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エフケイディー

KD200カラーモニター子機 

操作編

■  この取扱説明書および取扱説明書「準備・ご使用の前に」をよくお読
みのうえ、正しく安全にお使いください。

■  ご使用前に取扱説明書「準備・ご使用の前に」の「安全上のご注意」
（8～11ページ）を必ずお読みください。
 ■ 電子取扱説明書について

本書の使いかたについては、「電子取扱説明書（操作編）の見かた」
 19 ページ   をお読みください。
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本書は、「ホームスマートフォン」に付属の「カラーモニター子機」および
「増設用カラーモニター子機」共用の取扱説明書です。 
取扱説明書「準備・ご使用の前に」と合わせて、よくお読みください。

無線LAN電話・ファクス・
留守番電話

ホームスマートフォン

ドアホン

カラーモニター子機

無線ルーター

コードレス子機

充電台付親機ドアホン ドアホン親機

テレビドアホン

◆ ドアホン機能を使うには…

ドアホン親機への登録（増設） 
が必要です。

 ● 登録（増設)は、下記をお読みください。
• 「ドアホンへの登録について」  201 ページ

• 「増設できる機種と機能制限について」  202 ページ  ※

• 「ドアホン親機に登録する（増設・減設）」  203 ページ  ※

※増設用カラーモニター子機をお買い上げの場合は、取扱説明書
「準備・ご使用の前に」にも記載しています。

はじめに
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はじめに （続き）

◆ 増設用カラーモニター子機で
電話・ファクス・留守番電話の機能を使うには…

ホームスマートフォンの
充電台付親機への 

登録（増設）が必要です。

 ● 登録（増設）は、下記をお読みください。
• 取扱説明書 「準備・ご使用の前に」の「増設できる機種と機能制限について」
• 取扱説明書 「準備・ご使用の前に」の「ホームスマートフォンに登録する」

 ● ホームスマートフォンをお買い上げの場合、カラーモニター子機は 
充電台付親機に登録されていますので、登録操作は不要です。

◆ 無線LANの機能を使うには…

無線 LANの設定が 
必要です。

 ● 無線LANの設定は、お買い上げ時に下記をお読みください。
• 取扱説明書 「準備・ご使用の前に」の「初期セットアップ」
• 「初期セットアップ」で無線LANの設定を行わなかった場合… 
無線LANの接続設定は  150 ページ

◆ ホームスマートフォンで
窓センサー・中継アンテナを使うには…
登録が必要です。
 ● 窓センサーの登録は  188 ページ

 ● 中継アンテナの登録は  185 ページ

 ● カラーモニター子機をドアホン親機に登録している場合に、ドアホン 
親機に窓センサーを登録したときの使いかたは  236 ページ
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こんなことができます

■■ ホームスマートフォンでは…

電話
内蔵マイクとスピーカーを使って、電話としてお使い
いただけます。
また、コードレス子機との内線通話もできます。

ファクス

本機のタッチパネルに手書きしたメモを、ファクスで
送ることができます。
受信したファクスは、本機のディスプレイで見ること
ができます。また、SD メモリーカードに保存するこ
ともできます。

手書きメモ
受信したファクスに手書きのメモを書いたり、SD メ
モリーカードに保存したファクスにも手書きするこ
とができます。

■■ ドアホンに増設すると…

ドアホン
当社指定のドアホン親機に登録すると、本機で来客応
答して相手の映像を映したり、いろいろな機能を使う
ことができます。

■■ ご自宅に無線LAN（Wi-FiⓇ）のアクセスポイント（インターネット接続され
た無線ルーター）があれば、本機からインターネットに接続できます。

ウェブブラウザ Android™ のブラウザを介して、パソコン向け 
インターネットのウェブサイトが閲覧できます。

Google Play™ お好きなアプリケーションをダウンロードしてお楽
しみいただけます。

  本機に搭載されているアプリケーション一覧は■■118 ページ ■■

SD メモリーカード 
スロット

受信したファクスをSD メモリーカードに保存する
ことができます。また、SD メモリーカードにお好み
のコンテンツを保存し、静止画や音楽、動画がお楽し
みいただけます。

USB 端子
（Micro-B）

USB端子を使ってパソコンなどに接続することが 
できます。

 Google™、Google ロゴ、Android™、Google Play™、Google Play ロゴ、
Google + ™、Google + ロゴ、Google トーク™、Google トーク ロゴ、Google 
マップ ナビ™、Google マップ ナビ ロゴ、Google + ローカル™、Google + 
ローカル ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google 音声検索™、
Google 音声検索 ロゴ、Google™ 検索、Google 検索 ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、
YouTube™ および YouTube ロゴ は、Google Inc. の商標または登録商標です。
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 ● もくじの各章に    で表した機能は、ホームスマートフォンの充電
台付親機が必要な機能です。（ただし、機能によっては表示がない章でも
充電台付親機が必要な場合があります。また、表示している章でも機能
によっては充電台付親機を必要としない場合があります）
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 ■ 記録内容の補償はできません
• 本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。

• 本製品および内蔵メモリーやSDメモリーカードのデータの不具合で記録されな
かった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

• 故障や修理などによる内蔵メモリーのデータ消失に備えて、日常的にパソコンやSD
メモリーカードなどにデータのバックアップをとることをお勧めします。（バック
アップできないデータもあります）

 ■ アプリケーションについて
• アプリケーション（本機にプリインストールされているものを含む）、およびこれに
関連するサービス、コンテンツ等（以下、「アプリケーション等」という）は、各サービ
ス提供会社が提供、運営しているものであり、サービス提供会社の都合により、予告
なく変更や終了することがあります。また、アプリケーション等の変更により、本機
で使用できなくなる場合があります。アプリケーション等の変更や終了にかかわる
いかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。

