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本製品について設定する

a ホーム画面■u■［設定］■■
設定メニュー画面が表示されます。

b 「ネットワーク」タブ（uP.78）／「サウンド」タブ（uP.80）
／「表示」タブ（uP.80）／「一般」タブ（uP.81）

memo

• 本製品の利用状況によっては、設定メニューの一番上に「  」が表示される場合
があります。タップすると「提案」として設定を促す項目が表示されます。

ネットワークに関する設定をする
ネットワークと接続に関する設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ

b 以下の項目をタップ

項目 設定内容 ページ

Wi-Fi 無線LAN（Wi-Fi®）を設定します。 uP.75

Bluetooth Bluetooth®を設定します。 uP.74

データ使用量 モバイルデータ通信の制限設定やデータ通信量の確認
をします。［  ］ u ［データセーバー］と操作すると、
データセーバーの設定を行うことができます。
• データセーバーは、一部のアプリによるバックグラ

ウンドでのデータ送受信を停止することで、データ
使用量を抑制します。

-

通話設定 留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設
定します。

uP.78

テザリング テザリングに関する設定を行います。 uP.79

画面共有 Miracastに対応する機器に本製品の画面や音声を共有
するための設定をします。利用可能なデバイスが見つ
からない場合は「検索」をタップします。

-

NFC ／おサ
イフケータイ

NFC ／おサイフケータイに関する設定を行います。 uP.59

共有パネル 周辺デバイスと、特定の人を共有パネルに表示できる
ようにします。

-

ファイル共有 LG製デバイスやPCとファイルの送受信を行います。 -

メディアサー
バー

DLNAを使用して周辺デバイスとメディアコンテンツ
を共有します。

-

印刷 プリントサービスを利用したプリンターの設定を行い
ます。

uP.79

機内モード すべての無線接続と通話機能を無効にします。 uP.79

モバイルネッ
トワーク

海外でのデータ通信、アクセスポイント名、ネットワー
クオペレーターの設定を行います。

-

VPN VPNに関する設定を行います。 uP.79

通話設定の設定をする
留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ■u■［通話設定］

b 以下の項目をタップ

着信転送・
お留守番
サービス

留守番電話 uP.87「お留守番サービスEXを利用する（オ
プションサービス）」

着信転送 uP.86「着信転送サービスを利用する（標準
サービス）」

その他 「ローミング時の追加設定」をタップして、海外利
用中のネットワークサービスを設定します。
• 海外利用中の場合のみ設定できます。

着信と
メッセー
ジ受信の
拒否

応答拒否メッ
セージ

着信拒否時の応答メッセージを設定します。

着信をブロック uP.79「着信をブロックする」

番号通知リクエ
ストサービス

uP.87「番号通知リクエストサービスを利用す
る（標準サービス）」

迷惑電話撃退
サービス

uP.90「迷惑電話撃退サービスを利用する（オ
プションサービス）」

着信応答
と終話

電源キーで終話 電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定
します。

自動応答（ヘッ
ドセット）

設定時間が経過したときに、接続しているヘッド
セットで自動で着信に応答するかどうかを設定し
ます。

伝言メモ uP.38「伝言メモを利用する」

その他 ノイズリダク
ション

通話中の周囲の雑音を抑制します。

アプリ使用中音
声着信画面の表
示

アプリ使用中に音声着信があったときに表示させ
る画面を設定できます。

発信応答時に振
動させる

発信応答時に本製品を振動させます。

通話終了時に振
動させる

通話終了時に本製品を振動させます。

通話録音後の
ポップアップ表
示

通話録音後にポップアップを表示するかどうかを
設定します。

自動通話録音 自動で通話を録音するかどうかを設定します。

ジェスチャー 「アンサーミー」を有効にすると、着信音が鳴って
いるときに本製品を耳にあてると電話に応答する
ように設定できます。また、「ミュート」を有効に
すると、着信音が鳴っているときに本製品を裏返
すと音が止まるように設定できます。

