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国際ローミング（WORLD 
WING）の概要

国際ローミング（WORLD WING）は、海外の通信
事業者のネットワークを利用して、海外でも通話や
ｉモードなどをご利用いただくものです。
N-02Bは3GネットワークおよびGSM／GPRS
ネットワークのサービスエリアでご利用いただけ
ます。また、3G850MHzに対応した国・地域で
もご利用いただけます。エリアやご利用料金につい
ての詳細は、『ご利用ガイドブック（国際サービス
編）』または、ドコモの『国際サービスホームペー
ジ』をご覧ください。
海外のネットワークには、以下の3種類の通信方式
があります。
• 3Gネットワーク
世界標準規格である3GPP（3rd Generation 
Partnership Project）※に準拠した第3世代移
動通信方式です。

• GSM（Global System for Mobile 
Communications）ネットワーク
世界的に最も普及しているデジタル方式の第2
世代移動通信方式です。

• GPRS（General Packet Radio Service）ネッ
トワーク
GSM通信方式を利用してGPRSによるパケット
通信を利用できるようにした第2.5世代移動通
信方式です。

※：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
化団体です。

海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下を
あわせてご覧ください。
•『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』
•『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』
• ドコモの『国際サービスホームページ』
• データBOXのマイドキュメントにプリインストー
ルされているPDFファイル「海外ご利用ガイド」

主要国の国番号、国際電話アクセス番号、ユニバー
サルナンバー用国際電話識別番号については、
P.430、P.432をご覧ください。
ご利用の際にはWORLD WINGのお申し込み状況を
ご確認ください。

■主要国の国番号について
国際電話を利用するときや、「国際ダイヤルアシスト
設定」の設定を行うときなどに入力する「国番号」は、
以下の番号を使用してください。

※このほかの国番号および詳細については、『ご利用ガイ
ドブック（国際サービス編）』または、ドコモの『国際
サービスホームページ』をご確認ください。

海外で利用できるサービス

通信事業者や地域によっては利用できないサービ
スがあります。接続可能な国・地域および通信事業
者などの情報については、『ご利用ガイドブック（国
際サービス編）』または、ドコモの『国際サービス
ホームページ』をご覧ください。
海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は、
日本国内とは異なります。
■海外で利用できる通信サービス

ご利用地域 番号 ご利用地域 番号
アメリカ合衆国 1 トルコ 90
イギリス 44 日本 81
イタリア 39 ニューカレドニア 687
インド 91 ニュージーランド 64

インドネシア 62 ノルウェー 47
エジプト 20 ハンガリー 36
オーストラリア 61 フィジー 679
オーストリア 43 フィリピン 63
オランダ 31 フィンランド 358
カナダ 1 仏領ポリネシア 689
韓国 82 フランス 33
ギリシャ 30 ブラジル 55
シンガポール 65 ベトナム 84
スイス 41 ペルー 51
スウェーデン 46 ベルギー 32
スペイン 34 香港 852
タイ 66 マカオ 853
台湾 886 マレーシア 60
チェコ 420 モルディブ 960
中国 86 ロシア 7
ドイツ 49

サービス 3G GPRS GSM
音声電話をかける／受
ける

○※1 ○※1 ○※1

テレビ電話をかける／
受ける

○※1※2 × ×

ｉモードの利用（フル
ブラウザを含む）

○※3 ○※3 ×

メッセージRの受信 ○ ○ ×
ｉモードメールの送受信 ○ ○ ×
SMS送受信 ○ ○ ○
ｉチャネル ○※3※4○※3※4 ×
ｉコンシェル ○※5 ○※5 ×
ｉウィジェット ○※6 ○※6 ×
パソコンなどと接続し
て行うパケット通信

○※7 ○※7 ×

ご利用地域 番号 ご利用地域 番号
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※1：2in1のBナンバーによる発信は利用できません
（Bナンバーへ着信すると、通信事業者によっては、
どの番号に着信するかを判別できない場合があり
ます）。
また、マルチナンバーを利用しているときは、付
加番号での発信ができません。