• 万一、アプリケーション等に起因して、動作不良が生じた場合、その他お客様または
第三者が損害を被った場合、またはアプリケーション等の全部または一部が本機で
利用できない場合においても、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご
了承ください。

• アプリケーション等についての不具合、ご質問等は、各サービス提供会社にお問い合
わせください。

• Google Play からのアプリケーション等の購入および返金等については、当社では
一切対応できかねますので、あらかじめご了承ください。

• アプリケーション等のインストールまたは更新は、安全であることを確認のうえ、自
己責任において実施してください。ウイルスへの感染やデータの破損などが起きる
場合があります。また、音量などの設定が変更され、大音量になることも想定されま
すのでお気を付けください。

• アプリケーション等によっては、インターネットに接続し、自動で通信を行うものが
あります。インターネット接続の方法によっては、通信料金が高額になることも考え
られますので、お気を付けください。

 ■ radiko.jp （ラジコ）動作中に、電話・ファクス・ドアホン、 YouTube など、
音声が出力されるアプリケーションを使用すると、 radiko.jp で再生される
音が以下の妨げとなります

 ‒ 音声通話
 ‒ ドアホン応答
 ‒ アプリケーションから出力される音声など

• radiko.jp 動作中の電話やドアホンの応答は、 radiko.jp を終了させてから行うか、 
カラーモニター子機以外で行ってください。 
その他の音声が出力されるアプリケーションは、 radiko.jp を終了させてからご使用
ください。

使用上のお願い
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 ■ 動画の再生が途切れることがあります
• 再生する動画の解像度の設定を下げると再生が途切れなくなることがありますので、 
画面に解像度の設定が表示されている場合は解像度を下げてください。 
（YouTube 動画の場合 :再生中の画面に表示されている「HD」をタップするなどします）

 ■ GPSについて
• アプリケーションによってはGPS機能が必要なものがあります。屋内では窓際に移
動するとGPS衛星からの電波を受信できる場合があります。

• 次のような場合や状況ではGPS衛星からの電波を正しく受信できないため、測位できな
かったり、測位に時間がかかったり、実際とは誤差のある位置を表示する場合があります。

 ‒ 屋内、地下  ‒ ビルの近くや谷間
 ‒ 高圧電線の近く  ‒ 大雨、雪などの悪天候

• 初めて測位するときやしばらくGPSを使用していなかった場合は、電波の受信状態
が良くても測位成功まで2～3分かかります。

• GPS衛星の位置は刻々と変化していますので、測位する場所や状況により、正しく
測位できなかったり、誤差が生じる場合があります。

 ■ 「使用上のお願い」は、取扱説明書「準備・ご使用の前に」もお読みください。

使用上のお願い（続き）
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確認 取扱説明書について

本書の読みかた
カラーモニター子機は、タッチパネルに指でタッチする方法と、本体キー
を押す２つの操作方法があります。
 ● 本書では、操作のしかたを以下のように説明しています。

「電話」を 
タップする

本書の書きかた（例）

 を押す

をタップする 
（軽く押して離す）

を押す

 ● 本書の記載について
 ‒ 増設用カラーモニター子機も「カラーモニター子機」と記載しています。
 ‒ カラーモニター子機とコードレス子機の両方を総称して、「子機」と記載している
場合があります。
 ‒ 取扱説明書「準備・ご使用の前に」を、「準備・ご使用の前に」と記載しています。
 ‒ コードレス子機の電子取扱説明書を、「コードレス子機 操作編」と記載しています。

お知らせ

• 本書に記載の画面およびイラストは、実際の商品と多少異なることがあります。
• アプリケーションの名称・アイコン・内容およびサービスは、予告なく変更または 
終了されることがあります。本書の記載と異なる場合がありますので、あらかじめ 
ご了承ください。
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確認

タッチパネルの操作について
カラーモニター子機の液晶ディスプレイは、指で直接タッチして操作がで
きるタッチパネルになっています。本書では、タッチパネルの操作のしか
たを以下のように説明しています。

名称 操作 名称 操作

タップ
軽く押して離す 
操作です。

フリック

タッチしたまま、 
移動したい 
方向へはらう 
操作です。

ダブル 
タップ

軽く2回押す 
操作です。

ピンチ

２本の指で 
タッチしたまま、
広げる／つまむ
操作です。

ロング 
タッチ

長く触れる 
操作です。

ドラッグ

タッチしたまま 
目的の場所まで 
移動する操作 
です。

お知らせ

• 「準備・ご使用の前に」の「タッチパネル／液晶ディスプレイについて」も合わせて
お読みください。

• 本機は、防水・防滴構造ではありません。ぬれた手での操作はしないでください。

取扱説明書について（続き）
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確認

電子取扱説明書（操作編）の見かた
本機とコードレス子機の操作方法は、本機に内蔵されている電子取扱説明
書をお読みください。

取扱説明書
「カラーモニター子機

操作編」

取扱説明書
「コードレス子機

操作編」取扱説明書

1  を押し、「ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ編」
または「ｺｰﾄﾞﾚｽ編」をタップ 
する
 ● ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ編：取扱説明書 
「カラーモニター子機 操作編」
ｺｰﾄﾞﾚｽ編：取扱説明書 
「コードレス子機 操作編」
 ● 電子取扱説明書は、画面を上下
にフリックすると、前後のペー
ジを見ることができます。

