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電話／テレビ電話のかけかた

テレビ電話について
テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用
すると、お互いの映像を見ながら通話できます。また、カメラ映像の代わりに静止画や代替画像、
キャラ電なども表示できます。

電話／テレビ電話をかける

1 電話番号を入力

2 発信方法を選択
■音声電話をかける：nを押す

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP※1で標準化された、3G-324M※2」に準拠しています。異な
る方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。
※1 3GPP（3rd Generation Partnership Project）

第3世代移動通信システム（IMT-2000）に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化
団体

※2 3G-324M
第3世代携帯テレビ電話の国際規格

I テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。
64K：通信速度64kbpsで通信をします。
32K：通信速度32kbpsで通信をします。

･ 一般電話にかけるときは、同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤ
ルしてください。
･ 電話番号は最大80桁入力できます。
･ 電話番号を訂正するときはcを押します。
･ cを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話しください。
ディスプレイに通話時間が表示されます。
･ 相手が話し中のときは「ツーツー」という話中音が聞こえます。fを押
していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。
･ 相手の携帯電話やPHSの電源が入っていないとき、または相手が電波の届
かない所にいるときには、接続できない旨のガイダンスが流れます。
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■テレビ電話をかける：
atを押す

b画面に相手の映像が表示されたら、通話する
テレビ電話中の画面の見かた→P56

3 通話が終わったらf

お知らせ
＜音声電話・テレビ電話共通＞
･nまたはtを押した後に電話番号を入力しても電話をかけられます。その場合、電話番号を入力した後、約5秒経
過すると自動的に電話がかかります。
･電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえた場合（テレビ電話の場合には、番号通知お願いの映像ガイダ
ンスが表示された場合）は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。
･条件を設定して電話をかけられます。→P65
＜テレビ電話のみ＞
･カメラ映像の代わりに代替画像を送信しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になります。
･テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され、自動的に待受画面に戻ります。なお、通話す
る相手の電話機種別やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場
合があります。

※ 相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。
･テレビ電話に対応したFOMA端末にテレビ電話をかける場合、通信速度は64Kでかけることをおすすめします。32K
によるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するため
のものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境の場合、自動的に32Kに切り替え
て再発信します。音声自動再発信を「ON」に設定している場合も、32Kでの再発信が優先されます。→P85
※ 32Kで電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同じです。

メッセージ 説　明
番号をご確認の上おかけ直しください 使われていない電話番号です。
お話中です 相手が話し中です。※

電波の届かない所にいるか、電源が切れてい
ます

相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。

発信者番号通知をONにしてください 発信者番号非通知で接続した場合に表示されます（Vライブやビジュ
アルネットなどへの発信時）。

音声電話でおかけ直しください 相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対
応のFOMA端末の場合に表示されます。

パケット通信中です 相手がパケット通信中です。
ｉモードから接続してください IP（情報サービス提供者）が提供しているサイトに接続してから、テ

レビ電話発信してください。
上限額を超過しているため接続出来ません リミット機能付料金プラン（タイプリミット、ファミリーワイドリ

ミット）の上限額を超過しています。
接続できませんでした 上記のいずれにも該当しない場合に表示されます。

テレビ電話接続中は、カメラ映像が表示されます。
･ 相手が話し中のときは「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイ
には「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示
されます。fを押していったん発信を終了し、しばらくたってからお
かけ直しください。
･ マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替え
るかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、受話口か
らの通話になります。
･ 接続中にtを押すと、テレビ電話画像選択で設定した代替画像が送信さ
れます。代替画像にキャラ電を設定している場合、キャラ電が表示できな
いことがあります。このとき相手には代替画像設定の標準画像が送信され
ます。→P85
･ 画面に「テレビ電話接続」と表示された時点から通話料金がかかります。

次ページへつづくe
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･テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

- マルチナンバーを指定してテレビ電話を発信した場合は、指定した発信番号で再発信されます。
- 着もじメッセージを付加してテレビ電話を発信した場合は、再発信時も着もじメッセージが付加されます。
･音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA端末から緊急通報（110番、119番、118番）へテレビ電話発信した場
合は、自動的に音声電話発信となります。
･テレビ電話発信中や再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。
･テレビ電話中に音声か映像、どちらかの通信が切れて （音声のみ）または （映像のみ）の表示になった場合でも、
そのまま通話が継続されることがあります。

テレビ電話中の画面の見かた

発信方法 音声自動再発信設定 再発信動作
64K ON 64K → 32K → 音声

OFF 64K → 32K → 切断
32K ON 32K → 音声

OFF 32K → 切断

a 親画面 お買い上げ時は、相手側のカメラ映像を表示
b 通信速度 ：64K ：32K
c スピーカーホン

機能
：ON 表示なし：OFF

d 子画面 お買い上げ時は、自分側のカメラ映像を表示
e ズーム ：標準～ ：2倍（インカメラ） 

：標準～ ：12倍（アウトカメラ） 
f 状態 ：カメラ映像送信中 ：カメラオフ画像送信中

：キャラ電中 ：フレーム送信中
：静止画送信中 ：通話保留中
：応答保留中 ：伝言メモ録画中
：動画メモ録画中

アクションモード ：全体アクション ：パーツアクション
g 撮影モード ：標準 ：夕景 ：逆光

：海・雪 ：モノトーン ：セピア
h ナイトモード 表示なし：OFF ：ON（アウトカメラ） 
i 送信画質 表示なし：標準 ：動き優先 ：画質優先
j 音声・映像の送受信

状態
：音声送受信中 ：映像送受信中
：音声・映像送受信中

スピーカーホン音
量／受話音量

～ ：スピーカーホン音量／受話音量調整中

k テレビ電話
切替機能

表示なし：切り替え不可 ：切り替え可能

l 通話時間 時：分：秒の形式で表示

a cb

d le～k
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通話中に保留にする＜通話中保留＞
通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。
I 保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

1 通話中にg［保留］
通話が保留になり、中央ランプが緑色で点滅し、メロディが流れます。テレビ電話のときは、自分と相手
にはテレビ電話中保留画像が表示されます。

･ 音声電話の保留を解除するときは、gまたはnを押します。
･ テレビ電話の保留を解除するときは、次のいずれかの操作を行います。

g ：保留前に送信していた画像に戻ります。
t／n：カメラ映像が送信されます。
a ：代替画像が送信されます。

スピーカーホン機能を利用する
相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけられます。
I テレビ電話をかける場合には、テレビ電話に接続されたときに自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に
切り替わります。自動的に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を変更
します。

1 電話番号を入力en（1秒以上）またはt
･ テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときに、スピーカーホン機能を
利用してテレビ電話をかける場合は、tを1秒以上押します。
･ 発信中、呼出中、通話中は、nを押すたびにスピーカーホン機能のON／OFFを切り替えられます。
･ スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイ上部に が表示されます。
･ 電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合も同様です。

お知らせ
･スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると音量が急に大きくなります。FOMA端末を耳から離して使用してく
ださい。
･ FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。周囲や相手側の雑音が大きく、スピーカーからの相手
の声が聞き取りにくい場合は、スピーカーホン機能をOFFにしてください。
･マナーモード中でもスピーカーホン機能を利用できます。
･平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）や車載ハンズフリーキット01（別売）を接続しているときは、接続した機器
を使って音声をやりとりします。

点滅

通話中保留画像

テレビ電話保留中音声電話保留中
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音声電話／テレビ電話を切り替える
音声電話やテレビ電話をかけた側の端末からのみ、切り替え操作ができます。
I 音声電話／テレビ電話切り替え対応機種どうしでご利用いただけます。
I 音声電話とテレビ電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。
I 切り替え操作を行うには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。→P87

音声電話中にテレビ電話へ切り替える

1 通話中にae「はい」を選択

･ 切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
･「いいえ」を選択すると音声電話中の画面に戻ります。

2 画面に相手の映像が表示されたら、通話する

テレビ電話中に音声電話へ切り替える

1 通話中にme1e「はい」を選択

･ 切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
･「いいえ」を選択するとテレビ電話中の画面に戻ります。

2 音声電話の通話中画面が表示されたら、通話する

a

相手が切り替えに対応している場合に表示

･ テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合は、
テレビ電話に切り替わると、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に
なります。