※2：海外の特定の通信事業者の利用者または日本の
FOMA端末の利用者と国際テレビ電話が可能です。

※3：ｉモードの海外利用設定が必要となります。
→P.435

※4：ｉチャネル設定が必要となります。ｉチャネルの
受信ごとに（ベーシックチャネル含む）パケット
通信料がかかります。

※5： • 海外で利用するには、ｉコンシェルの「海外利用
設定」が必要となります。→P.221

• ネットワークによってはｉコンシェルのインフォ
メーションをすべて取得できない場合があります。

※6： • 海外で利用するには、「ｉウィジェットローミン
グ設定」が必要となります。→P.293

• ｉウィジェット画面を表示すると、複数のウィ
ジェットアプリが通信することがあります。ま
た、海外でご利用の場合は、ｉウィジェット画面
を表示するとパケット通信料がかかります。な
お、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通
信料と異なります。

※7：パソコンと接続しての64Kデータ通信の利用はで
きません。

■表示されるアイコンについて
利用中のネットワークの種類がデスクトップアイコ
ン表示エリアとファンクション／ｉチャネルテロッ
プ表示エリアの間に表示されます。→P.26

海外でご利用になる前の確認

2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約
いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、
FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出
いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申
し込みが必要です。
2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約
で「WORLD WING」をお申し込みいただいてい
ない方はお申し込みが必要です。
一部ご利用になれない料金プランがあります。
海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせ
てご請求させていただきます。ただし、海外の通信
事業者の都合で請求が1ヶ月程度、遅れる場合がご
ざいます。
「通話時間／料金」に表示される通話料金はかけた
場合と受けた場合の両方がカウントされます。ただ
し、表示される通話料金は実際の通話料金と異なっ
たり、「￥＊＊」と表示される場合があります。
お買い上げ時は、海外でFOMA端末の電源を入れ
ると自動的にネットワークが検索され滞在先の利
用できる通信事業者に接続されます。接続された通
信事業者のサービスエリア外に移動した場合は、自
動的にほかの利用可能な通信事業者を検索して接
続し直されます。
接続する通信事業者を手動で設定することもでき
ます。→P.434

■充電について
• ACアダプタの取り扱い上のご注意について→P.17
「アダプタについてのお願い」
• ACアダプタによる充電方法について→P.53「充電
する」

■ｉモードの閲覧について
海外でｉモードをご利用いただくには、ｉモード利
用設定を「利用する」に設定する必要があります。
→P.435

■ネットワークサービスについて
ネットワークサービスをご契約いただいている場合、
海外でも留守番電話サービスや転送でんわサービス
などをご利用できます。
海外でネットワークサービスを利用する前に、あら
かじめ「遠隔操作設定」（P.422）を「遠隔操作開
始」に設定しておく必要があります。
開始／停止などの操作が可能でも、サービス内容に
制限があったり、サービス自体を利用できない場合
があります。

O
国際ローミング中は、メッセージFの受信、エリ
アメールの受信、着もじの送受信、スキャン機能
の「パターンデータ更新」と「自動更新設定」、ソ
フトウェア更新はできません。ただし、障害を引
き起こす可能性のあるデータの削除やアプリケー
ションの起動の中止はできます。また渡航先に
よっては2in1のONができない場合があります。

アイコン 意味
GPRSネットワーク
GSMネットワーク
3Gネットワーク（パケット通信
可能）
3Gネットワーク（パケット通信
不可）

次ページにつづく
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■SMSについて
ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送
受信が可能です。
海外の通信事業者を利用している相手の宛先は相
手の電話番号の先頭に「+」、国番号を入力し、相
手の電話番号を入力します（電話番号が「0」では
じまる場合は「0」を除いて入力します）。
また、「010」「国番号」「相手の電話番号」の順に
入力しても送信できます（受信した海外からの
SMSに返信する場合は、「010」を入力して海外
に返信してください）。
海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送
信したときに、本文中に相手側が対応していない文
字が含まれている場合は、それらの文字が正しく表
示されないことがあります。