取扱説明書について（続き）
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確認

見たいページを探す
ディスプレイをタップし、操作アイコンを表示します。（表示されるまで数
秒かかる場合があります）

 ● 電子取扱説明書のもくじやさくいんから見たいページをタップすると、見たいペー
ジに移動することができます。 
見たいページに移動したら、フリックや倍率を変えたりして見たい内容を表示させ
てください。

しおりから探す
 ● しおりとは、タイトル部分をリストにしたもくじの
ことです。見たいタイトルをタップすると、該当す
るページが表示されます。右端の「▶」をタップする
と、もくじの詳細タイトルが表示されます。

シークバーから探す
 ● 左右にドラッグすると、
目的のページへ素早く 
移動できます。

キーワードで検索する
 ● キーワードを入力して
「検索」を選ぶと、入力
したキーワードを含む
ページへ移動します。 
文字入力の方法は、 
「準備・ご使用の前に」の
「文字入力のしかた」を
お読みください。

（しおりの表示例）

お知らせ

• 見たいページをタップしても、見たいページに移動しない箇所が一部あります。

• 「ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ編」、「ｺｰﾄﾞﾚｽ編」のアイコンを消去してしまった場合は、  を押し、「アプ
リ一覧」をタップします。アプリケーションの中に保存されている「ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ編」、
「ｺｰﾄﾞﾚｽ編」のアイコンをロングタッチすると、ホーム画面にアイコンが表示されます。

取扱説明書について（続き）



21

確認

取扱説明書とアプリケーションを切り替える
アプリケーションの使用中に取扱説明書を見るときは、下記の操作を 
行ってください。

1 アプリケーションを使用中
に  を押し、「ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ編」
または「ｺｰﾄﾞﾚｽ編」をタップ

する

 ● 取扱説明書が表示されます。

2 使用していたアプリケーションに戻るには、  を１秒以上押す

3 戻りたいアプリケーション
をタップする

 ● 電話・ファクス・ドアホンを使
用中のときは、「電話/ファク
ス/ドアホン」をタップしてく
ださい。

取扱説明書について（続き）
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確認

タッチパネル／液晶ディスプレイ

アプリケーション
 ● 117 ページ 「アプリケーションについて」を
お読みください。

タッチパネル／
液晶ディスプレイ

ステータスバー
 ● カラーモニター子機の状態を 
アイコンで表示する。23 ページ

電子取扱説明書  19 ページ

ホーム画面切り替え  29 ページ アプリケーションメニュー
 ● アプリケーションや 
カラーモニター子機の 
設定項目を起動する。   
28 ページ

各部のなまえとはたらき
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確認 各部のなまえとはたらき(続き）

ステータスバーの見かた

通知エリア システムエリア

 ■ 通知エリア：
起動中のアプリケーションや、新着メールなどを通知します。

アイコン 機能

電話・ファクス・ドアホンの状態が表示されます。

電話・ファクス・ドアホンからのお知らせがあります。

確認する内容があります。

SDメモリーカードのマウントを解除したときに表示さ
れます。

SDメモリーカードの準備中に表示されます。

USB接続中に表示されます。

 ■ 表示されている通知アイコンは、ステータスバーを下にドラッグする
と内容を確認できます。

 ●「電話・ファクス・ドアホンからの
お知らせ」をタップすると、内容が
表示されます。内容の表示部分を
タップすると、その対応の操作が 
できます。
 ●「確認」をタップすると、対応が必
要な内容が表示されます。エラー
の詳細については  257 ページ

 ●「通知を消去」をタップすると、
すべての通知が消去されます。
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確認

■■ 電話・ファクス・ドアホンの状態：電話・ファクス・ドアホンの状態を
表示します。

アイコン 機能
ドアホン親機に登録して、電気錠やエアコンなどとの連
携時、各機器の状態を表示します。237	ページ

ドアホン親機に登録して、くらしモードを「外出」や「夜
間」にしたとき、またはカメラ（センサー検知）を「休止」
にしたときに表示します。

呼出音量を「切」に設定したときに表示します。

  ～   ドアホン親機に登録した場合の、ドアホン親機に対する
子機番号を表示します。

ファクスの自動受信を設定しているときに表示します。

呼出音を鳴らさずにファクスを受ける設定をしていると
きに表示します。

「	選んでケータイ」を設定しているときに表示します。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときに
表示します。
非通知の電話やファクスなど、着信拒否を設定している
ときに表示します。

／ 充電台付親機のメモリー残量のめやすを表示します。

  ～   カラーモニター子機の内線番号を表示します。

■■ システムエリア：本機の状態および現在時刻を表示します。
アイコン 機能

通話中や外線保留中に表示します。

スピーカーホンの動作中に表示します。

「ミュート」中に表示します。（自分の声が相手に聞こえ
ないようにします）

次ページへ

各部のなまえとはたらき(続き）
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確認

アイコン 機能
充電台付親機からの電波の強さのめやすを表示します。
（ホームスマートフォンに登録していないときは、圏外に
なります）

 ●アンテナレベル（電波状態表示）

強い 弱い 圏外

この範囲でお使いください。
 ●圏外のときは電波が届いていませんので、親機に近づけ
てください。

ドアホン親機からの電波の強さのめやすを表示します。
（カラーモニター子機をドアホン親機に登録していない
ときは、圏外になります）

 ●アンテナレベル（電波状態表示）

強い 弱い 圏外

この範囲でお使いください。
 ●圏外のときは電波が届いていませんので、親機に近づけ
てください。

無線LANの電波の強さのめやすを表示します。電波が強
いときは、アイコンのすべてが緑色で表示されます。 
ただし、Google アカウントが本機に未登録またはログ
インされていない場合、アイコンの色が白になります。