1

相手が切り替えに対応している場合に表示

･ 音声電話に切り替えると、スピーカーホン機能は解除されます。
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お知らせ
･切り替えには5秒間程度かかります。電波状態によっては、切り替えに時間がかかる場合があります。
･切替中画面が表示されている間は、料金は加算されません。
･電波状態によっては切り替えができず、電話が切れる場合があります。
･切り替えは繰り返し行えます。
･音声電話中にパケット通信を行っている場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
･キャッチホンでの音声電話中は、テレビ電話に切り替えられません。
･テレビ電話に切り替えようとしたときに相手側がパケット通信中の場合は、切り替えができない旨のメッセージが表示
され、音声電話が継続されます。
･カメラの切り替えやフレーム選択、代替画像の送信などテレビ電話中に行った設定は、音声電話とテレビ電話を切り替
えるたびに解除されます。→P81

リダイヤル／着信履歴 MENU 45/44

リダイヤル／着信履歴を利用して電話をかける
音声電話やテレビ電話の発信履歴（リダイヤル）と着信履歴を記録しておく機能です。
I リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。
I 同じ電話番号に音声電話やテレビ電話をかけた場合は、番号通知の「指定なし」「通知」「非通知」のそれぞれ
について最新の1件のみがリダイヤルに記録されます。

I 着信履歴には、電話に出られなかったとき（不在着信）の履歴、伝言メモに録音または録画されたときの履歴
も記録されます。また、受信した着もじメッセージも記録されます。

1 r（リダイヤル）またはl（着信履歴）eかけ直す相手にカーソルを合わせる
･ かけ直す相手を選択すると詳細画面が表示されます。

■リダイヤル画面の見かた

a発信日時（海外滞在時は滞在地の日時）
b海外滞在時（GMT＋09:00を除く）の発信※1

c発信の種類
：音声電話 ：国際音声電話
：テレビ電話 ：国際テレビ電話

d発信者番号の通知／非通知
：発信オプションまたは電話帳の発番号設定で番号通知に設定した場合
：発信オプションまたは電話帳の発番号設定で番号非通知に設定した場合

e電話番号※2／電話帳の電話番号アイコン、名前（電話帳に登録している場合）
f名前（電話帳に登録している場合）
g電話帳の電話番号アイコン（電話帳に登録している場合）、電話番号※2

hリダイヤル番号／件数
i画像（電話帳に登録している場合）※3

j発信したマルチナンバーの名称（マルチナンバーを契約している場合）
※1 発信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。
※2 国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます。
※3 画像／名前表示切替の設定に従って表示されます。

e f

g

h

i

リダイヤル一覧画面 リダイヤル詳細画面

a c d

j

a cb
d

b

次ページへつづくe
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■着信履歴画面の見かた

a着信日時（海外滞在時は滞在地の日時）
b海外滞在時（GMT＋09:00を除く）の着信※1

c着信の種類
：音声電話 ：国際音声電話 ：テレビ電話
：国際テレビ電話 ：64Kデータ通信 ：国際64Kデータ通信

d状態マーク
：不在着信（未確認） ：不在着信（確認済み）
：伝言メモ ：伝言メモ（削除済み）
：着もじメッセージ ：着もじメッセージ付きの不在着信（未確認）
：着もじメッセージ付きの不在着信（確認済み）
：着もじメッセージ付きの伝言メモ ：着もじメッセージ付きの伝言メモ（削除済み）

e不在着信の呼出時間マーク（詳細画面のみ）、不在着信の呼出時間（一覧画面では100秒以上の場
合「99超」と表示されます。）

f電話番号※2／電話帳の電話番号アイコン、名前（電話帳に登録している場合）／発信者番号非通知
理由

g着もじマーク、着もじメッセージ
h名前（電話帳に登録している場合）／発信者番号非通知理由
i電話帳の電話番号アイコン（電話帳に登録している場合）、電話番号※2

j着信履歴番号／件数
k画像（電話帳に登録している場合）※3

l着信したマルチナンバーの名称（マルチナンバーを契約している場合）
※1 着信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。
※2 国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます。
※3 画像／名前表示切替の設定に従って表示されます。

2 n（音声電話）またはt（テレビ電話）
･ 詳細画面でgを押すと、音声電話の場合は選択しているリダイヤル／着信履歴の発着信方法と同じ方
法で発信されます。テレビ電話の場合は電話帳のテレビ電話通信速度設定に従って発信されます。

リダイヤル／着信履歴を利用する

■電話帳に登録する：
a登録する相手にカーソルを合わせてme4e1または2
b1または2
･ 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。

c名前やメールアドレスなどを登録
電話帳登録→P91、P93

■ｉモードメールを作成する：宛先にする相手にカーソルを合わせてa

■SMSを作成する：宛先にする相手にカーソルを合わせてa（1秒以上）

■リダイヤル一覧と着信履歴一覧を切り替える：me6

■メール送信履歴／受信履歴を表示する：pを押す

h

j

k

l

着信履歴一覧画面 着信履歴詳細画面

f

e

g

i

a c
d

ca dbb
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詳細画面の表示を切り替える＜画像／名前表示切替＞

1 詳細画面でme8e1～3
各設定項目→P99「詳細画面の表示を切り替える」

かかってきた電話に出られなかったとき＜不在着信＞

待受画面に （数字は件数）が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。
I 待受画面のアイコンを選択して着信履歴などをすばやく確認できます。→P41
I 覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような
迷惑電話（「ワン切り」など）かどうかを確認できます。

お知らせ
･条件を設定して電話をかけられます。→P65
･会社などでダイヤルインを利用している相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される
場合があります（ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです）。
･通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、着信履歴には着信時の種別（音声電話またはテレビ電話）が記録さ
れます。
･呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信も含め、すべての着信履歴を表示する場合は、着信履歴一
覧でm81を押します。元の着信履歴に戻す場合は、m82を押します。
･呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信のみ着信履歴に記録されている場合、待受画面でlを押す
と、表示されていない不在着信履歴を表示するかどうかの確認画面が表示されます。
･音声電話中にリダイヤル／着信履歴を表示する場合は、mを押し「リダイヤル」または「着信履歴」を選択します。

リダイヤル／着信履歴を削除する＜リダイヤル／着信履歴削除＞
リダイヤルや着信履歴はそれぞれ1件ずつ、またはまとめて削除できます。

〈例〉1件削除するとき

1 r（リダイヤル）またはl（着信履歴）e削除する相手にカーソルを合わせて
me51

■複数削除する：r（リダイヤル）またはl（着信履歴）eme52e削除する相手を選択ep

■全件削除する：r（リダイヤル）またはl（着信履歴）eme53

2 「はい」を選択

お知らせ
･詳細画面から操作する場合はmを押し「削除」→「1件削除」または「全件削除」を選択します。

お買い上げ時 画像登録時のみ表示
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着もじ

着もじを利用する
音声電話やテレビ電話をかける際に、呼出中に相手側へメッセージを送ることで、あらかじめ用件
や緊急度を伝えることができます。
対応機種：902iSシリーズ、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、904iシリー

ズ、702iSシリーズ（N702iS、M702iS、M702iG除く）、703iシリーズ、704iシリーズ、
601iシリーズ（L601i除く）、D800iDS

I 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。

着もじメッセージを登録する
メッセージを作成したり修正したりします。
I 最大10件登録できます。

1 me8831

2 「＜新しいメッセージ＞」を選択
･ 登録済みのメッセージを選択すると、メッセージを修正できます。

■送信したメッセージを引用して作成する：me1e引用するメッセージを選択

■メッセージを削除する：削除するメッセージにカーソルを合わせてme2e「はい」を選択
･ 全件削除するときはm3を押し、「はい」を選択します。

3 メッセージを入力
･ 全角・半角・絵文字・記号問わず最大10文字入力できます。

4 p［登録］を押す
登録済みのメッセージを修正したときは、メッセージを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

着信時の着もじメッセージの表示について設定する＜メッセージ表示設定＞

1 me8832e1～4
すべて表示 ：すべてのメッセージを受信し表示します。
表示しない ：すべてのメッセージを受信しません。
電話帳登録番号のみ：電話帳に登録している相手からのメッセージのみ受信し表示します。
番号通知ありのみ ：電話番号を通知してきた相手からのメッセージのみ受信し表示します。

