
76 機能設定

  本製品について設定する

a  ホーム画面  ［基本機能］  ［設定］
設定メニュー画面が表示されます。

項目 設定内容 ページ

au設定メニュー

auお客さまサ
ポート

auお客さまサポートのサイトへ接続したり、電話による問
い合わせをしたりします。

-

au 設定メ
ニュー

au ID、auかんたん設定、シンクコールなどの設定を行い
ます。

P.79

プロフィール

プロフィール 自分の電話番号やメールアドレスなどを設定・確認できま
す。

-

無線とネットワーク

Wi-Fi 無線LAN（Wi-Fi®）を設定します。 P.84

Bluetooth Bluetooth®を設定します。 P.86

データ使用量 モバイルデータ通信の設定や、通信量の確認などを行いま
す。

-

その他 ほかの機器との接続に関する設定や、テザリング、機内モー
ド、モバイルネットワーク、VPNの設定を行います。

P.77

端末

ホーム画面 ホーム画面や壁紙などの設定を行います。 -

通話 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。

P.76

ディスプレイ 画面の明るさやバックライトの点灯時間など、画面表示に
関する設定をします。

P.77

音と通知 着信音や操作音などを設定します。 P.77

ストレージと
USB

microSDメモリカードや本体内のメモリ容量を確認した
り、microSDメモリカードのマウント／マウント解除や初
期化を行います。

P.81

電池と省電力 バッテリー情報の表示、電池残量が少なくなったときに各
種機能の使用を抑えるような設定など、バッテリーに関す
る設定を行います。

P.81

メモリー 本製品にインストールされているアプリのメモリー使用状
況を確認します。

-

アプリ アプリケーションに関する設定を行います。また、インス
トール済みのアプリケーションを管理します。

P.81

ユーザ設定

アカウント アカウントの設定を行います。 P.80

位置情報 位置情報に関する設定を行います。 P.80

ロック画面 画面ロックを使用するかどうか、使用する場合に必要な設
定を行います。

P.78

セキュリティ 端末のセキュリティに関する設定を行います。 P.81

言語と入力 表示言語の設定、文字入力関連の設定を行います。 P.79

バックアップ
とリセット

データのバックアップ／復元を行ったり、お買い上げ時の
状態に戻したりします。

P.81

Google Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設
定の確認／変更／削除などを行います。

-

システム

日付と時刻 日付と時刻の表示形式などを設定します。 P.81

ユーザー補助 通話終了時の動作や、ユーザー補助サービスを設定します。 P.80

ショートカッ
トキー

バックライト消灯時または画面ロック中に音量キーを押し
して、アプリをすぐに起動させるかどうかを設定します。

-

クイックケー
ス

クイックケースに関する設定を行います。 -

印刷 印刷時にクラウドプリントを利用するかどうかを設定しま
す。

P.82

端末情報 電話番号や電波状態などの情報を確認できます。ソフトウェ
ア更新もここから行います。

P.82

  通話に関する設定をする
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  ［通話］   

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 P.91「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 P.90「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、国際ロー
ミング中のネットワークサービスを設定します。

着信拒否 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。

着信拒否設定 P.76「着信を拒否する」

番号通知リクエ
ストサービス

P.91「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

P.94「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 設定時刻が経過したときに、自動で着信に応答す
るかどうかを設定します。

伝言メモ 伝言メモ 電話に出られないときに、応答メッセージを流し
て相手の方の伝言を録音するかどうかを設定しま
す。

応答時間 伝言メモで応答するまでの時間を設定します。

応答メッセージ 「日本語1」、「日本語2」、「英語」で応答メッセー
ジの種類を設定します。また、「ユーザー録音」で
録音した音声を応答メッセージとして設定するこ
ともできます。

伝言メモを再生
する

録音した伝言メモを再生します。

シンクコール設定 P.77「シンクコールを設定する」

その他 ジェスチャー 「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

P.93「英語ガイダンスへ切り替える」
P.93「日本語ガイダンスへ切り替える」

通話時間 前回通話・累積の通話時間の目安を表示します。
• 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（P.94「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。

伝言メモについて
• 録音できるのは1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されている場
合は、伝言メモで応答しません。再度伝言メモで応答するには伝言メモを削除し
た後に、伝言メモで応答するように設定する必要があります。

  着信を拒否する
自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、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  ［通話］  ［着信拒否］  ［着信拒否設定］

b 以下の項目をタップ

着信拒否メッセージ 着信拒否時に相手にメッセージを送るかどうかを設定
します。

着信拒否条件 P.77「着信拒否条件を設定する」

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。
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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。