電池残量を表示します。

液晶ディスプレイの向きについて
カラーモニター子機は、液晶ディスプレイの向き（横・縦）に合わせて、 
自動的に表示方向を切り替えます。
自動で表示方向を切り替えず、固定して使用するときは、  を
押し、「設定」 「表示」 「画面の自動回転」をタップしてチェックを外し
てください。

お知らせ

• アプリケーションや機能によっては、表示方向が固定されているものがあります。

各部のなまえとはたらき(続き）
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確認

前面

メニューキー

お知らせランプ

戻るキー

カメラマイク（送話口）

ホームキー

項目 説明

マイク（送話口） スピーカーホンで話すときに使用する。

カメラ カメラを使うアプリケーションで使用する。

お知らせランプ

新規着信、ファクス受信、留守録音、窓センサー報知など
の際に点滅する。お知らせの内容はステータスバーで確
認してください。� 23�ページ  
ただし、ステータスバーが表示できないことがあります。
�お知らせランプは、ステータスバーを下にドラッグすると
消灯します。

 戻るキー １つ前の画面に戻る。

 ホームキー オリジナルホーム画面に戻る。� �� 28�ページ   

 メニューキー
操作可能なメニューを表示する。
�ロングタッチしてキーボードが表示されたときは、

�を押すと消えます。

各部のなまえとはたらき(続き）
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確認

背面
電源キー 音量キー

タッチペン／タッチペン挿入口

USB端子 (デバイス／Micro-B)

SDメモリーカード
スロット

ACアダプター
差し込み口

スピーカー 
（スピーカーは底面にもあります）

カード／端子ふた

壁掛け用フック

壁掛け用フック

電池カバー

項目 説明

電源キー

電源を入れる／切る。
 ● 本機を操作しないと、節電のため約１分後に「スリープ
（休止）」になります。再度使用する場合は、電源キーを
押してください。 
 （「スリープ（休止）」になるまでの時間を変えることも
できます)  163 ページ   「画面消灯」

音量キー 音量や呼出（着信）音量を変える。  
USB端子

 (デバイス／Micro-B)
パソコンなどに接続する。 125 ページ
（USBケーブルは付属されていません）

SDメモリーカード 
スロット SDメモリーカードを挿入する。 94 ページ

スピーカー スピーカーホン使用中の相手の声、呼出音、留守番電話の
用件、音楽の再生音などが聞こえます。

壁掛け用フック 別売品の壁掛けアダプターで壁掛けできます。詳しくは「準
備・ご使用の前に」の「壁（柱）に掛ける」をお読みください。

カード／端子ふた SDメモリーカードスロットやUSB端子をほこりなどか
ら保護します。

電池カバー 本機を廃棄するとき以外は、絶対に外さない。

タッチペン／ 
タッチペン挿入口

 ●  手書きで文字を入力する。詳しくは「準備・ご使用の前
に」の「文字入力のしかた」をお読みください。
 ●  手書きメモを作成する。 57 ページ

 ● タッチペン使用上のお願い。 60 ページ

各部のなまえとはたらき(続き）



28

準備 ホーム画面について

カラーモニター子機の電源を入れるとホーム画面が表示されます。

アプリケーション
メニュー

設定

 ■ 「設定」画面を呼び出すには

  を押し、「設定」をタップします。

 ● アプリケーションメニューにある「設定」からも選択できます。

アプリケーションメニューについて
 をタップすることで、アプリケーションメニューを切り替えることができます。

項目 説明
電話 電話をかけたり、録音された用件を再生することができます。
ファクス 受信ファクスを確認したり、ファクスを送信することができます。
電話帳 電話帳を表示します。
ブラウザ インターネットのサイトを閲覧することができます。
アプリ一覧 アプリケーションの一覧を表示します。
設定 各種設定画面を表示します。
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準備 ホーム画面について(続き）

ホーム画面を切り替える
ホーム画面は5つ用意されており、左右にフリックすることで切り替える
ことができます。

ホーム画面切り替え
 ● 左右いずれかの「· ·」をタップし、お好みの方向に切り替えることもできます。
 ●「· ·」をロングタッチすると、ホーム画面のサムネイルが表示されます。
サムネイル上のお好みのホームをタップすると、そのホームに移動します。

ホーム画面を変更する
ホーム画面の壁紙をお好きな壁紙に変更したり、アプリケーションなどの
ショートカットをホーム画面に作成して自分だけのホーム画面を作成す
ることができます。

壁紙を変更する

1   を押し、「壁紙」をタップする

2 壁紙の種類をタップする
壁紙の種類 説明

ギャラリー 内蔵メモリーやSDメモリーカードに保存された画像を壁
紙に設定できます。

ライブ壁紙 プリインストールされた数種類の「動く壁紙」が選択でき
ます。また、Google Play ストア からも入手可能です。

壁紙 プリインストールされた数種類の「壁紙」が選択できます。

次ページへ
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準備 ホーム画面について(続き）

3 ■■ギャラリーから壁紙を設定したい場合

1 		アルバムをタップし、壁紙にしたい画像をタップする
2 	オレンジ色の枠をド
ラッグしてお好みの表
示範囲を調整し、「保存」
をタップする
 壁紙が設定されます。
 画像サイズによっては調
整できない場合がありま
す。

	 ■■ライブ壁紙、壁紙から壁紙を設定したい場合

1 		壁紙にしたい画像をタップする
2 	「壁紙に設定」をタップする

お知らせ

•	ホーム画面でアイコンのない部分をロングタッチし、「壁紙」を選んで変更すること
もできます。
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準備 ホーム画面について(続き）