● 海外でのお問い合わせについて
海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説
明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」
または「海外での故障に関して」をご覧ください。な
お、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお
客様のご負担となりますので、ご注意ください。
国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用国
際電話識別番号の最新情報については、『ご利用ガ
イドブック（国際サービス編）』または、ドコモの
『国際サービスホームページ』をご確認ください。
■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）

※ユニバーサルナンバーは携帯電話や公衆電話、ホテル
などからご利用いただけない場合があるため、ご注意
ください。

※ユニバーサルナンバーは、上記表に記載のある国のみ
ご利用可能です。

※ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテル
から請求される場合があります（お客様の負担となり
ます）。ホテル側にご確認されてからご利用ください。

ご利用地域 番号 ご利用地域 番号
アイルランド 00 デンマーク 00
アメリカ合衆国 011 ドイツ 00
アラブ首長国連邦 00 トルコ 00
イギリス 00 ニュージーランド 00
イタリア 00 ノルウェー 00
インド 00 ハンガリー 00
インドネシア 001 フィリピン 00
オーストラリア 0011 フィンランド 00
オランダ 00 フランス 00
カナダ 011 ブラジル 0021/

0014
韓国 001 ベトナム 00
ギリシャ 00 ベルギー 00
シンガポール 001 ポーランド 00
スイス 00 ポルトガル 00
スウェーデン 00 香港 001
スペイン 00 マカオ 00
タイ 001 マレーシア 00
台湾 002 モナコ 00
チェコ 00 ルクセンブルク 00
中国 00 ロシア 810

ご利用地域 番号 ご利用地域 番号
アイルランド 00 中国 00
アメリカ合衆国 011 デンマーク 00
アルゼンチン 00 ドイツ 00
イギリス 00 ニュージーランド 00
イスラエル 014 ノルウェー 00
イタリア 00 ハンガリー 00
オーストラリア 0011 フィリピン 00
オーストリア 00 フィンランド 990
オランダ 00 フランス 00
カナダ 011 ブラジル 0021
韓国 001 ブルガリア 00
コロンビア 009 ペルー 00
シンガポール 001 ベルギー 00
スイス 00 ポルトガル 00
スウェーデン 00 香港 001
スペイン 00 マレーシア 00
タイ 001 南アフリカ共和国 09
台湾 00 ルクセンブルク 00
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滞在先での利用
本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM／
GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いた
だけます。海外に到着後、FOMA端末の電源を入れ
ると利用可能な通信事業者に自動的に接続されます。

● ディスプレイの表示、日付・時刻について
海外利用中は、接続している通信事業者名が待受画面
に表示されます。
「ローミング中の通信事業者名の表示」→P.436
メイン時計の時差補正（P.58）を「自動」に設定
している場合は、接続している海外の通信事業者の
ネットワークから時刻・時差に関する情報を受信
し、FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されま
す。補正されるタイミングは海外の通信事業者に
よって異なります。
自動時刻時差補正は海外ではご利用いただけない
場合があります。その際は手動で日付時刻設定を
行ってください。→P.58
「メイン時計設定」の設定に関係なく、受信アドレ
ス一覧は受信時の日本国内の日付・時刻に基づいて
表示されます。
画面に「 」が表示されたままになっていると
きは「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設
定してください。また、電源を入れた直後は対応し
ている電波の検索に時間がかかることがあり、その
間「 」と表示される場合があります。
発信者番号を通知して電話をかけても、利用してい
る通信事業者の事情により「通知不可能」や「非通
知」など、相手の方に正しい番号が表示されない場
合があります。また、「番号通知お願いサービス」
を利用していても着信する場合があります。