お買い上げ時 番号通知ありのみ

着もじメッセージ
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着もじメッセージをつけて電話をかける
メッセージを作成したり、登録したメッセージを選択したりできます。メッセージは相手の着信画面に表示され
ます。
I 送信したメッセージは最大10件保存できます。

〈例〉メッセージを作成するとき

1 電話番号を入力eme3

2 1eメッセージ内容の入力欄にメッセージを入力ep
･ 全角・半角・絵文字・記号問わず最大10文字入力できます。

■登録したメッセージから選択する：2e送信するメッセージを選択

■送信メッセージ履歴から選択する：3e送信するメッセージを選択

■メッセージを送信しない：発信オプション画面で着もじ欄を選択e1

3 m［発信］を押す
着もじメッセージが相手の端末に届いた場合は、呼出中画面に「送信しました」と表示され、送信料金が
かかります。
相手が非対応端末の場合やメッセージ表示設定などにより届かなかった場合、または海外に滞在している
場合は、呼出中画面に「送信できませんでした」と表示され、送信料金はかかりません。

お知らせ
･送信した着もじメッセージは、送信メッセージ履歴に保存されます。保存された履歴が10件を超えると、古いメッセー
ジから順に消去されます。
･着信側が次の場合は着もじメッセージは送信できず、着信履歴にも記録されません。発信側には送信結果は表示されず、
送信料金はかかりません。
- 圏外にいるときや電源が入っていない場合 - 伝言メモ応答時間設定を「0秒」に設定している場合
- 公共モード（ドライブモード）中 など
･リダイヤル、着信履歴から操作する場合は、mを押し「着もじ」を選択します。
･伝言メモ一覧、音声メモ一覧、スケジュールのメンバーリスト一覧画面から操作する場合は、mを押し「発信オプショ
ン」を選択します。
･ FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳一覧から操作する場合は、mを押し「発信オプション／メー
ル」→「発信オプション」を選択し、電話番号の詳細画面から操作する場合は、mを押し「着もじ／マルチナンバー」
→「着もじ」を選択します。
･相手が呼出動作開始時間設定を設定している場合、呼出開始時間内でも着もじメッセージは送信され、送信料金がかか
ります。
･電波状態によって、相手の端末に着もじメッセージが届いても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この
場合でも送信料金はかかります。
･海外での利用時には着もじを送受信することはできません。

作成したメッセージが表示されます。

発信オプション画面
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186／184

1回の通話ごとに発信者番号を通知／非通知にする
電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加します。
I 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
I 相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示ができるときに表示されます。
I 番号通知方法の優先順位→P51

■発信者番号を通知する：186e電話番号を入力en（音声電話）またはt（テレビ電話）

■発信者番号を通知しない：184e電話番号を入力en（音声電話）またはt（テレビ電話）

お知らせ
･国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。
･相手の電話番号に「186」または「184」を付けて発信した場合、リダイヤルにはその番号が付いた電話番号が記録
されます。

プッシュ信号（DTMF）を送出する
FOMA端末からプッシュ信号（DTMF）を送出して、ご自宅の留守番電話の操作や各種のプッシュ
ホンサービスなどを利用できます。また、音声電話をかけるときにポーズ（「P」）、タイマー（「T」）
を入力することにより、番号を区切ってプッシュ信号（DTMF）を送出できます。
I ポーズとタイマーは音声電話にのみ有効です。

ポーズ「P」を入力する

ご自宅の留守番電話の操作やチケットの予約などに利用します。ポーズ（「P」）が入力された箇所で電話番号を
区切ってプッシュ信号（DTMF）を送出します。

1 電話番号を入力e*（1秒以上）e送出する番号を入力en
電話がつながった後にgを押すと、ポーズ（「P」）以降の番号が送出されます。

タイマー「T」を入力する

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。外線番号と内線番号の間にタイマー（「T」）を入
力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

1 電話番号を入力e#（1秒以上）e内線番号を入力en
･ タイマー（「T」）は連続して入力できます。
･ タイマー（「T」）1つにつき、約1秒の間隔をとります。

点滅
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テレビ電話中にプッシュ信号（DTMF）を送出する

I テレビ電話中で （カメラ映像送信中）、 （カメラオフ画像送信中）、 （キャラ電中）の場合のみプッシュ
信号（DTMF）の入力ができます。

1 通話中にme9eダイヤルキー
押した番号が画面に表示され、プッシュ信号（DTMF）が送出されます。
･ プッシュ信号（DTMF）送出を解除するときはcを押します。
･ カメラ映像送信中やカメラオフ画像送信中はm9を押さなくても、ダイヤルキーを押すだけでプッ
シュ信号（DTMF）が送出できます。
･ プッシュ信号（DTMF）はダイヤルキーで送出するため、キャラ電送信中はダイヤルキーによるアク
ション操作はできません。

お知らせ
･プッシュ信号（DTMF）は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
･音声電話中にスピーカーホン機能を利用してプッシュ信号（DTMF）を送出する場合は、スピーカーホンに切り替えて
からプッシュ信号（DTMF）を入力してください。
･通話を保留にして別の相手にポーズ（「P」）、タイマー（「T」）を入力して電話をかけることはできません。
･テレビ電話中にプッシュ信号（DTMF）を送出しようとすると、カメラ映像に設定したフレームや代替画像に設定した
静止画は解除されます。

発信オプション

条件を設定して電話をかける
音声電話やテレビ電話をかけるたびに、発信時の条件を設定します。
I 番号通知方法の優先順位→P51

1 電話番号を入力eme2

2 下記の各項目を選択して設定
着もじ ：相手に送信するメッセージを作成したり選択したりします。→P62
マルチナンバー ：発信番号を基本契約番号または付加番号1～2から選択します。「指定なし」を選

択すると、通常発信番号設定に従って動作します。→P391
･ 電話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」にすると、発信番号を選択でき
ません。

発信方法 ：「音声電話」「64Kテレビ電話」「32Kテレビ電話」のいずれかを選択します。
番号通知 ：発信者番号の通知／非通知を設定します。「指定なし」に設定すると、発信者番号

通知設定に従って動作します。
プレフィックス ：電話番号の前に付加する番号（プレフィックス）を選択します。
国際電話発信 ：国際電話をかけるかどうかを設定します。→P67
国際プレフィックス：国際電話をかけるときに、国際アクセス番号を選択します。
国番号 ：国際電話をかけるときに、国番号を選択します。

3 m［発信］を押す
設定した内容で電話がかかります。
･ 発信方法で「64Kテレビ電話」または「32Kテレビ電話」を選択した場合には、tを押すと通話中
に表示するキャラ電を選択できます。

次ページへつづくe
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お知らせ
･伝言メモ一覧、音声メモ一覧、リダイヤル、着信履歴、スケジュールのメンバーリスト一覧画面から操作する場合は、
mを押し「発信オプション」を選択します。
･ FOMA端末電話帳の電話帳一覧または電話番号の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または電話番号の詳細
画面から操作する場合は、mを押し「発信オプション／メール」→「発信オプション」を選択します。
･プロフィール情報の電話番号の詳細画面から操作する場合は、mを押し「発信オプション」を選択します。
･ Phone To（AV Phone To）機能を利用する場合は、各項目を設定しmを押すと発信確認画面が表示されます。「元
の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信されます。
･国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合がありま
す。

WORLD CALL

国際電話を利用する
I 海外利用について→P400
I「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
I 通話先は世界約240の国と地域です。
I「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。
I 申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。
※ FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています
（ただし、不要のお申し出をされた方を除きます）。

I 一部ご利用になれない料金プランがあります。
I 国際電話ダイヤル手順の変更について
携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、「WORLD
CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから
国際電話をご利用になる場合の入力手順が変更となりました。従来の入力手順（下記入力手順から「010」を
除いたもの）ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

I「WORLD CALL」についての詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
※ ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わ

せください。

1 009130e010e国番号e地域番号（市外
局番）e電話番号を入力en
･ 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。ただし、イタリア
の一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です。
･ 上記の電話番号をFOMA端末の電話帳に登録できます。