アイテムを追加する
ショートカットやウィジェットなどのアイテムを追加して、お好みのホー
ム画面を作ることができます。

1   を押し、「追加」をタップする

2 アイテムの種類をタップする
アイテムの種類 説明

ショートカット よく使うアプリケーションやウェブサイトなどへのショー
トカットアイコンを作成します。

ウィジェット ホーム画面に簡易的なアプリケーションを配置します。

フォルダ ショートカットを整理するためのフォルダーや、電話帳の
フォルダーなどを作成します。

壁紙 壁紙を変更します。29 ページ   

3 ホーム画面に追加したいアイテムをタップする

お知らせ

• ホーム画面でアイコンのない部分をロングタッチし、「アイテムの種類」 「アイテ
ム」を選んで追加することもできます。

アイテムを移動する

1 移動したいアイテムをロングタッチする
 ● アイテムが一回り大きく表示され、移動できる状態になります。

2 タッチしたまま目的の位置までドラッグし、指を離す
 ● アイテムが移動します。
 ● ショートカットアイコンをフォルダーの上にドラッグして指を離すと、アイコ
ンがフォルダー内に移動します。
 ● フォルダーの種類によっては、ショートカットアイコンをフォルダー内に移動
できない場合もあります。
 ● 既に別のアイテムがある位置へは移動できません。大きいウィジェットは、 
移動先のスペースを空けてから移動してください。
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準備

アイテムを消去する

1 削除したいアイテムを
ロングタッチする
 ● アイテムが一回り大きく表示
され移動できる状態になり、画
面右端に  が表示されます。
 ● ショートカットアイコンは、消
去すると、再表示することはで
きません。122 ページ   「ショー
トカットアイコンのアプリケー
ションについて」をお読みくだ
さい。
 ● アイコンを消したあとにアプリケーションを使うときは、Google Play ストア 
からアプリケーションの検索を行い、ダウンロードしてください。

2 タッチしたまま    の位置までドラッグし、アイテムの色が
赤に変わったら指を離す
 ● アイテムが消去されます。

フォルダーの名前を変更する

1 変更したいフォルダーをタップする
2 フォルダーのタイトルバー

をロングタッチする

3 フォルダー名を入力して
「OK」を選ぶ

ホーム画面について(続き）
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準備 カラーモニター子機の名前を
登録する

お好みで、登録しておくと便利です。
 ● 内線電話でかけた相手のディスプレイに表示されます。
 ● 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナが表
示されます。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「端末の設定」を
タップする

2 「端末の名前」をタップする
3 「名前」と「ﾌﾘｶﾞﾅ」を入力し、
「OK」をタップする

 ● 登録が完了します。
 ● 文字入力の方法については 
「準備・ご使用の前に」の
「文字入力のしかた」をお読み
ください。

4 終わったら、  を押す
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準備 ファクスの名前・電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。

ファクスの名前を登録する
 ● ファクスの名前（印刷用）：相手のファクスに印刷される名前です。
 ● ファクスの名前（表示用）：相手機が当社製ファクスの場合にのみ、ファクス 
 通信時に相手のファクスに表示される名前です。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ファクスの設定」
「ファクスの名前（印刷用/表示用）」をタップする

2 「ファクスの名前（印刷用）」または「ファクスの名前（表示用）」を
タップする

3 「名前」を入力し、「OK」を
タップする
 ●「（印刷用）」は全角15文字／
半角30文字まで、「（表示用）」
は半角のみ16文字まで登録
できます。
 ● 文字入力の方法については「準備・ご使用の前に」の「文字入力のしかた」を
お読みください。

4 終わったら、  を押す

ファクスの電話番号を登録する
 ● ファクスの電話番号：相手のファクスに印刷される電話番号です。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ファクスの設定」
をタップする

2 「ファクスの電話番号」をタップする
3 ファクスの電話番号を入力

し、「OK」をタップする
 ● 20ケタまで登録できます。
 ● 文字入力の方法については「準備・ご使用の前に」の「文字入力のしかた」を
お読みください。

4 終わったら、  を押す
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準備電話 電話をかける／受ける

電話をかける
 電話帳からかけるときは			 52	ページ

1	 ■を押し、「電話」「外線」をタップする

2	 ダイヤルキーをタップし、
電話番号を入力する

3	 話す
 内蔵マイクに向かって50	cm以内で話してください。

4	 終わったら、「切」をタップする

■■ 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、周囲の音により相手の声が途
切れるとき
「ミュート」をタップします。（	 	が表示されます）
 解除するには、「ミュート」をタップします。

お知らせ

•	「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
•	電話番号に184	や186	を付けてかけるとき		111	ページ

「1」「8」「4」（または「1」「8」「6」）「ポーズ」電話番号「外線」をタップする。
かけられないときは		248	ページ

•	 構内交換機に接続しているとき	
外線発信番号「ポーズ」電話番号「外線」をタップする。

•	「外線」を押してダイヤル中にポーズを入れるとき、「ポーズ」をタップする。
•	ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき	
相手につながったあと、「 」をタップする。

•	表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。	
(例)

		電話
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準備電話 電話をかける／受ける（続き）

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）
 ● 10件まで記憶します。

1  を押し、「電話」 「再ダイヤルを使う」をタップする

2 かける相手をタップする
 ● 上下にフリックすると、続き
を表示できます。

3 「電話をかける」をタップする
 ● 電話がかかります。

電話を受ける

1 外線着信中に、「外線」を
タップする
 ● 電話に出ても「ポーポー」音や
無音のときは、ファクスが送
られてきています。68 ページ

2 話す
3 終わったら、「切」をタップする

お知らせ

• ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、相手の電話番号が表示され
ます。電話帳に登録していると、相手の名前も表示されます。110 ページ   
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準備電話 通話中の機能

