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通話中着信設定

通話中に別の電話がかかってきた場合どうするか、事前に設定します
通話中にかかってきた別の電話に対して、「留守番電話」「転送でんわ」「着信拒否」「通常着信」の設定ができます。

端末画面から次の操作を行います

留守番電話サービス、転送でんわサービスご契約時には、「通話中着信設定」は「開始」に設定されてい
ます（通話中に別の電話がかかってくると、着信したことを通知します）。

※なお、キャッチホンを「開始」に設定している場合は「通話中着信設定」を「開始」にする必要はありません。

設定したい項目を
選択します。

応答結果が表示されます。

※本機能の設定は、通常の設定開始・停止とは別に行ってください。 ※本機能は通話中に別の電話がかかってきた場合にのみ作動します。それ以外（圏外や電話に
出られない状態、電源を切っているときなど）は通常の設定に従って作動します。

通話中着信設定を開始にします。

通話中にかかってきた別の電話を留
守番電話サービスセンターに接続します。

1 留守番電話＊1

3 着信拒否

通話中に別の電話がかかってきたこ
とをお知らせします。

4 通常着信＊3

2 転送でんわ＊2

通話中にかかってきた別の電話に対して
「ツーツーツー」という話中音になります。

通話中にかかってきた別の電話の
接続方法を選べます。

●留守番電話サービスおよび転送でんわサービスをご契約の場合、同時に契約している他のネットワークサービスを利用
　することも可能です。

通話中にかかってきた別の電話を自
動的に転送先に転送します。

＊1 留守番電話サービスのご契約が必要です。 ＊2 転送でんわサービスのご契約が必要です。 ＊3 キャッチホンをご契約いただいている場合、キャッチホンが「開始」に
設定されていれば、通常どおりキャッチホンが受けられます。また、同時に留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご契約いただき、「開始」に設定されていれば、
設定した呼出秒数後に留守番電話サービスセンターへ接続もしくは転送先へ転送します（設定した呼出秒数経過後は、キャッチホンとして受けることはできません）。
通話中にかかってきた別の電話には、伝言メモは作動しません。

通話中着信設定
通話中着信設定開始
通話中着信設定停止
通話中着信設定確認

「通話中着信設定開始します
か？」と表示されたら、「YES」
を選択します。その後応答結
果が表示されます。

「通話中着信設定開始」
を選択します。

「NWサービス」メニュー
を表示させ、「通話中
着信設定」を
選択します。
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通話中の着信動作選択
留守番電話
転送でんわ
着信拒否
通常着信

3

事前設定

21

NWｻｰﾋﾞｽ
転送でんわ
迷惑電話ｽﾄｯﾌﾟ
番号通知お願いｻｰﾋﾞｽ

通話中着信設定
遠隔操作設定

●メニューを表示させるまでの操作手順は、機種によって異なります。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●画面は実際とは異なる場合があります。

「NWサービス」メニュー
を表示させ、「通話中の
着信動作選択」を
選択します。

NWｻｰﾋﾞｽ
転送でんわ
迷惑電話ｽﾄｯﾌﾟ
番号通知お願いｻｰﾋﾞｽ

通話中の着信動作選択
通話中着信設定

正常に設定されると、選択した項目に設定した
ことが表示されます。これで、設定は終了です。

※スマートフォンなど「通話中の着信動作選択」メニューがない一部機種については「通常着信」のみのご利用となります。

端末画面からの操作
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＊転送でんわサービスを開始設定した場合、電波状況により話中音の前に呼出音が鳴る場合があります。

お話し中に通話中着信音「ププ…ププ…」が鳴って、別の電話がかかって
きたことをお知らせします。

通話中にかかってきた別の電話を留守番電話サービスセンターや転送先の電話番
号に接続させず、電話をかけてきた方には「ツーツーツー」の話中音をお聞かせします。3 着信拒否