「+」を入力して国際電話をかける

国際ダイヤルアシスト設定がお買い上げ時のままであれば、「+」を入力すると国際アクセス番号「009130010
（WORLD CALL）」に変換されます。
I「+」の後に日本の国番号「81」を入力して発信した場合は、国際アクセス番号は変換されません。

1 0（1秒以上）e国番号e地域番号（市外局番）e電話番号を入力en
･ 0を1秒以上押すと「+」が入力されます。
･ 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。ただし、イタリア
の一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば
「国際テレビ電話」がご利用いただけます。
･ 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧くだ
さい。
･ 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない
場合があります。
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2 「はい」を選択
･「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信さ
れます。

国際アクセス番号と国番号を選んで国際電話をかける

国際ダイヤルアシスト設定に登録している国際アクセス番号や国番号を選択します。

1 地域番号（市外局番）e電話番号を入力eme2

2 国際電話発信欄を選択e2

3 国際プレフィックス欄を選択e国際アクセス番号の名称を選択

4 国番号欄を選択e国番号を選択em

5 「はい」を選択
･「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信さ
れます。

国際ダイヤルアシスト設定

国際ダイヤルアシスト設定を変更する

自動変換機能を設定する＜自動変換機能設定＞

「+」を入力して国際アクセス番号を自動変換するかどうかを設定します。また、海外から電話をかけるときに国
番号を付加するかどうかを設定します。

1 me8921

2 下記の項目を選択して設定ep［登録］
国番号変換 ：「ON」を選択し、国番号を選択します。

･ 海外で電話をかけるときに有効です。
国際プレフィックス変換：「ON」を選択し、「+」を自動変換させる国際アクセス番号を選択します。

国番号を編集する＜国番号設定＞
海外から国際電話をかけるときに必要な国番号を最大22件登録できます。

1 me8922

2 編集する国番号を選択
■自動変換させる国番号を選択する：自動変換させる国番号にカーソルを合わせてp
選択した番号の前に が表示されます。

■国番号を削除する：削除する国番号にカーソルを合わせてme3e「はい」を選択

3 下記の各項目を選択して設定ep［登録］
国名称：任意の名称を入力します。

･ 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。
国番号：国番号を入力します。

･ 最大5桁入力できます。

お買い上げ時 国番号変換：ON（国番号：81、国名称：日本）　
国際プレフィックス変換：ON（名称：World Call、国際アクセス番号：009130010）
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国際アクセス番号を登録する＜国際プレフィックス設定＞
国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際アクセス番号を最大3件登録できます。

1 me8923

2 「＜未登録＞」を選択
■自動変換させる国際アクセス番号を選択する：自動変換させる国際アクセス番号にカーソルを合わせ
てp
選択した名称の前に が表示されます。

■国際アクセス番号を削除する：削除する国際アクセス番号にカーソルを合わせてme3e「はい」
を選択

3 下記の各項目を選択して設定ep［登録］
名称 ：任意の名称を入力します。

･ 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。
国際アクセス番号：国際アクセス番号を入力します。

･ 最大10桁入力できます。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加するプレフィックスを設定する

国際アクセス番号など、電話番号の先頭に付加する番号（プレフィックス）をあらかじめ設定でき
ます。
I 最大3件登録できます。
I プレフィックスを選択して電話をかける→P65

1 me8562eプレフィックスの入力欄に番号を入力e
p［登録］
･ 1件につき最大10桁入力できます。
･ 番号（プレフィックス）にポーズ（「P」）、タイマー（「T」）を含めてプレフィックスを設定すると、そ
のプレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すかどうかを設定します。
I サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すときに使
う番号です（ISDN回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など）。
また、映像配信サービス「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

1 me8563e1または2

サブアドレスを指定して電話をかける

1 電話番号を入力e*eサブアドレスを入力en
･ テレビ電話をかけるときはtを押します。

お知らせ
･サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズ（「P」）やタイマー（「T」）を入力した後に「 」を入力した場
合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「 」を含んだプッシュ信号（DTMF）として送出されます。

お買い上げ時 プレフィックス1：009130010

お買い上げ時 ON
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ノイズキャンセラ設定

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

通話中の周囲の騒音を抑える機能（ノイズキャンセラ）を設定することにより、自分の声と相手の
声を明瞭にして通話できます。
I 通常は、「ON」に設定した状態で使用することをおすすめします。

1 me8571e1または2

車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話す
FOMA端末を車載ハンズフリーキット01（別売）やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続
することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。
I ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車載
ハンズフリーキット01（別売）をご利用時には、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01（別売）が必要です。

お知らせ
･ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末でのマナーモードや着信音の設定に関わらず、
電話がかかってくるとハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
･ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、通話中クローズ設定の設定に関わらず、FOMA端末を折り
畳んでも通話は継続されます。
･公共モード中の着信動作は、公共モードの設定に従います。
･伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。
･ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー対応機器からの通信
速度設定に従います。設定されていない場合は、64K固定でテレビ電話を発信します。
･ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけたり受けたりした場合、相手には代替画像が送信されます。

電話／テレビ電話の受けかた

電話／テレビ電話を受ける
I FOMA端末を開くだけでは電話を受けられません。

1 電話がかかってくる
着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅します。ディスプレイには着信画面が表示されます。FOMA端
末を折り畳んでいるときは、背面表示部に着信のパターンが表示されます。

2 着信方法を選択
■音声電話を受ける：nを押す
ディスプレイに通話時間が表示されます。
･ ダイヤルキーなどを押しても電話を受けられます（エニーキーアンサー）。

■テレビ電話を受ける：
anまたはt

テレビ電話接続中は、カメラ映像が表示されます。
･ エニーキーアンサーは無効です。
･ マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替え
るかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、受話口か
らの通話になります。
･ nまたはtの代わりにaを押すと、テレビ電話画像選択で設定した
代替画像でテレビ電話を受けます。テレビ電話がつながったときから、相
手に代替画像が送信されます。代替画像にキャラ電を設定している場合、
キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手には代替画像設定
の標準画像が送信されます。→P85

お買い上げ時 ON

次ページへつづくe
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b画面に相手の映像が表示されたら、通話する
テレビ電話中の画面の見かた→P56

3 通話が終わったらf

お知らせ
･電話帳に登録していない相手からの着信に対して、着信を拒否したり、着信音やバイブレータなどでの呼出動作をすぐ
に開始しないように設定できます。→P155、P156
･電話帳に登録している相手に対して、着信拒否を設定できます。→P154
･ビル電話やPBXなど、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA端末へ電話をかけられません。

着信画面の見かた
着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、相手の電話番号や名前、画像、動画／ｉモーショ
ン、着もじメッセージなどがディスプレイに表示されます。

■相手の電話番号が通知されたとき
相手の電話番号を電話帳に登録していない場合は、電話番号と電話着信設定ま
たはテレビ電話着信設定で設定した画像が表示されます。

■相手の電話番号が通知されなかったとき
発信者番号非通知理由が表示されます。

お知らせ
･ FOMA端末から転送された電話を着信したとき、転送元の電話番号を電話帳に登録していない場合は電話番号が、登録
している場合は名前が、着信画面の左下に表示されます。ただし、転送元によっては、電話番号や名前が表示されない
場合があります。
･電話帳や電話着信設定などで電話着信時に動画／ｉモーションを設定していても、音声電話中に音声電話の着信があっ
た場合は、動画／ｉモーションは再生されず、最初のコマが表示されます。
･国際電話がかかってきた場合、発信者番号の先頭に「＋」が表示されます。

非通知理由 理　由
非通知設定 発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話 公衆電話などから発信した場合
通知不可能 海外や一般電話から各種転送サービスを経由した場合など、発信

者番号を通知できない状態で発信した場合（経由する電話会社に
よっては通知される場合もあります）

相手の電話番号を電話帳に登録している場合は、着信／受信時表示設定に従っ
て名前や電話番号が表示されます。また、人物画像表示設定が「ON」のとき
は、電話帳に設定している画像または動画／ｉモーションが表示されます。
着もじメッセージが付加された電話がかかってきた場合は、着もじのメッセー
ジ表示設定に従ってメッセージが表示されます。電話に出ると、着もじメッセー
ジは消えます。→P62
･ 着もじメッセージは着信履歴に記録されます。
着もじメッセージ
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着信中のサブメニューからの操作
音声電話またはテレビ電話の着信中に、サブメニューから次の操作ができます。
通話中着信動作選択を「通常着信」に設定しているときは、音声電話中に別の音声電話がかかってきたときも同
様に操作できます。