通話中にスピーカー音量を変えたり、保留やキャッチホンを受けることが
できます。また、自分の声の音質を変えることもできます。

スピーカー音量を変える

1 通話中に  または  を押す
 ● 本機上部のキー、「+」（音量大）または「ー」（音量小）を押して音量を変えるこ
ともできます。
 ● 7段階までの調節ができます。

相手に待ってもらう (保留 )
1 通話中に「保留」をタップする

 ● 保留中は相手に保留メロディ
が流れます。
 ● 保留メロディを変更すること
ができます  171 ページ   

2 通話に戻るときは、「外線」を
タップする

お知らせ

• 保留状態のまま10分経過した場合は、自動的に通話が切れます。
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準備電話 通話中の機能（続き）

キャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要 )

1 通話中にキャッチホン信号が聞こえたときは、  を押す

 ● メニューが表示されます。

2 メニューの中から、
「キャッチ」をタップする

 ● 再度  を押して「キャッチ」
をタップすると元の相手との
通話に戻ります。
 ● キャッチホンでファクスが来
たときは  下記 、元の相手
との通話が切れます。

ファクスを受ける
 ● 詳しくは  68 ページ

1 通話後、または「ポーポー」音や無音のときは、  を押す
 ● メニューが表示されます。

2 メニューの中から、
「ファクス受信」をタップする

 ● ファクスを受信します。
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準備電話 通話中の機能（続き）

自分の声を低く変える (ボイスチェンジ )

1  を押す
 ● メニューが表示されます。

2 メニューの中から、
「ボイスチェンジ」を 
タップする

3 「はい」をタップする
 ● 通話が終わると、ボイスチェンジは解除されます。

 ● 通話中にボイスチェンジの解除をする場合は、  を押し、
「ボイスチェンジ」 「はい」の順にタップしてください。

お知らせ

• 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。
• 電話をかけたとき
• 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中
• 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき  180 ページ

• 内線電話中
• 3者通話中
• 録音中
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準備電話 内線電話をかける／受ける

カラーモニター子機から別の子機にかける
本機から別の子機を呼び出すことができます。

または
プルル
  プルル

プルル
  プルル

1  を押し、「電話」をタップする

2 1    をタップする

 ■呼び出し先が複数あるとき

2  続けて相手をタップする
 ● 一斉に呼び出すときは、「一斉呼出」をタップします。

3 相手が出たら、話す
4 終わったら、「切」をタップする

呼び出し側のカラーモニター子機の名前を表示
（カラーモニター子機での事前登録が必要です。  33 ページ ）
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準備電話 内線電話をかける／受ける（続き）

内線電話を受ける
別の子機からの内線電話に応答します。

または
プルル
  プルル

1 呼出音が鳴ったら「内線」をタップし、話す
2 終わったら、「切」をタップする

 ■ 内線電話中に電話がかかってきたら

 ● 呼出音（ベル1 176 ページ   ）が聞こえます。
「外線」をタップすると外線につながります。

 ■ 「内線呼出」が「音声」に設定されているときは 
（設定は「機能一覧」  172 ページ   ）

 ● ＜呼び出すとき＞ 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、相手に 
  呼びかけてください。
 ● ＜受けるとき＞ 内線相手の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから 
  相手の声を聞くことができます。 
  「内線」をタップして話してください。

呼び出し側の子機の名前を表示
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準備電話 電話をまわす／3者通話にする

カラーモニター子機から別の子機にまわす／3者通話にする
保留した外線を内線で別の子機に転送したり、3人で話すことができます。

1 通話中に「保留」をタップする
 ● 相手に曲が流れます。
 ● 保留状態のまま10分を経過すると、自動的に電話は切れます。

2 1    をタップする

 ■呼び出し先が複数あるとき

2  続けて相手をタップする
 ● 一斉に呼び出すときは、「一斉呼出」をタップします。

3 相手が出たら、まわす（または3人で話す）ことを伝える
 ● 相手が出ないときは、「外線」をタップすると通話に戻ります。

4  ■電話をまわすとき

1  「切」をタップする
 ■外の相手と別の子機と、3人で話すとき（3者通話）

1  「3者通話」をタップする

 ■ まわす相手が近くにいるとき
 ● ＜カラーモニター子機＞  をタップする まわしたい相手に声をかける
 ● ＜相手の子機＞電話に出る操作を行う

お知らせ

• ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除 
されます。

• 「内線呼出」が「音声」に設定されているときは  41 ページ   
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準備電話 通話を録音する

外線の通話内容を録音することができます。

1 外線通話中に「録音」を
タップする

2 「はい」をタップする
 ● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が開始されます。
 ●「いいえ」をタップすると、メッセージが流れずに録音が開始されます。
 ● メモリーがいっぱいの場合、録音ができません。外線通話状態に戻ります。

3 録音をやめるには「録音停止」をタップする
 ●「切」をタップすると、録音、通話ともに終了します。
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準備電話 迷惑な電話をお断りする（通話拒否）

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話
を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴ら
して、来客があったようにすることもできます。	
ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあ
と、今後、電話を受けないようにすることができます。

着信中に、メッセージを流して通話を拒否する

1� 外線着信中に「通話拒否」を
タップする
 相手にメッセージ⑭
178	ページ   が2回流れます。

 メッセージ中は、スピーカー
からメッセージと相手の声を
聞くことができます。

2�「電話を切る」をタップ
する
 メッセージ終了後、電話が切
れます。
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準備電話 迷惑な電話をお断りする（通話拒否）（続き）