お話し中に着信があった場合
留守番電話サービスのみを
ご契約の場合

留守番電話サービスの
開始・停止に関係なく

留守番電話サービスの
開始・停止、転送でんわ
サービスの開始・停止に
関係なく

話中音が流れます

留守番電話サービスと
キャッチホンをご契約の場合

留守番電話サービスの
開始・停止に関係なく

留守番電話サービスと
転送でんわサービスを
ご契約の場合

話中音が流れます＊

転送でんわサービスの
開始・停止に関係なく

転送でんわサービスのみを
ご契約の場合 話中音が流れます＊

留守番電話サービスの
開始・停止、転送でんわ
サービスの開始・停止に
関係なく

留守番電話サービスと
転送でんわサービス、
キャッチホンをご契約の場合

話中音が流れます
（キャッチホンは起動されません）

話中音が流れます＊
（キャッチホンは起動されません）

転送でんわサービスの
開始・停止に関係なく

転送でんわサービスと
キャッチホンをご契約の場合

話中音が流れます＊
（キャッチホンは起動されません）

4 通常着信

留守番電話サービスが開始に設定されていれば、通話中の着信を留守番電話サービスで設定した
呼出秒数後に留守番電話サービスセンターに接続します。

●留守番電話サービスにご契約の場合

転送でんわサービスが開始に設定されていれば、通話中の着信を転送でんわサービスで設定した
呼出秒数後に転送先へ転送します。

●転送でんわサービスをご契約の場合

キャッチホンが開始に設定されていれば、通常どおりキャッチホンを受けられます。
●キャッチホンをご契約の場合

通常着信中は手動で契約サービスに接続することが可能です。詳しくは、18ページをご覧ください。

通話中の各設定をした場合の接続先について
通話中の各種設定をした場合、各サービスのご契約とその設定により、接続先は以下のようになります。

1 通話中に着信があった場合は「留守番電話サービスセンターに接続させる」
設定が最優先されます。

通話中に着信があった場合は「転送先の電話番号に接続させる」設定が
最優先されます。

留守番電話

お話し中に着信があった場合
留守番電話サービスのみを
ご契約の場合

留守番電話サービスの
開始・停止に関係なく

転送でんわサービスのみを
ご契約の場合

「ご利用方法をお確かめのうえ、おかけ直しください。」のガイダンスが流れ、
 設定自体ができません。

転送でんわサービスと
キャッチホンをご契約の場合

「ご利用方法をお確かめのうえ、おかけ直しください。」のガイダンスが流れ、
 設定自体ができません。

留守番電話サービスの
開始・停止に関係なく

自動的に留守番電話
サービスセンターに接続

留守番電話サービスに加え
転送でんわサービス、
キャッチホンのいずれか
（または両方）をご契約の場合

自動的に留守番電話
サービスセンターに接続
（転送やキャッチホンの起動は行われません）

2 転送でんわ

お話し中に着信があった場合
留守番電話サービスのみを
ご契約の場合

「ご利用方法をお確かめのうえ、おかけ直しください。」のガイダンスが流れ、
 設定自体ができません。

転送でんわサービスのみを
ご契約の場合

留守番電話サービスと
キャッチホンをご契約の場合

「ご利用方法をお確かめのうえ、おかけ直しください。」のガイダンスが流れ、
 設定自体ができません（キャッチホンは起動されません）。

留守番電話サービスを開始留守番電話サービスと
転送でんわサービスを
ご契約の場合
または
留守番電話サービスと
転送でんわサービス、
キャッチホンをご契約の場合

転送先電話番号に転送

転送でんわサービスを開始 転送先電話番号に転送

留守番電話サービス、転送
でんわサービスともに停止 転送先電話番号に転送

※この場合留守番電話サービスはご利用いただけません。

転送でんわサービスの開始・
停止に関係なく 転送先電話番号に転送

転送でんわサービスと
キャッチホンをご契約の場合

転送でんわサービスの開始・
停止に関係なく 転送先電話番号に転送
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通話中にかかってきた別の電話を手動で
契約サービスに接続します

通話中に別の電話がかかってきた場合、着信を知らせる通知音が鳴っているときに次の操作を行います。また、通話
待ち受け中に着信があった場合にも、手動で操作できます。この操作と処理は、各サービスの設定が「停止」になって
いても有効です（キャッチホンは除きます）。