※1 留守番電話サービスをご利用いただいている場合に有効です。
※2 転送でんわサービスをご利用いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

音声電話中に「ププ・・・ププ・・・」という音（通話中着信音）が聞こえたとき
留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、音声電話中に別の音
声電話がかかってきたときに「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえ、次の動作ができます。

※ 通話中着信動作選択を「通常着信」に設定したときのみサブメニューから選択できます。
I キャッチホンを契約されていない場合は、通話中着信音が鳴っても電話は受けられません。

音声電話／テレビ電話を切り替えて電話を受ける
音声電話をかけてきた相手がテレビ電話に切り替えたときや、テレビ電話をかけてきた相手が音声
電話に切り替えたときには、対応する操作が必要です。
I 切り替えは、電話をかけた側の端末からのみ操作できます。
I テレビ電話や音声電話への切り替えに応じるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。
→P87

テレビ電話への切り替えに応じる

1 音声電話中にテレビ電話への切り替え要求を受ける

2 「はい」を選択
テレビ電話に切り替わり、相手にカメラ映像が送信されます。
･「いいえ」を選択すると標準画像（カメラオフ）が送信されます。

3 画面に相手の映像が表示されたら、通話する
画面には相手の設定により、相手の映像または標準画像（カメラオフ）が表示されます。

サブメニュー 説　明
a着信拒否 電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。
b留守番電話※1 かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
c転送でんわ※2 かかってきた電話を転送先へ転送します。

ご契約の内容 動　作
留守番電話サービス※ 留守番電話サービスセンターに接続します。
キャッチホン 通話中の音声電話を保留にし、かかってきた音声電話に応答します。
転送でんわサービス※ 転送先へ転送します。

･ 切り替え中は、電話を切り替える旨のガ
イダンスが流れます。
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音声電話への切り替えに応じる

1 テレビ電話中に音声電話への切り替え要求を受ける
･ かけた側から切り替え操作が行われると、切替中画面が表示され、電話を
切り替える旨のガイダンスが流れます。

2 通話中画面が表示されたら、通話する

エニーキーアンサー設定

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする

電話がかかってきたとき、n以外に0～9、*、#を押して電話に出られるよ
うにするかどうかを設定します。
I 音声電話のみに有効です。
I 通話中の着信に対しては無効です。

1 me853e1または2

通話中クローズ設定

FOMA端末を折り畳んで通話を切断／保留／継続するように設定する

I 64Kデータ通信中、パケット通信中は動作しません。

1 me8572e1～3
切断 ：通話を終了します。
保留 ：通話を保留し、相手には通話保留音が流れます。
通話継続（マイクミュート）：通話を継続します。

お知らせ
･次の場合は、FOMA端末を折り畳んでも本設定に関わらず通話は継続されます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続中
- ハンズフリー対応機器接続中で、接続中の機器から音を鳴らす設定にしているとき
- 伝言メモ録音または録画中
･「通話継続（マイクミュート）」に設定してテレビ電話中にFOMA端末を折り畳んだときは、相手には代替画像設定で設
定した代替画像が送信されます。送信していたフレームは解除されます。
･通話中音声メモ録音中または動画メモ録画中にFOMA端末を折り畳んだ場合は、本設定に従って動作します。「保留」に
設定している場合、保留直前までに録音または録画していた内容が保存されます。
･音声電話中に設定する場合は、mを押し「通話中クローズ設定」を選択します。

お買い上げ時 ON

お買い上げ時 切断
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受話音量

通話中に相手の声の音量を調整する

I Level1（最小）～Level6（最大）の6段階で調整できます。
I 伝言メモ、音声メモの再生音の音量にも反映されます。
I 通話中に変更した音量は、電源を切っても保持されます。
I 待受中の音量設定→P113

1 通話中にサイドキー［▲▼］またはjeサイドキー［▲▼］またはkで音量調
整
gを押すか、キーの操作を止めてしばらくたつと、音量が設定されます。
･ 音量を大きくするにはu、rまたはサイドキー［▲］を押します。
･ 音量を小さくするにはd、lまたはサイドキー［▼］を押します。
･ テレビ電話中は、サイドキーでのみ音量調整ができます。このとき、調整音量は画面右下に一時的に表
示されます。

着信音量

着信中に着信音の音量を調整する

I Silent（消音）、Level1～Level6の7段階で調整できます。
I 着信中に変更した着信音量は、通話を終了すると元に戻ります。
I 待受中の音量設定→P113

1 着信中にjeサイドキー［▲▼］またはkで音量調整
･ 音量を大きくするにはu、rまたはサイドキー［▲］を押します。
･ 音量を小さくするにはd、lまたはサイドキー［▼］を押します。

お知らせ
･着信中にサイドキー［▲］を押すと、着信音、バイブレータの動作が止まります。
･音量設定の電話着信音量を「Steptone」に設定している場合、着信中に調整を行うと、Level6からの変更になります。

優先通信モード設定

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する

音声電話中にパソコンとつないだパケット通信の着信があったとき、またはｉモード中に音声電
話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。
I 画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。
I 音声電話中にｉモードメールやメッセージR/Fを受信したときは、本設定に関わらず、音声電話中の画面が優
先して表示されます。

1 me8561e1～3
設定なし ：表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示します。ただし、音声電

話中にパケット通信を着信したときは、音声電話中の画面を表示します。
音声通話表示優先 ：音声電話中の画面を表示します。
パケット通信表示優先：音声電話中はパケット通信中の画面を、ｉモード中はｉモード中の画面※を表

示します。
※ sを押すと、画面切替メニューが表示され電話を受けられます。

お買い上げ時 Level4

お買い上げ時 Level4

お買い上げ時 設定なし
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電話／テレビ電話に出られないとき／出られなかったとき

応答保留

すぐに電話に出られないときに保留にする
I 応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中にf
応答保留になります。相手には応答保留ガイダンスが流れます。
テレビ電話の場合は、自分と相手にはテレビ電話応答保留画像が表示されます。
･ 通話中イルミネーションを「ON」に設定している場合、イルミネーションカラーの設定に従ってラン
プが点滅します。

2 電話に出られる状態になったらn
･ テレビ電話の場合はtを押しても電話に出ることができます。aを押すと、相手には代替画像が送
信されます。
･ 応答保留中にfを押すか、相手が電話を切ると、通話が終了します。

応答保留ガイダンス設定

応答保留ガイダンスを設定する

自分の声を応答保留ガイダンスとして録音できます。
I ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
I 音声電話、テレビ電話ともに、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

1 me81161

2 保留音欄を選択e2
･ お買い上げ時のガイダンスに戻すときは1を押し、操作4に進みます。

3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択e発信音の後に応答保留ガイダンスを録音
する
メッセージが表示された後、録音が開始されます。

お買い上げ時 保留音：内蔵音（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。）

音声電話応答保留中 テレビ電話応答保留中

録音できる時間の目安
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･ 録音開始から約10秒後に終了音（ピーッ）が鳴ります。
･ 録音を途中で停止するときはgを押します。
･ ガイダンスを録音し直すときは「削除」を選択し、「はい」を選択して録音データを削除してから録音
をしてください。
･ 録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。
･ 録音したガイダンスを確認するときは「再生」を選択します。

4 p［登録］を押す

お知らせ
･応答保留ガイダンスを録音中または再生中に次の動作があると、着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレータが「パ
ターンA」で振動します。
- 電話がかかってきたとき
- 受信・自動送信表示設定を「通知優先」に設定中に、メールやメッセージR/Fを受信したとき
- 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき

公共モード（ドライブモード）

公共モード（ドライブモード）を利用する
公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。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。
I 公共モードの設定や解除は、待受中のみできます。ディスプレイ上部に「 」が表示されているときでも可
能です。

I 公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。
I マナーモード中、伝言メモ設定中でも、公共モードが優先されます。
I 公共モード中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うと、公共モードは解除されます。
I 本機能は、データ通信中は利用できません。

公共モード（ドライブモード）を起動する

1 *（1秒以上）
公共モードが設定され、待受画面に が表示されます。
着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出ら
れません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。
･ 解除するときは*を1秒以上押します。