● 帰国後の設定について
日本に帰国後は、FOMA端末の電源を入れると自動
的にネットワークが検索されてFOMAネットワーク
（DOCOMO）に接続されます。
「通信事業者の検索方法を設定する」→P.434

滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電
話やテレビ電話をかけることができます。
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。

滞在国内に電話をかける
日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電
話や携帯電話の番号をダイヤルして電話をかけます。
→P.64
電話帳などを利用して電話をかけるとき、「国際ダ
イヤルアシスト設定」のメッセージが表示される場
合があります。「元の番号で発信」を選択してくだ
さい。

滞在国外（日本を含む）に電話をかける

1 待受画面表示中に＋（0（1秒以
上））→国番号→地域番号（市外局番）
→相手先電話番号の順にダイヤル
地域番号（市外局番）が「0」ではじまる場合に
は、「0」を除いてダイヤルしてください。ただ
し、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必
要な場合があります。

2 r（音声電話）、u［テレビ電話］
（テレビ電話）

●「国際ダイヤルアシスト設定」の「国番号設
定」に登録されている国へ電話をかける

よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルア
シスト設定」で登録しておけば、ダイヤル操作が簡単
にできます。
「国際ダイヤルアシスト設定」→P.75
電話帳詳細画面（P.97）、リダイヤル詳細画面
（P.70）、発信履歴詳細画面（P.70）などから国
際電話をかけることもできます。

1 相手の番号をダイヤル i［機能］
「国際電話発信」 電話をかけたい
国名を選択 r（音声電話）、u
［テレビ電話］（テレビ電話）
「＋」と「国番号」が追加されて国際電話がかか
ります。
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●「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機
能設定」で設定した国へ電話をかける
電話帳、リダイヤル、発信履歴などから国際電話を
かけることもできます。
電話番号が「0」ではじまる場合のみ有効です。
「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設
定」を「ON」に設定してください。

1 相手の番号をダイヤル r（音声
電話）、u［テレビ電話］（テレビ
電話） 「発信」

海外にいるWORLD WING利用者に電
話をかける
相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話を
かける場合でも、日本への国際電話として（国番号と
して「81」（日本）をダイヤル）電話をかけてください。

滞在先で電話を受ける

海外でも国際ローミングサービスを利用して、電話を
受けることができます。

ネットワークの接続切り替え方
法を設定する 〈3G／GSM切替〉

滞在先で接続するネットワークの切り替えの方法を
設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外ネットワークサーチ」 「3G／
GSM切替」 以下の項目から選択
自動……3GネットワークとGSM／GPRSネッ
トワークを自動で切り替えます。

3G……3Gネットワークに固定します。

GSM／GPRS……GSM／GPRSネットワー
クに固定します。

通信事業者の検索方法を設定す
る 〈ネットワークサーチ設定〉

利用中の通信事業者のネットワークが圏外になった
場合に、ほかの通信事業者のネットワークに接続し直
します。
電波の状態やネットワークの状況により、本機能を
設定できない場合があります。
2009年10月現在、日本国内ではNTTドコモ以外
の通信事業者は選択できません。
海外で接続する通信事業者を手動で切り替えた場
合は、帰国後に「ネットワークサーチ設定」を「オー
ト」に変更してください。

接続する通信事業者を手動で切り替える

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外ネットワークサーチ」 「ネット
ワークサーチ設定」

O
通信事業者によっては、発信者番号通知を設定して
いても、発信者番号が通知されなかったり、正しく
番号表示されないことがあります。この場合、着信
履歴画面から電話をかけることはできません。

O
国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、
いずれの国からの電話であっても日本からの国際
転送となります。発信側には日本までの通話料が
かかり、着信側には着信料がかかります。

相手からの電話のかけかたについて
■日本から滞在先に電話をかけてもらう場合
日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先の
FOMA端末に電話をかけてもらう場合は、日本国
内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして
もらうだけで電話をかけることができます。
090（または080）－XXXX－XXXX
■日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合
滞在先が日本国内または海外にかかわらず、国際
アクセス番号＋「81」（日本の国番号）をダイヤ
ルしてもらう必要があります。
国際アクセス番号－81－90（または80）－
XXXX－XXXX