通話中に機能ボタンを押して「機能メニュー」を表示させ、
接続したいサービスを選択します。

留守番電話サービスのみを
ご契約の場合
転送でんわサービスのみを
ご契約の場合
キャッチホン＊のみを
ご契約の場合

留守番電話サービスセンターに接続

転送先電話番号に転送

キャッチホンを利用

留守番電話サービスと
転送でんわサービスを
ご契約の場合

留守番電話サービスセンターに接続

転送先電話番号に転送

留守番電話サービスセンターに接続

キャッチホンを利用

転送先電話番号に転送

キャッチホンを利用

キャッチホンを利用

留守番電話サービスと
転送でんわサービス、
キャッチホン＊を
ご契約の場合

留守番電話サービスと
キャッチホン＊を
ご契約の場合

転送でんわサービスと
キャッチホン＊を
ご契約の場合

留守番電話サービスセンターに接続

 ＊キャッチホンは「開始」に設定されている場合です。
※操作は機種によって異なる場合があります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
※手動で操作する場合、「　　　　（電話番号案内）」「　　　　 （緊急通報）」「　　　　 （海上での緊急通報）」「　　　　 （消防・救急への緊急通報）」
　など、3桁の番号および「　  　　　　（留守番電話サービスの操作など）」をおかけになっている間は、この機能はご利用いただけません。
※WORLD WINGをご利用中に音声着信した際、「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」への手動切替はご利用いただけません。

1 4 × ×
1 1 01 0 4 1 1 8 1 1 9

ダイヤルボタン操作

または　 ボタンの操作で

または　 ボタンの操作で

または　 ボタンの操作で

または　 ボタンの操作で

転送先電話番号に転送

通話中に選択するには、着信動作選択を「通常着信」にする必要があります。
詳しくは、14ページをご覧ください。事前設定

●キャッチホンを利用する場合と未対応機種は、下記のダイヤルボタン操作を行ってください。

機能メニュー
　着信拒否
　転送でんわ
　留守番電話

1
2
3

通話中に着信があった場合の操作と処理

メニュー ボタンの操作で＋

メニュー ボタンの操作で＋

メニュー ボタンの操作で＋

メニュー ボタンの操作で＋

メニュー ボタンの操作で＋

メニュー ボタンの操作で＋

メニュー ボタンの操作で＋

メニュー ボタンの操作で＋

●メニューを表示させるまでの操作手順は、機種によって異なります。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●画面は実際とは異なる場合があります。

※スマートフォンなど「機能メニュー」がない一部機種ではご利用いただけません。

端末画面からの操作

【通話中着信設定のご利用にあたって】
●設定は、留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約いただいている携帯電話から行います。一般電話、
NTT公衆電話、他の携帯電話などからの遠隔操作はできません。
●通話の前に、あらかじめご希望の設定をしておく必要があります。

【発信呼出中に着信があった場合】
●留守番電話サービス（転送でんわサービス）開始中に着信動作選択を「通常着信」「着信拒否」に設定し、発信呼
出中に着信があった場合は、留守番電話サービス（転送でんわサービス）に接続します。

通話中以外のときの作動について

留守番電話サービスのみを
ご契約の場合

留守番電話サービスと
転送でんわサービスを
ご契約の場合

留守番電話サービスを開始

留守番電話サービスを開始

転送でんわサービスを開始

留守番電話サービス、転送
でんわサービスともに停止

留守番電話サービス
センターに接続

留守番電話サービスを停止
呼出音、もしくは電源が
切れているか、
圏外にいる旨のガイダンス

転送でんわサービスのみを
ご契約の場合

転送でんわサービスを開始

転送でんわサービスを停止
呼出音、もしくは電源が
切れているか、
圏外にいる旨のガイダンス

留守番電話サービス
センターに接続

呼出音、もしくは
電源が切れているか、
圏外にいる旨のガイダンス

転送先電話番号に転送
※設定したリスト番号へ転送

転送先電話番号に転送
※設定したリスト番号へ転送

留守番電話サービス
センターに接続

転送先がお話し中のときは留守番電話
サービスセンターに接続するよう事前に
設定している場合

着信があって、応答しなかった場合／電源を切っていたり、圏外の場合

ひとこと
アドバイス