通話中に拒否する

1� 通話中に「通話拒否」を
タップする

2 ■■メッセージを流して通話を拒否する場合

1 �「音声を流して切る」を
タップする
 相手にメッセージ⑭
178	ページ   が2回流れ、
電話が切れます。
 メッセージ中は、スピー
カーからメッセージと相
手の声を聞くことができ
ます。

2 ■「電話を切る」をタップ
する
 メッセージ終了後、電話
が切れます。

次ページへ
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準備電話 迷惑な電話をお断りする（通話拒否）（続き）

■■チャイムを鳴らして通話を拒否する場合

1 �「ピンポーンを鳴らす」を
タップする
 相手にチャイムが聞こえ
ます。（電話は切れません）

2 �来客があったことにして電話を切る
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準備電話

迷惑な電話を受けないようにする
ナンバー・ディスプレイサービス（契約が必要）を利用しているときは、 
通話拒否したあと、次回から電話を受けないようにすることができます。

 ● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、相手に流れる 
メッセージが下記のように自動的に切り替わります。
 ‒ 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき

電話番号を通知してきた相手には … メッセージ ⑭  178 ページ

非通知の相手には …………………… メッセージ ⑩  178 ページ

公衆電話の相手には ………………… メッセージ ⑪  178 ページ

表示圏外の相手には ………………… メッセージ ⑫  178 ページ

 ‒ 通話中に通話拒否をしたとき ………… メッセージ ⑭  178 ページ

 ■ 通話拒否した電話を次回から受けないようにするには
 ◆ 通話拒否中に「迷惑拒否設定」または「着信拒否設定」を
タップします。
 ‒ 電話番号を通知してきたとき …………  相手が「迷惑電話着信拒否」に

設定されます。
 ‒ 非通知のとき ……………………………  「非通知着信」が「拒否する」に

設定されます。
 ‒ 公衆電話のとき …………………………  「公衆電話着信」が「拒否する」に

設定されます。
 ‒ 表示圏外のとき …………………………  「表示圏外着信」が「拒否する」に

設定されます。

 ■ メッセージを中止し、電話に出るには
 ◆「電話に出る」をタップします。

お知らせ

• メッセージ中はスピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことが 
できます。音量を変えるには  37 ページ   

• 電話をかけたとき、キャッチホンを受けたとき、内線電話中は、この機能は使えませ
ん。

迷惑な電話をお断りする（通話拒否）（続き）
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準備電話 相手の声を確認して電話に出る
（あんしん応答）

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手
の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

1 外線着信中に、「あんしん応
答」をタップする
 ●「メッセージ１」（メッセージ ⑮
178 ページ ）が相手に流れます。
「メッセージ2」（メッセージ ⑯
178 ページ ）に変更することも
できます。172 ページ   

2 スピーカーから相手の声を聞く
3  ■電話に出るとき

1  「電話に出る」をタップ
する
 ● 外線通話ができます。

 ■電話を切るとき

1  「電話を切る」をタップ
する
 ● 外線通話が切れます。

次ページへ
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準備電話 相手の声を確認して電話に出る 
（あんしん応答）（続き）

 ■お断りのメッセージを流して切るとき

1  「音声を流して切る」を
タップする
 ● メッセージ ⑭
178 ページ   が相手に流れ、
電話が切れます。

 ■もう一度名前を尋ねるメッセージを流すとき

1  「音声を再度流す」を
タップする

お知らせ

• メッセージ中はスピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことが 
できます。

• 「あんしん応答」をタップしたあと、約40秒間操作しないと、電話が切れます。
• あんしん応答メッセージ中に「ポーポー」音が聞こえたあと、「ファクスを受信しま
す」と聞こえたときは、自動的にファクスの受信が開始されます。  68 ページ   

• 内線電話中は、あんしん応答は使えません。
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電話帳

電話帳に登録する
電話帳に名前、電話番号、メールアドレスなどを登録することができます。

新規に登録する

1  を押し、「電話帳」をタッ
プする
 ● 電話帳の一覧が表示されます。

2  をタップする
 ● Google アカウントを複数お
持ちの場合は、続けてアカウン
トを選択してください。

3 必要な項目を入力する

次ページへ

電話帳
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電話帳 電話帳（続き）

項目 説明

（画像） 保存済みの画像から画像を登録します。

姓 姓を登録します。
名 名を登録します。

姓のふりがな
姓のふりがなを登録します。
◆「姓」を入力しても、ふりがなは自動的に入力されません。 
検索に必要ですので、入力してください。

名のふりがな
名のふりがなを登録します。
◆「名」を入力しても、ふりがなは自動的に入力されません。 
検索に必要ですので、入力してください。

電話番号 電話番号を登録します。
メール メールアドレスを登録します。
住所 住所を登録します。
所属 会社／役職を登録します。
その他 メモ／ニックネーム／ウェブサイトを登録します。

    または    をタップすると項目を追加したり削除することができます。

 ● 登録をする項目によっては、種別を選ぶことができます。入力欄横のアイコン
をタップし、種別を選んでください。
 ● 画面を上下にフリックすることで、一覧画面をスクロールすることができます。
 ● 文字入力の方法については「準備・ご使用の前に」の「文字入力のしかた」を
お読みください。

4 「完了」をタップする

5 終わったら、  を押す

 ■ 再ダイヤルから新規登録するとき

 ●  を押し、「電話」 「再ダイヤルを使う」をタップする 相手をロングタッ
チする 「電話帳に新規登録」をタップする 上記の手順 3 からの操作を行
います。

 ■ 再ダイヤルから登録している相手に追加登録するとき

 ●  を押し、「電話」 「再ダイヤルを使う」をタップする 相手をロングタッ
チする 「電話帳に追加登録」をタップする 追加する電話帳の相手をタップ
する 上記の手順 3 からの操作を行います。
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電話帳 電話帳（続き）