  着信拒否条件を設定する
着信を拒否する条件を設定し、条件に該当する着信を拒否します。

a 設定メニュー画面  ［通話］  ［着信拒否］  ［着信拒否設定］  
［着信拒否条件］

b ［+］

連絡先 連絡先から拒否する電話番号を選択して登録します。

通話履歴 通話履歴から拒否する電話番号を選択して登録します。

新しい番号 拒否する電話番号を入力して登録します。

  シンクコールを設定する

a 設定メニュー画面  ［通話］  ［シンクコール設定］

b 以下の項目をタップ／確認

シンクコールについて シンクコールの利用方法を表示します。

シンクコールを有効に
する

シンクコールを有効にするかどうかを設定します。

表示している画面のま
ま受話する

着信時に操作パネルをポップアップ表示するかどうかを設
定します。

手書きシンクの自動保
存

手書きシンク終了時に手書きした内容を自動で保存する
かどうかを設定します。

通話終了後のお知らせ 通話相手がシンク機能を利用可能な場合、通話終了後に
お知らせを表示します。
• 通話相手が電話帳に登録されている場合のみ選択でき
ます。

利用規約 シンクコールの利用規約を表示します。

プライバシーポリシー プライバシーポリシーを表示します。

オープンソースライセ
ンス

オープンソースライセンスを表示します。

バージョン情報 利用中のバージョンを確認します。

c ［閉じる］

 ディスプレイの設定をする
画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、ディスプレイに関する設定
を行います。

a 設定メニュー画面  ［ディスプレイ］

b 以下の項目をタップ

フォント フォントタイプ 画面表示のフォントを設定します。

 フォントサイズ 「最小」、「小」、「中」、「大」、「特大」、「巨大」から選択
します。

太字表示 文字を太字にします。

基本  画面の明るさ 画面の明るさをスライダで調整します。
• 「明るさ自動調整」をONにすると、照度センサーが
周囲の明るさを感知して、画面の明るさを自動的に
設定します。

リーダーモー
ド

ブルーライトの光量を減らすことで、目の疲れを軽減
します。

  縦横表示の自
動回転

本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示／横表示を
切り替えるかどうかを設定します。

 バックライト
点灯時間

バックライトの点灯時間を設定します。

ホームタッチ
ボタン

ホームタッチボタンの配列を選択したり、背景の色を
設定します。

詳細設定 画面OFF時の
機能制限

画面OFF時のバッテリー消費を抑えます。
• 画面OFF時のノックコード、ノックオンを無効にし
てバッテリー消費を抑えます。「画面OFF時の機能
制限」が有効のときの連続待受時間※は約610時間
です。

スクリーン
セーバー

スクリーンセーバーの設定を行います。［  ］  ［今
すぐ開始］と操作するとスクリーンセーバーが起動し
ます。［  ］  ［スタートアップ設定］と操作すると
スクリーンセーバーが起動するタイミングを設定でき
ます。

センサー感度
補正

センサーの感度を補正することができます。

※ 使用環境によって使用時間は異なります。

 音と通知に関する設定をする
マナーモードの設定や着信音など、音やバイブレータに関する設定を行います。
また、着信ランプなど、通知の動作に関する設定を行います。

a 設定メニュー画面  ［音と通知］

b 以下の項目をタップ

一般 サウンドプロ
フィール

P.78「サウンドプロフィールを設定する」

サウンド 音量 着信音や音楽、動画再生時などの音量を設定します。

着信音 音声着信音に設定するデータを選択して登録します。

着信音 ID 電話番号をもとにして自動生成した着信音を鳴動させ
ることができます。

バイブ サウンドとバ
イブ

着信時に、振動させるかどうかを設定します。

着信時のバイ
ブ

音声着信時の振動パターンを設定します。また、振動
パターンを追加することもできます。

通知 通知制限 重要な通知のみ鳴動させるかなどを設定します。

画面ロック時 ロック時の通知の表示／非表示を設定することができ
ます。

アプリ アプリごとに、通知をブロックしたり、重要な通知に
設定したりすることができます。

 通知表示LED 不在着信通知、充電時などに通知LEDを使用するかど
うかを設定します。

詳細設定 通知音 通知音に設定するデータを選択して登録します。

タップ時のバ
イブ

ホームタッチボタン操作時などに振動させるかどうか
を設定します。

サウンドエ
フェクト

ダイヤルパッド使用時、メニュー選択時、画面ロック
操作時に効果音を鳴らすかどうかを設定します。

音声通知 音声着信時に発信者情報を読み上げるかどうかを設定
します。

  その他の設定をする
機内モード、モバイルネットワーク、VPNに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面  ［その他］

b 以下の項目をタップ

共有と接続 P.77「共有と接続の設定をする」

テザリング P.77「テザリングの設定をする」

機内モード P.78「機内モードを設定する」

モバイルネットワーク モバイルネットワーク設定など通信に関する設定を行い
ます。

VPN P.78「VPNを設定する」

 共有と接続の設定をする
NFC／おサイフケータイ®、ファイルの共有（SmartShare Beam）や画面の共
有(Miracast)など、ほかの機器との接続に関する設定を行います。

a 設定メニュー画面  ［その他］  ［共有と接続］

b 以下の項目をタップ

NFC／おサイフ
ケータイ 設定

P.68「おサイフケータイ®を設定する」

ファイル共有 本製品とPCで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。

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。

 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  ［その他］  ［テザリング］

b 以下の項目をタップ

USBテザリング P.85「USBテザリング機能を利用する」

Wi-Fiテザリング P.85「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」

Bluetoothテザリング P.85「Bluetooth®テザリング機能の設定をする」

ヘルプ 各テザリングのヘルプを表示します。