連絡先未登録番
号追加

通話相手が連絡先に登録されていない場合、通話
終了時に連絡先に追加するか確認します。

ガイドの言語を
変更する

uP.89「英語ガイダンスへ切り替える」
uP.89「日本語ガイダンスへ切り替える」

通話時間 前回通話・累積通話時間の概算値を表示します。
• 各項目をタップすると、表示されている時間を

リセットできます。

その他の設定 発信時に電話番号を通知するかどうかを設定した
り、割込通話サービス（uP.90「割込通話サー
ビスを利用する（オプションサービス）」）を設定
したりします。

オプションサー
ビス申込

サイトへアクセスし、オプションサービスの申し
込みができます。

memo

通話時間について
• 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、

通話時間が更新されない場合があります。
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着信をブロックする
自動的に着信をブロックする条件を設定できます。着信をブロックした場合は、
着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ■u■［通話設定］■u■［着信
とメッセージ受信の拒否］■u■［着信をブロック］

b 以下の項目をタップ

ブロックした番号 特定の電話番号からの着信やメッセージをブロックし
ます。

ブロック条件 登録番号が先頭、または末尾についている電話番号か
らの着信をブロックします。

非通知番号 番号非通知の着信を拒否します。

未登録の番号 連絡先に登録されていない電話番号の着信を拒否しま
す。

memo

• 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信
転送サービスに転送されます。

• 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。

テザリングの設定をする
テザリングに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ■u■［テザリング］

b 以下の項目をタップ

USBテザリング uP.75「USBテザリング機能を利用する」

Wi-Fiテザリング uP.75「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」

Bluetoothテザリング uP.76「Bluetooth®テザリング機能を利用する」

ヘルプ 各テザリングのヘルプを表示します。

機内モードを設定する
機内モードを設定するとすべての無線接続（無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®

機能、データ通信）と通話機能が無効になります。

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ

b 「機内モード」の［■ ■］■u■［ONにする］

memo

• 電源キー（2秒以上長押し） u ［機内モードON］ u ［ON］と操作しても、機内モー
ドに切り替えられます。

• 航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
• 機内モードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110

番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけるこ
とができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。

• 機内モードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メール
の送受信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能による通信などもご利用に
なれません。ただし、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能については機内
モード設定中に再び有効にすることができます。

VPNを設定する
仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）は、保護さ
れたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。
VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内に
いなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。
本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティ
に関する情報を得る必要があります。
• 本製品は以下の種類のVPNに対応しています。

 - PPTP
 - L2TP/IPSec PSK
 - L2TP/IPSec RSA
 - IPSec Xauth PSK
 - IPSec Xauth RSA
 - IPSec Hybrid RSA

■■ VPNを追加する

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ■u■［VPN］

b ［■ ■］
初回起動時など、セキュリティの設定が必要な場合は画面の指示に従って設定し
てください。項目の内容については、「ロック画面とセキュリティの設定をする」

（uP.82）をご参照ください。

c VPN接続の追加画面の各項目を設定

d ［保存］
VPN設定画面のリストに、新しいVPNが追加されます。

memo

• 追加したVPNは編集したり、削除したりできます。編集するには、変更するVPN
の［  ］ u 必要に応じてVPNの設定を変更 u ［保存］と操作します。 
削除するには、削除するVPNの［  ］ u ［削除］と操作します。

■■ VPNに接続する

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ■u■［VPN］
VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

b 接続するVPNをタップ

c 必要な認証情報を入力

d ［接続］
VPNに接続すると、ステータスバーに  が表示されます。

■■ VPNを切断する

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ■u■［VPN］
VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

b 接続中のVPNをタップ

c ［切断］

印刷の設定をする
プリントサービスを利用したプリンターの設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■「ネットワーク」タブ■u■［印刷］

b ［クラウドプリント］／［デフォルト印刷サービス］
•  をタップすると、プリンターの追加や設定の変更ができます。
• プリントサービスが無効のときは、［  ］と操作すると、プリントサービスが

有効になり、使用できるプリンターの一覧が表示されます。

memo

• 印刷の利用には、Googleアカウントが必要です。詳しくは「Googleアカウント
をセットアップする」（uP.22）をご参照ください。