公共モード（ドライブモード）を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨の
ガイダンスが流れ、切断されます。テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モードの映像ガイダンスが表
示され、切断されます。いずれの場合も、お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には （数字
は件数）が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。
I 次の音が鳴りません。また、バイブレータ、ランプ、背面表示部も動作しません。
- 電話や64Kデータ通信の着信音 - メールやメッセージR/Fの着信音
- お知らせタイマー、目覚ましおよびスケジュールアラームの音 - ｉアプリのサウンド
- 通話料金上限通知※ - 電池アラーム音
- 充電開始／完了音
※ 通話料金上限通知を「ON」に設定し、アラームを設定している場合でも、メッセージは表示されません。

I セキュリティランプ設定と開閉ロックを「ON」に設定し、FOMA端末を折り畳んでも、開閉ロックの状態を
ランプではお知らせしません。

I 公共モード中でも、ワンタッチアラームを起動できる状態の場合は、サイドキー［▲▼］を1秒以上押すとワ
ンタッチアラームが鳴動します。ただし、ワンタッチアラーム設定中の中央ランプは点滅しません。

I FOMA端末を折り畳んでいる際に新着情報を確認するにはサイドキー［▲］を押します。
I ｉチャネルのテロップは表示されません。
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ネットワークサービスと公共モード（ドライブモード）中の着信動作

※1 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定している場合は、公共モードの
ガイダンスは流れず、着信履歴には記録されません。

※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定している場合は、着信履歴には
記録されません。

※3 着信履歴には記録されません。

公共モード（電源OFF）

公共モード（電源OFF）を利用する
公共モード（電源OFF）は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公
共モード（電源OFF）を設定すると、電源を切っている間の着信時に、電話をかけてきた相手に
電源を切る必要がある場所（病院、飛行機、電車の優先席付近など）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。

公共モード（電源OFF）を設定する

1 *25251en
公共モード（電源OFF）が設定されます（待受画面上の変化はありません）。
公共モード（電源OFF）設定後、電源を切っている間の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要
がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れ
ます。

■公共モード（電源OFF）を解除する：*25250en

■公共モード（電源OFF）の設定を確認する：*25259en

公共モード（電源OFF）を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、切断されます。
テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モードの映像ガイダンスが表示され、切断されます。
I「 25250」をダイヤルして公共モード（電源OFF）を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだ
けでは設定は解除されません。

I サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード（電源OFF）のガイダンスが流れます。

サービス名 音声電話を着信した場合 テレビ電話を着信した場合
留守番電話
サービス

相手に公共モードのガイダンスが流れた後、
留守番電話サービスセンターに接続されま
す。※1

相手に公共モードの映像ガイダンスは表示
されずに、留守番電話サービスセンターに接
続されます。※2

転送でんわ
サービス

相手に公共モードのガイダンスが流れた後、
転送先に転送されます。※1

相手に流れるガイダンスの有無は、転送で
んわサービスの設定に従います。

相手に公共モードの映像ガイダンスは表示
されずに、転送先に転送されます。※2

転送先がテレビ電話に対応していない電話
機の場合は切断されます。

キャッチホン 相手に公共モードのガイダンスが流れた
後、切断されます。

相手に公共モードの映像ガイダンスが表示
された後、切断されます。

迷惑電話ストップ
サービス

相手を着信拒否に登録している場合、相手
に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断
されます。※3

相手を着信拒否に登録している場合、相手に
着信拒否の映像ガイダンスが表示された後、
切断されます。※3

番号通知お願い
サービス

･ 相手が電話番号を通知していない場合は、
相手に番号通知お願いのガイダンスが流
れた後、切断されます。※3

･ 相手が電話番号を通知している場合は、
相手に公共モードのガイダンスが流れた
後、切断されます。

･ 相手が電話番号を通知していない場合は、
相手に番号通知お願いの映像ガイダンス
が表示された後、切断されます。※3

･ 相手が電話番号を通知している場合は、公
共モードの映像ガイダンスが表示された
後、切断されます。
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ネットワークサービスと公共モード（電源OFF）中の着信動作

※ 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定している場合は、公共モード（電
源OFF）のガイダンスは流れません。

伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音／録画する
伝言メモを起動しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音ま
たは録画されます。
I 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音または録画できます。
I 伝言メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やそ
の他の取り扱いによって、録音や録画の内容が消失してしまう場合もあります。万一、内容が消失してしまう
ことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

伝言メモを起動する MENU 461

伝言メモを起動するかどうかを設定します。
I FOMA端末を開いている状態で操作してください。

1 サイドキー［▲］（1秒以上）e1e1または2
伝言メモを起動すると、待受画面に が表示されます。

クイック伝言メモで対応する＜クイック伝言メモ＞

伝言メモを起動していなくても、着信中にサイドキー［▲］を1秒以上押すと、その着信に限り伝言メモを1回
だけ動作させられます。この操作は、伝言メモを開始に設定する操作ではありません。
I ワンタッチアラームを起動できる状態のときにクイック伝言メモを動作させる場合は、FOMA端末を開いた状
態で操作してください。FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー［▲］を1秒以上押した場合は、ワンタッ
チアラームが鳴動します。

お知らせ
･伝言メモが4件録音または録画されると、待受画面に が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコン
は消えず、新たに伝言メモを起動することもできません。また、クイック伝言メモを動作させようとすると警告音（ピ
ピッ）が鳴り、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サー
ビスが作動します。不要な伝言メモを削除してください。

サービス名 音声電話を着信した場合 テレビ電話を着信した場合
留守番電話
サービス

相手に公共モード（電源OFF）のガイダンス
が流れた後、留守番電話サービスセンターに
接続されます。※

相手に公共モードの映像ガイダンスは表示
されずに、留守番電話サービスセンターに接
続されます。

転送でんわ
サービス

相手に公共モード（電源OFF）のガイダン
スが流れた後、転送先に転送されます。※

相手に流れるガイダンスの有無は、転送で
んわサービスの設定に従います。

相手に公共モードの映像ガイダンスは表示
されずに、転送先に転送されます。
転送先がテレビ電話に対応していない電話
機の場合は切断されます。

迷惑電話ストップ
サービス

相手を着信拒否に登録している場合、相手
に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断
されます。

相手を着信拒否に登録している場合、相手に
着信拒否の映像ガイダンスが表示された後、
切断されます。

番号通知お願い
サービス

･ 相手が電話番号を通知していない場合は、
相手に番号通知お願いのガイダンスが流
れた後、切断されます。
･ 相手が電話番号を通知している場合は、
相手に公共モード（電源OFF）のガイダ
ンスが流れた後、切断されます。

･ 相手が電話番号を通知していない場合は、
相手に番号通知お願いの映像ガイダンス
が表示された後、切断されます。
･ 相手が電話番号を通知している場合は、公
共モード（電源OFF）の映像ガイダンスが
表示された後、切断されます。

お買い上げ時 停止する
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伝言メモの起動中に電話がかかってくると

1 電話がかかってくる
伝言メモ応答時間設定で設定した応答時間が経過すると、伝言メモガイダンス中画面が表示されます。相
手には伝言メモ応答ガイダンス設定に従って応答ガイダンスが流れます。

2 相手のメッセージが録音または録画される

3 録音または録画が終了すると、電話が切れる

お知らせ
･応答ガイダンス中、伝言メモ録音または録画中でも電話に出ることができます。音声電話の場合はnを押します。テ
レビ電話の場合は、nまたはtを押すと相手にカメラ映像を送信し、aを押すと代替画像を送信します。このと
き、電話を受けるまでの録音内容や録画内容は記録されません。
･ FOMA端末が圏外にいるときや電源が入っていないときは、伝言メモは動作しません。留守番電話サービスをご利用く
ださい。
･伝言メモがすでに4件録音または録画されている場合は、伝言メモは動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サー
ビスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サービスが作動します。
･電波の状態により、伝言メモの録音内容が途切れたり、録音画像が乱れたりする場合があります。

応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する＜伝言メモ応答時間設定＞
MENU 4613

電話がかかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの時間を設定します。
I お買い上げ時は、13秒に設定されています。

