電話をかけ直してもらいましょう。

Q

A
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電話に出られないときに着信音が鳴ってしまいました。
どうやって着信音を止めたらいいですか？

着信中に を押すと、相手に「ただいま電話に出ることができません。そのまま
お待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスを
流すことができます（応答保留）。応答保留の間は、電話に出られる状態になった
ときに を押すと、電話に出ることができます。
また、着信中に →［伝言メモ］を選ぶと、相手の要件を録音することができま
す。

Q

A

●次ページへ 

着信音が鳴りません。なぜでしょう？

まず、マナーモードが起動していないことを確認してください。マナーモードに
ついては、本書p.19「マナーモードでの音の消しかた」をご覧ください。
それ以外にも電話着信音量の呼出音量が「消音」になっている、公共モード（ド
ライブモード）やセルフモードが起動している、伝言メモの呼出時間設定やオー
ト着信機能設定の応答時間が「0秒」に設定されているなど、着信音が鳴らない原
因はさまざまな理由が考えられます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q

A

運転中のため電話に出られません。
相手に伝えるにはどうすればいいですか？

公共モード（ドライブモード）を設定しましょう。公共モードを設定すると、電
話をかけてきた相手に、運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所（電
車、バス、映画館など）にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切
断されます。
設定するには、待受画面で を1秒以上押し、公共モードが設定された旨のメッ
セージが表示されたら を押します。待受画面に が表示され、公共モードを
設定していることが確認できます。

Q

A
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メールが受信できません。どうすればいいですか？

ｉモードセンターに届いたｉモードメールは、すぐにお客様のFOMA端末に送信
されるしくみになっています。
メールが受信できない原因は、主に2とおり考えられます。
●本機に電源が入っていないとき
●圏外にいるとき
受信できなかったｉモードメールはｉモードセンターに保管され、再送されま
す。
受信できなかった場合には、待受画面で →［メールがあるか問合せる］→
［メール・メッセージを受信する］を押してｉモード問合せを行ってください。

Q

A

電話の着信やメールの受信時に設定した着信音が鳴りません。
なぜでしょう？

着信音には優先順位があります。詳しくは、取扱説明書p.110「電話着信音の優
先順位」、またはp.111「メール着信音の優先順位」をご覧ください。

Q

A

暗証番号を忘れてしまいました。どうすればいいですか？

暗証番号を確認するには、契約者本人であることを確認できる書類（運転免許証
など）と本機、FOMAカードをドコモショップ窓口にお持ちください。
携帯電話に保存している情報を守るために、暗証番号はとても大切な役割を持っ
ています。忘れないようにメモを取ることをおすすめします。

Q

A

相手によって着信音を変更したいです。どうすればいいですか？

ワンタッチダイヤルボタンに登録した相手の着信音を設定する方法と、電話帳の
グループごとに着信音を設定する方法があります。どちらの場合も、相手が電話
番号を通知してきた場合に有効です。
●ワンタッチダイヤルの着信音を設定するには
待受画面でワンタッチダイヤルボタンを押し、 →［音声電話着信音］または
［テレビ電話着信音］を押す→メッセージに従って着信音を選びます。
●電話帳のグループごとに着信音を設定するには
待受画面で →［電話帳を使う］→［電話帳のグループを設定する］→［グ
ループ専用電話着信音を選ぶ］を選択→グループごとに着信音を選びます。

Q

A
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今いる場所の地図を表示させることができません。
どうすればいいですか？

「再測位する」を押して測位し直すことができる場合もありますが、通信エラー
が発生した場合には を押して、GPS機能を一旦終了させてください。
圏外であっても見晴らしのよい場所ならばGPSによる現在地確認ができる場合が
ありますが、圏外では地図を表示させることはできません。

Q

A

送られてきた写真を携帯電話に保存することはできますか？

メールの詳細画面で写真のデータ名を選び →［画像を保存］を押します。保
存する写真の題名やファイル名が表示されたら →［ｉモード］を押すと、本
機に保存されます。保存した写真を見る方法は、撮影した写真を見る方法と同じ
ですが、アルバム一覧では「ｉモード」フォルダを見てください。
100Kバイトを超える写真はメールの詳細画面に表示されませんが、一旦本機に保
存して見ることができます。ファイルを保存する方法は、取扱説明書p.233「選
択受信添付データを取得する」をご覧ください。