O
「自動」または滞在先で接続するネットワークに合
わせて設定してください。

ネットワークサーチ設定画面



435

海
外
利
用

2「マニュアル」 接続したい通信事業
者を選択
■ 自動で通信事業者を切り替える場合
「オート」
自動検索の際に優先的に接続する通信事業者を
あらかじめ設定しておくことができます。
→P.435

接続先のネットワークを再検索する
〈ネットワーク再検索〉

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定し
ているときに通信事業者が検出できなかった場合
や、「マニュアル」に設定しているときに通信事業
者を切り替えたい場合に、ネットワークを再検索し
てから接続先を切り替えます。
「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設
定している場合、通信事業者が検出できないなど、
再検索が必要なときは、待受画面に「 （ネット
ワーク再検索）」のデスクトップアイコンが表示さ
れます。アイコンを選択するとネットワーク再検索
を行います。

1 ネットワークサーチ設定画面
（P.434） 「ネットワーク再検索」
接続したい通信事業者を選択

■「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設
定している場合
「ネットワーク再検索」

ｉモードやメールの設定を行う
〈ｉモード・メール設定〉

海外からのｉモードサイトの閲覧や、メッセージR
の受信方法について設定します。
日本国内では無料で設定できます。海外での設定に
はパケット通信料がかかります。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外設定」 「ｉモード・メール設定」
「YES」 画面表示に従って設定

ｉモードメールの受信方法を設
定する 〈メール選択受信設定〉

メールを選択受信するか、自動受信するかを設定します。
本機能で設定を変更すると、「メール設定」の「メー
ル選択受信設定」も変更されます。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外設定」 「メール選択受信設定」
「ON」または「OFF」

利用できる通信サービスを確認
する 〈在圏状態表示〉

通話、データ通信、パケット通信が利用できる状態に
あるかどうかを確認します。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外設定」 「在圏状態表示」

優先的に接続する通信事業者を
設定する 〈優先ネットワーク設定〉

ネットワークの自動検索や再検索のときに、優先的に
接続したい通信事業者を設定します。
ユーザ設定による優先ネットワークリストには、最
大20件まで登録できます。
ドコモ指定の優先ネットワークリストとして通信
事業者があらかじめ登録されています。
優先ネットワーク設定はFOMAカードに記憶され
ます。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外ネットワークサーチ」 「優先ネッ
トワーク設定」
優先順位の高い通信事業者
から順番に一覧で表示され
ます。

2 優先順位を変更する通信事業者を反
転 i［機能］ 「優先順位変更」

3 移動したい位置を反転 d［選択］
反転表示した項目の上に移動します。「＜最後尾
へ＞」を選択した場合は最後尾に移動します。

4 u［完了］ 「YES」

優先ネットワーク設定画面

機能メニュー P.436
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優先ネットワーク設定画面
（P.435）

マニュアル登録……国番号（オペレータコード
（MCC））とネットワーク番号（オペレータコード
（MNC））を入力して登録します。

リストから登録……リストから通信事業者を選択し
て登録します。

在圏ネットワーク登録……現在接続している通信事
業者が登録されます。

優先順位変更→P.435

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

ローミング中の通信事業者名の
表示 〈オペレータ名表示設定〉

国際ローミング中に、現在接続している通信事業者名
をディスプレイに表示するかどうかを設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外ネットワークサーチ」 「オペレー
タ名表示設定」 「表示あり」また
は「表示なし」

ローミングガイダンスを開始す
る 〈ローミングガイダンス設定〉

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかっ
てきたときに、相手に国際ローミング中であることを
通知するガイダンスを流すように設定します。
日本国内で設定してください。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外設定」 「ローミングガイダンス
設定」 以下の項目から選択
ローミングガイダンス開始、ローミングガイダ
ンス停止、ローミングガイダンス設定確認