1 サイドキー［▲］（1秒以上）e13e応答時間を入力
･ hを押してカーソルを移動し、0～120秒の範囲で入力します。
･ jを押しても数字を増減できます。

応答ガイダンスを設定する＜伝言メモ応答ガイダンス設定＞ MENU 4614

自分の声を応答ガイダンスとして録音できます。
I ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

1 サイドキー［▲］（1秒以上）e14

2 伝言メモ応答ガイダンス欄を選択e2
･ お買い上げ時の応答ガイダンスに戻すときは1を押し、操作4に進みます。

･ 録音または録画の開始時と終了時に
相手には確認音（ピーッ）が鳴りま
す。また、録音または録画開始時から
約25秒後に、終了予告音（ピピッ）
が鳴ります。

録音／録画
できる時間
の目安

音声電話伝言メモ録音中 テレビ電話伝言メモ録画中
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3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択e発信音の後に応答ガイダンスを録音する

4 p［登録］を押す

お知らせ
･内蔵音には次のガイダンスが登録されています。
「ただいま、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に30秒以内でメッセージをお話しください。」
･伝言メモ応答ガイダンスを録音中または再生中に次の動作があると、着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレータが
「パターンA」で振動します。
- 電話がかかってきたとき
- 受信・自動送信表示設定を「通知優先」に設定中に、メールやメッセージR/Fを受信したとき
- 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき

MENU 462

伝言メモを再生／削除する

伝言メモを再生する
I 未再生の伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。→P41

1 サイドキー［▲］（1秒以上）e2

メッセージが表示された後、録音が開始さ
れます。
録音操作の補足説明→P74「応答保留ガ
イダンスを設定する」操作3

録音できる時間の目安

a

c

d

f

e

a状態マーク
：音声電話伝言メモ（未再生）
：音声電話伝言メモ（再生済み）
：テレビ電話伝言メモ（未再生）
：テレビ電話伝言メモ（再生済み）

b海外滞在時（GMT＋09:00を除く）の着信※1

c国際電話の着信
d電話番号※2／名前（電話帳に登録している場合）／発信者番号非通知理
由

eカーソル位置の相手の録音または録画の日時（海外滞在時は滞在地の日
時）、電話番号※2／発信者番号非通知理由

f着信したマルチナンバーの名称（マルチナンバーを契約している場合）
※1 着信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。
※2 国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます。

b

次ページへつづくe
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2 再生する伝言メモを選択

･ 再生中は次の操作ができます。
j／サイドキー［▲▼］：音量調整
g ：停止
n ：スピーカーホン機能ON／OFFの切り替え（音声電話伝言メモ再生中のみ）
･ テレビ電話伝言メモ再生中はスピーカーホン機能がONに設定されて再生されます。スピーカーホン機
能の切り替えはできません。
･ マナーモード中にテレビ電話伝言メモを再生するときは、音声を再生するかどうかの確認画面が表示さ
れます。「いいえ」を選択すると、消音で再生されます。

■音声電話をかける：電話をかける相手にカーソルを合わせてn
･ テレビ電話をかけるときは電話をかける相手にカーソルを合わせてtを押します。
･ m3を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P65

■電話帳に登録する：
a登録する相手にカーソルを合わせてme4または5
b1または2
･ 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。

c名前やメールアドレスなどを登録
電話帳登録→P91、P93

3 再生した伝言メモを削除するかどうかを選択

お知らせ
･伝言メモ再生中に次の動作があると、着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレータが「パターンA」で振動します。
- 電話がかかってきたとき
- 受信・自動送信表示設定を「通知優先」に設定中に、メールやメッセージR/Fを受信したとき
- 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき

伝言メモを削除する
1件ずつ、またはすべての伝言メモを削除できます。

1 サイドキー［▲］（1秒以上）e2

2 伝言メモにカーソルを合わせてme2e1または2

3 「はい」を選択

時間経過の目安
テレビ電話伝言メモ再生中音声電話伝言メモ再生中
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テレビ電話の設定

キャラ電を利用する
テレビ電話で通話するときに、カメラ映像の代わりにキャラクタを送信します。
I キャラ電とは→P300

1 通話中にme42

2 1eフォルダを選択eキャラ電を選択

通話中に相手側に送信する映像について設定する

映像を自画像／代替画像に切り替える

1 通話中にt［代替画像］

映像にフレームを重ねる
I カメラ映像送信中の場合のみフレームを重ねられます。
I 表示サイズが176×144以下のフレームのみ選択できます。ただし、ダウンロードしたフレームは、表示サ
イズが176×144以下で、FOMA端末外への出力ができるフレームのみ選択できます。

1 通話中にme41eフレームを選択
･ インカメラを使用中は、ディスプレイに鏡像（左右逆向きの像）が表示され、
相手には正像（正しい向きの像）が送信されます。アウトカメラを使用中は、
ディスプレイの表示と同じ映像が相手にも送信されます。
･ フレーム送信中にgを押すと、フレーム送信が解除されます。
お買い上げ時に登録されているフレーム→P417

お買い上げ時 自画像

･ 通話中に次の操作ができます。
1～9、#：アクション
a ：アクション一覧の表示
0 ：アクションの中止

キャラ電

･ 押すたびにカメラ映像（ ）と代替画像（ または ）が切り替わります。
･ 代替画像がキャラ電の場合、キャラ電が表示できないことがあります。この
とき相手には代替画像設定の標準画像が送信されます。→P86

代替画像
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静止画／カメラオフ画像を送信する
静止画、または「カメラオフ」という文字が表示されるカメラオフ画像を選択して送信します。
I フレーム送信中の場合、静止画またはカメラオフ画像は設定できません。
I 画像サイズが176×144以下で、FOMA端末外への出力ができる静止画のみ設定できます。
FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P321「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

〈例〉カメラオフ画像を送信するとき

1 通話中にme43
･「カメラオフ画像」に設定すると、テレビ電話画像選択で設定した代替画像が
送信されます。ただし、設定した画像がキャラ電の場合は、標準画像（カメ
ラオフ）が送信されます。

■静止画を送信する：me44eフォルダを選択e静止画を選択
･ 静止画にカーソルを合わせてpを押すと、静止画が表示されます。
･ 静止画像送信中にgを押すと、設定が解除されて元の画像が送信されます。

映像に特殊な効果をかける＜撮影モード＞
相手に送信する映像に次の効果をかけられます。カメラ映像送信中の場合のみ効果をかけられます。

1 通話中にme2e1～6
標準 ：標準的な映像を送信します。
夕景 ：夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。
逆光 ：逆光になる被写体を撮影するときに使用します。
海・雪 ：海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。
モノトーン：白黒にするときに使用します。
セピア ：セピア調にするときに使用します。

映像の明るさ／色の濃さ／ちらつきを調整する＜カメラ調整＞

映像の明るさや濃さを調整できます。映像のちらつきが気になるときは、お使いの地域の電源周波数に合った設
定に切り替えることにより、ちらつきが抑えられる場合があります。
I 明るさや色の濃さは5段階で調整できます。
I カメラ映像送信中の場合のみ調整できます。
I 通話終了後も設定内容は保持されます。

〈例〉明るさ／色の濃さを調整するとき

1 通話中にme31
■ちらつきを調整する：me32e1～3
･ ちらつき調整の設定はカメラ、バーコードリーダーのちらつき調整の設定
にも反映されます。

2 jで明るさ／色の濃さのスライダにカーソルを移動ehで明るさ／色の濃さを
調整ep［登録］
･ 調整後、しばらくの間何も操作しなかった場合、設定は変更されずに通話中の画面に戻ります。

お買い上げ時 明るさ：3段階目  色の濃さ：3段階目  ちらつき調整：自動
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インカメラ／アウトカメラを切り替える

I カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

1 通話中にa［カメラ切替］
切り替わったカメラからの映像が表示されます。

･ 押すたびにインカメラとアウトカメラ
が切り替わります。

お知らせ
･カメラを切り替えても、次の設定は保持されます。
- フレーム - 撮影モード - 画像の明るさ／色の濃さ／ちらつき調整

接写モードに切り替える
約6～11cmのごく近い距離の映像を送信するときは、接写モードに切り替えて映像のピントを合わせます。
I アウトカメラ使用時のみ有効です。