Q

A

本機の調子が悪くなってしまいました。どうすればいいですか？

取扱説明書p.447「故障かな？と思ったら、まずチェック」を確認してください。
いつもと違う動きをしても、自分自身で直せる状態かもしれません。
それでも直らなかった場合には、ドコモショップなどの窓口にお持ちください。
修理期間中は代替品をお貸ししますので、その期間も携帯電話を使用することが
できます。

Q

A

オープンアシストボタンを押しても本機がしっかりと開かない
ことがあります。また、しっかりと閉じずに、開いてしまうこ
とがあります。壊れてしまったのでしょうか？

開くときの本機の向きによっては、完全に開かないことがあります。そのような
ときには、手でしっかりと開いてから使用してください。
また、完全に開いていない状態からは、本機を閉じることができない場合があり
ます。そのようなときには、本機を完全に開いてから、もう一度手で閉じてくだ
さい。

Q

A
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他にもこんな機能があります
本機には、本書では紹介しきれない機能が満載です。
ここでは、その一部を別冊の取扱説明書のページとともに紹介します。ぜひ、取扱説明
書をご覧になり、本機を活用してください。

音や振動を選んでわかりやすく
電話やメールを受けたときの音や振動を変えておくと、受けた内容の種類がわかる
ようになります。

●電話を受けたときの音を選ぶ................................p.110
●メールが届いたときの音を選ぶ ........................... p.111
●電話を受けたときの振動を選ぶ ........................... p.113
●メールが届いたときの振動を選ぶ ........................ p.114

ディスプレイを自分好みに
配色を変えたり、好きな画像を待受画面にしたりと、ディスプレイを自分好みに変
えることができます。

●待受画面の表示を変える ..................................... p.116
●メニューの形式を選ぶ ..........................................p.118
●カラー配色を変更する ..........................................p.118
●文字の種類を選ぶ.................................................p.119
●時計の表示を選ぶ.................................................p.120

電話に便利な機能
基本機能である電話にも、覚えておくとさらに便利なことがあります。

●話しているときに保留にする..................................p.57
●スピーカーを使って通話する..................................p.58
●電話に出られないときに相手の用件を録音する.......p.73

カメラのこんな使いかた
写真を撮るだけでなく、カメラの機能を使ってできることがあります。

●写真やビデオをmicroSDカードに
保存する.............................................. p.155、p.157

●ビデオを撮影する.................................................p.156
●写真にフレームをつける ..................................... p.160
●拡大鏡として使う.................................................p.165
●バーコードリーダーとして使う ........................... p.165
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安心して使うためには
個人情報を非表示にしたり、迷惑電話を防止したりする機能を使って、安心して携
帯電話を使いましょう。

●端末暗証番号を変更する ..................................... p.123
●個人情報を表示しないようにする ........................ p.129
●指定した番号からの電話を受けない／受ける ....... p.132
●発信者番号のわからない電話を受けない .............. p.134
●電話帳に登録していない相手からの

電話を受けない.................................................p.136

音声呼出しや読み上げ機能を使う
携帯電話を声で操作する音声呼出し機能と、携帯電話の操作方法を声で教えてくれ
る読み上げ機能を搭載しています。

●音声で電話帳を呼び出す ..................................... p.140
●音声で機能を呼び出す ..........................................p.142
●機能の説明やメールの内容を

読み上げるようにする ..................................... p.143
●よく使う単語を読み上げるように登録する .......... p.148

これも便利
こちらも便利な機能です。

●写真やビデオなどをｉモードメールに添付する.... p.220
●メールの文字の大きさを変える ........................... p.259
●脳力ストレッチを使う ..........................................p.271
●microSDカードを使う ........................................ p.314
●赤外線通信を使う.................................................p.328
●予定を本機に登録する ..........................................p.354
●ワンタッチブザーを使う ..................................... p.360
●電卓として使う ....................................................p.364