ローミング中は着信を受けない
ようにする 〈ローミング時着信規制〉

海外の通信事業者によっては、設定できないことが
あります。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外設定」 「ローミング時着信規制」
以下の項目から選択

開始……国際ローミング中の着信を「全着信規制」
（音声、SMS、ｉモードメール自動受信を含むす
べての着信を受け付けない）するか、「テレビ電話
／データ呼規制」（テレビ電話の着信を受け付けな
い※）するかを設定します。
設定にはネットワーク暗証番号（P.128）の入力
が必要です。

停止……ローミング時着信規制を停止します。
停止にはネットワーク暗証番号（P.128）の入
力が必要です。

確認

※：本FOMA端末では、国際ローミング中の64K
データ通信は利用できません。

O
電波の状態やネットワークの状況などによって
は、本機能で設定した優先順位どおりに通信事業
者が優先されない場合があります。

O
国内（FOMAネットワーク）在圏時は、「表示あ
り」に設定しても通信事業者名は表示されません。
「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設
定している場合、「 」のときは「ネットワー
ク再検索」が表示され、待受画面に「 （ネット
ワーク再検索）」のデスクトップアイコンが表示さ
れます。アイコンを選択するとネットワーク再検
索を行います。

O
ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事
業者で設定している呼び出し音が流れます。
海外通信事業者の事情により、外国語ガイダンス
が流れる場合があります。

O
ｉモードサイト表示とメール送信は可能です。
「全着信規制」にしても、ｉモードサイト表示や
メール送信などでパケット通信を行うと、メール
などが受信される場合があります。
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ローミング中の着信をSMSで
通知するように設定する

〈ローミング着信通知〉

FOMA端末の電源が入っていないときや、ネット
ワーク圏外のときに着信があった場合、その着信の情
報（着信日時や発信者番号）を再び電源を入れたとき
やネットワーク圏内になったときにSMSにてお知ら
せします。

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外設定」 「ローミング着信通知」
以下の項目から選択
開始、停止、確認

ローミング中にネットワーク
サービスを利用する〈海外用サービス〉

海外から「留守番電話サービス」や「転送でんわ
サービス」などのネットワークサービスの一部を利
用できます。
「留守番電話（海外）」や、「転送でんわ（海外）」を
利用するには、あらかじめ「留守番電話サービス」
「転送でんわサービス」のご契約が必要です。また、
あらかじめ「遠隔操作設定」（P.422）を「遠隔操
作開始」に設定しておく必要があります。
「 」のときは操作できません。
海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の国
際通話料がかかります。
海外の通信事業者によっては、設定できないことが
あります。

滞在先で留守番電話サービスの操作をす
る

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外用サービス」 「留守番電話（海
外）」 項目を選択 「YES」 音声
ガイダンスの指示に従って設定
■「留守番メッセージ再生」または「留守番サー
ビス設定」を選択した場合
音声電話またはテレビ電話を選択 「YES」

音声ガイダンスの指示に従って設定

滞在先で転送でんわサービスの操作をす
る

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外用サービス」 「転送でんわ（海
外）」 項目を選択 「YES」 音声
ガイダンスの指示に従って設定

滞在先でローミングガイダンスの操作を
する

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外用サービス」 「ローミングガイ
ダンス（海外）」 「YES」 音声ガ
イダンスの指示に従って設定

滞在先で遠隔操作の設定をする

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外用サービス」 「遠隔操作設定（海
外）」 「YES」 音声ガイダンスの
指示に従って設定

滞在先で番号通知お願いサービスの操作
をする

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外用サービス」 「番号通知お願い
（海外）」 「YES」 音声ガイダン
スの指示に従って設定

滞在先でローミング着信通知の操作をす
る

1 i 「設定／NWサービス」 「海
外用サービス」 「ローミング着信
通知（海外）」 「YES」 音声ガイ
ダンスの指示に従って設定
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