1 接写切り替えスイッチを 側に切り替える
･ 接写モードを解除するときは、接写切り替えスイッチを 側に切り替えます。

画像の品質を設定する

画像品質と動きとのどちらを優先するかを選択できます。受信中の相手の映像についても同様に選択できます。
I「動き優先」に設定すると、映像の動きはなめらかになり、画質がやや粗くなります。
I「画質優先」に設定すると、映像は細やかになり、動きがやや鈍くなります。

1 通話中にme71e1～3
･ 相手の映像を設定するときは、通話中にm72を押し、1～3を押します。

お知らせ
･通話中にhを押しても送信画質を切り替えられます。

カメラ映像の表示倍率を切り替える＜ズーム＞

I カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

1 通話中にj
･ uを押すたびに次の順に切り替わります。dを押すと逆の順になります。
インカメラ ：標準（ ）→2倍（ ）
アウトカメラ：標準（ ）→2倍（ ）→4倍（ ）→6倍（ ）→8倍（ ）→10倍（ ）→12倍（ ）

お知らせ
･インカメラとアウトカメラを切り替えると、ズームは解除されます。

お買い上げ時 インカメラ

お買い上げ時 送信画質、受信画質：標準

お買い上げ時 標準

インカメラ選択時 アウトカメラ選択時
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ナイトモードに切り替える

夜間など周囲が暗い場合、相手に明るい画像を送信できます。
I アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。

1 通話中にa（1秒以上）
ナイトモードが「ON」に切り替わり、中央ランプが白色で点灯します。
･ 押すたびに、ON（ ）／OFF（表示なし）が切り替わります。

お知らせ
･通話中の設定操作などによって一時的にナイトモードが「OFF」に切り替わる場合があります。
･通話中イルミネーションを「ON」に設定していても、ナイトモードに切り替えると、中央ランプは白色で点灯します。

テレビ電話中の画面表示について設定する

親子画面の表示を切り替える

I 通話終了後も設定内容は保持されます。

1 通話中にp［画面切替］
･ 押すたびに交互に切り替わります。
親画面：相手画像／子画面：自画像 親画面：自画像／子画面：相手画像

親画面のサイズを変更する

I 通話終了後も設定内容は保持されます。

1 通話中にp（1秒以上）
･ 押すたびに大→中→小→大→…の順に切り替わります。

通話中の画面表示を設定する
I 通話終了後も設定内容は保持されます。

1 通話中にme8e各項目を選択して設定ep［登録］
各設定項目→P85「テレビ電話の設定を変更する」

お買い上げ時 OFF

お買い上げ時 親画面：相手画像  子画面：自画像

お買い上げ時 大
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テレビ電話動作設定

テレビ電話の設定を変更する

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話中の画面、スピーカーホンについて設定
します。
I 相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」に設定すると、テレビ
電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmovaサー
ビスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信しま
す。ただし、ISDN同期64kbpsやPIAFSのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ
電話など（2007年7月現在）、間違い電話をした場合は、このような動作にならないことがあります。通話
料金が発生する場合もあるためご注意ください。

1 me8613e下記の各項目を選択して設定ep［登録］
音声自動再発信 ：テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信するかどうかを

設定します。
テレビ電話画面設定：通話中に「自画像」または「相手画像」のどちらか一方を表示するか、「両方」を

表示するかを設定します。
･「自画像」または「相手画像」に設定すると、子画面表示は設定できません。

子画面表示 ：通話中の子画面に「自画像」と「相手画像」のどちらを表示するかを設定します。
画面サイズ設定 ：親画面の表示サイズを設定します。
受信画質設定 ：相手から受信する画像の画質を設定します。
照明設定 ：通話中のディスプレイの照明を設定します。

･「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。
スピーカーホン設定：テレビ電話がつながると同時に、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に

なるようにするかどうかを設定します。

お知らせ
･音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われないことがあ
ります。
･音声自動再発信を「ON」に設定している場合、パソコンとつないだパケット通信中にテレビ電話を発信すると、再発
信が行われ音声電話に接続されます。音声電話中や64Kデータ通信中は、音声自動再発信を「ON」に設定していても、
テレビ電話を発信できません。
･音声自動再発信を「ON」に設定している場合、音声で再発信したときの通話料金はデジタル通信料ではなく音声通話
料になります。

テレビ電話画像選択 MENU 8254

テレビ電話の代替画像や保留画像などを設定する

テレビ電話で相手に送信する代替画像、伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ
画像を変更します。
I 次の画像は設定できません。
- サイズが176×144より大きい静止画
- アニメーション、パラパラマンガ
- JPEG形式、GIF形式以外の静止画
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P321「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

お買い上げ時 音声自動再発信：OFF  テレビ電話画面設定：両方  子画面表示：自画像  画面サイズ設定：大
受信画質設定：標準  照明設定：常灯（標準）  スピーカーホン設定：ON

お買い上げ時 ［代替画像］イメージ表示：標準キャラ電
［伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像］イメージ表示：標準画像
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代替画像を設定する
〈例〉標準キャラ電を設定するとき

1 me8615e1

2 イメージ表示欄を選択

3 1を押す
「標準キャラ電（Dimo）」が設定されます。

■標準の静止画を設定する：2を押す

■その他のキャラ電を設定する：3eイメージ一覧欄を選択eフォルダを選択eキャラ電を選択
･ 設定するキャラ電にカーソルを合わせてpを押すと、キャラ電が表示されます。

■その他の静止画を設定する：4eイメージ一覧欄を選択eフォルダを選択e静止画を選択
･ 設定する静止画にカーソルを合わせてpを押すと、静止画が表示されます。 
･ 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。

4 p［登録］を押す

伝言メモ録画中／応答保留／通話中保留／動画メモ録画中の画像を変更する

1 me8615e2～5

〈例〉「伝言メモ画像」を選択したとき

2 イメージ表示欄を選択e1または2ep［登録］
･「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画像が表示されます。
･「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
･ 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。

お知らせ
･代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は標準のキャラ電に戻ります。静止画、標準キャラ電を削除し
た場合は「標準画像（カメラオフ画像）」になります。
･伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像に設定した静止画を削除した場合は「標準画像」に戻り
ます。
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テレビ電話切替機能通知

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する
音声電話とテレビ電話を切り替えて通話するには、あらかじめテレビ電話切替機能通知を開始して
おく必要があります。テレビ電話切替機能通知とは、自分の端末が音声電話とテレビ電話を切り替
えられる端末であることをネットワークに通知しておく機能です。
I 音声電話中やテレビ電話中は、テレビ電話切替機能通知の設定を変更できません。
I 圏外では設定の操作はできません。電波状態のよい所で操作してください。
I お買い上げ時は、テレビ電話切替機能通知は開始に設定されています。

1 me8617

2 1または2e「はい」を選択
･ 設定内容を確認するときは3を押し、「はい」を選択します。

パケット通信中着信設定

ｉモード中にテレビ電話がかかってきたときの応対方法を設定する

1 me8614e1～4
テレビ電話優先 ：テレビ電話の着信画面が表示され、電話に出るとパケット通信が切断されます。
パケット通信優先：パケット通信が継続され、着信履歴に記録されます。
留守番電話 ：留守番電話サービスセンターに接続します。
転送でんわ ：転送先へ転送します。

お知らせ
･留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は、「留守番電話」または「転送でんわ」を設定して
も「パケット通信優先」の動作となります。
･留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0秒」に設定している場合は、本設定に
関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。

お買い上げ時 テレビ電話優先
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テレビ電話使用機器設定

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続することで、外
部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。
この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションを
インストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器（市販品）
を用意する必要があります。
I FOMA端末が外部機器と接続されていないときは利用できません。
I テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定、操作方法については、外部機器の取扱説明書などをご覧くだ
さい。

※ 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」 をご利用いただけます。
ドコモテレビ電話ソフト ホームページからダウンロードしてご利用ください。
（パソコンでのご利用環境など詳細については、サポートホームページでご確認ください。）

1 me8616e1または2

お知らせ
･音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
･キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には
不在着信として記録されます。外部機器からのテレビ電話中に音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信があっ
た場合も同様です。

お買い上げ時 本体

http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/

FOMA
ネットワーク

FOMAテレビ電話
通信速度

64Kまたは32K
基地局
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