ネットワークサービスを利用する
携帯電話をより快適に使うために、さまざまなドコモのネットワークサービスが利
用できます。

●留守番電話サービス ............................................ p.382
●キャッチホン ...................................................... p.382
●転送でんわサービス ............................................ p.383
●迷惑電話ストップサービス .................................. p.384
●番号通知お願いサービス ..................................... p.384
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メモ 

名前： 

電話番号： 

メールアドレス： 

本機に登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。 

名前： 

電話番号： 

メールアドレス： 

名前： 

電話番号： 

メールアドレス： 

●ワンタッチダイヤルの　～ 
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このたびは「FOMA F884iES」を 
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

かんたん操作ガイドは、携帯電話をはじめてお使いになる方のために、初歩的な知識や操
作のみを、簡単な表現でわかりやすく説明しています。 
また、携帯電話をはじめてお使いになる方に基本的な操作を教える場合にもご利用いただ
けます。 
複数の操作方法があるときは、代表的な操作をひとつだけ記載しています。 

F884iESの説明書は、『かんたん操作ガイド』（本書）と『取扱説明書』の2冊で構成さ
れています。FOMA F884iESのすべての機能について知りたいときは、『取扱説明書』
をご覧ください。 

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。 

本書の見かた 
● 本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があり
ます。 

● 本書では、待受画面をお買い上げ時に設定されている「海辺の水滴」にした状態で記
載しています。 

● 本書ではメニュー項目をリストにしている場合で説明しています。タイルに設定した
ときは、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがあります。 

● 文字の入力方法は主にインライン入力（入力欄に文字を直接入力する方法）で説明し
ています。 

● 本書では、マルチカーソルボタンの　　または　　を何回か押して項目を選ぶ操作を
「　　　　を押して［●●］を選び」と表記し、マルチカーソルボタンの　　　　　
　　　を使って項目を選ぶ操作を「　　　　　　　を押して［●●］を選び」と表記
しています。 

● 本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 
● 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 
 

FOMA F884iESには、操作を音声で読み上げる「音声読み上げ機能」が付い
ています。この機能の内容および設定方法については、本書p.60「音声読み
上げを使おう」をご覧ください。 

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 
 

パケット通信料無料 

※ ｉモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。 

※ ｉモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。 

※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。 

※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、かんたん操作ガイド裏面の「総合お問い合わせ 

先」にご相談ください。 

※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。 

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。 

パソコンから My docomo（http://www.mydocomo.com/） ⇒ 各種お申込・お手続き 

ｉモードから ｉMenu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き  
　　　　　　　　 ⇒ 各種お申込・お手続き 
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■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。 ※一般電話などからはご利用になれません。
（局番なしの）151（無料）

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）113（無料）

故障お問い合わせ先総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

-81-3-5366-3114＊（無料）
＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

●ドコモの携帯電話からの場合

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

-800-5931-8600＊

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※F884iESからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります
　（「+」は「0」キーを1秒以上押します）。

-81-3-6718-1414＊（無料）
＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

●ドコモの携帯電話からの場合

※F884iESからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります
　（「+」は「0」キーを1秒以上押します）。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話
　識別番号（表2）は、取扱説明書P396、P397をご覧ください。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話
　識別番号（表2）は、取扱説明書P396、P397をご覧ください。

-800-0120-0151＊

海外での紛失、盗難、精算などについて
〈ドコモ インフォメーションセンター〉（24時間受付）

海外での故障に関して
〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉（24時間受付）

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号（表2）

滞在国の国際電話
アクセス番号（表1）

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号（表2）

滞在国の国際電話
アクセス番号（表1）

■一般電話などからの場合

0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、ｉモードサイトにてご確認の上、お近く
のドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/　　　
ｉモードサイト　ｉMenu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

■一般電話などからの場合

0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ 「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずに
メニュー操作が行えたり、メール ・ ｉ モードが
利用できます。

・ 「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタン
ひとつで電話がかけられます。 Li-ion

環境保全のため、不要になった電池は
NTTドコモまたは代理店、リサイクル
協力店などにお持ちください。
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