電話帳を使う

1  を押し、「電話帳」をタップする
 ● 電話帳の一覧が表示されます。

2 相手を検索する

 ■すべてから検索するとき

1  画面を上下にフリックする
 ■ふりがなで検索するとき

1  「電話帳を検索」をタップし、ふりがなを入力する
 ● 1文字入力するごとに、候補が限定されます。
 ● 候補が多いときは、画面を上下にフリックして探します。

3 電話帳を使う

 ■電話をかけたり、メールを送ったりするとき

1  相手をタップする
2  操作する項目をタップする

 ●「自宅に発信」は、電話をかけます。
 ●「自宅にメール」は、メールの作成画面になります。
（メールの設定が必要です）
 ● 登録している項目により操作できる内容が表示されます。

 ■詳細を見たり、その他の機能を使うとき

1  相手先をロングタッチする
2  項目をタップする

次ページへ
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電話帳 電話帳（続き）

項目 説明
発信 電話をかけたり、ファクス送信やメール送信ができます。

電話帳詳細 電話帳の詳細を表示します。54 ページ   
修正 既に登録されている電話帳を修正します。下記

転送
電話帳を別の子機に転送します。55 ページ   

 電話帳を一括で転送する場合は、一覧画面で  を
押し、「転送」をタップします。

消去
電話帳を消去します。下記

 電話帳を一括で消去する場合は、一覧画面で  を
押し、「全消去」をタップします。

 ■ 電話帳の検索をやめるとき

 ホーム画面に戻るまで  を繰り返し押します。

 ■ 登録済みの電話帳を他のアカウントにコピーするには

 一覧画面で  を押し、「コピー」をタップ「コピー元のアカウント」を選ん
でタップ「コピー先のアカウント」を選んでタップ「はい」をタップします。

 ■ 登録済みの相手先を修正するには
 修正する相手先をロングタッチ「修正」をタップ修正したい項目をタッ
プ修正したい内容に修正「完了」をタップします。

 ■ 選んだ相手先を消去するには
 消去する相手先をロングタッチ「消去」をタップ「はい」をタップします。

お知らせ

• 電話帳を他のアカウントからコピーすると、すべての相手先がコピー先に追加されま
す。連絡先の一覧では、すべてのアカウントの内容を表示するため、電話帳コピーを行
うと、コピー元のアカウントとコピー先のアカウントの2つの相手先が表示されます。
「電話帳詳細」で相手先の詳細を確認し、不要であれば以下の手順で削除してください。
「電話帳」相手先をロングタッチ「消去」「はい」をタップします。

• 登録済みの電話帳を他のアカウントにコピー時に、コピー元のアカウントで「本体」と
表示されますが、アカウントに属さない電話帳のことです。 
「電話帳詳細」で「端末のみ（非同期）からの電話帳データ」と表示されます。

• 電話帳を他のアカウントからコピーすると、コピー元のアカウントで使用されたメー
ルアドレスなどが電話帳として追加表示されることがあります。

• 姓や名が空白の場合は、同期時に姓や名のふりがなが消去されます。
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電話帳

■■ 電話帳詳細画面の見かた

④

③

②①

① 画像
保存済みの画像から画像を登録し

ます。
② 姓名

③ 姓名のふりがな
④ 電話番号

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明

修正
電話帳を修正します。 
修正したい項目をタップ修正したい内容に修正

「完了」をタップします。
転送 表示している電話帳を別の子機に転送します。
消去 表示している電話帳を消去します。

お知らせ

• 電話発信やメール送信のアプリケーションが複数ある場合は、使用するアプリケー
ションをタップしてください。常に同じアプリケーションから操作する場合は「常に
この操作で使用する」にチェックを入れてください。

電話帳（続き）
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電話帳 電話帳を転送する

別の子機へ転送する
本機に登録されている電話帳の登録情報を別の子機に転送します。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「端末の設定」の
順にタップする

2 「電話帳転送」をタップする
 ● 画面を上下にフリックすることで、一覧画面をスクロールすることができます。
 ● 子機が増設されていないとき、電話帳にデータがないときには子機は 
表示されません。

3 転送先の子機をタップする
4  ■個別に転送する場合

1  「個別」をタップする
2  電話帳から転送するデータをタップする
3  「はい」をタップする

 ● 転送が開始されます。
 ● 転送が完了するとメッ
セージが表示されます。

 ■全件を一斉に転送する場合

1  「一斉」をタップする
2  「はい」をタップする

 ● 転送が開始されます。
 ● 転送が完了するとメッ
セージとともに、転送件
数が表示されます。
 ● 転送途中で子機の電話帳
がいっぱいになった場合
は、完了した件数が表示
されます。
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電話帳 電話帳を転送する（続き）

お知らせ

• 電話番号が登録されていない場合は転送しません。
• 転送先に名前、ふりがな、電話番号の完全一致するものがある場合は上書き保存され

ます。
• 同一の名前、ふりがなの登録内容に電話番号が複数件ある場合、電話番号の件数が 

転送件数となります。
• 全件を一斉に転送するときは、表示される順に転送されます。（多いと時間がかかり

ます）
• 転送するときは、お互いの子機を充電台付親機の近くに持ってきてください。
• 転送できるのは下記のみで、画像やメールアドレスなどは転送できません。 

　姓、名、姓のふりがな、名のふりがな、電話番号
• 姓と名は、合わせて全角10 文字まで転送できます。 

ただし、姓と名の間に自動的に挿入される半角スペースを含みます。
• 姓と名のふりがなは、合わせて半角12 文字まで転送できます。 

コードレス子機に転送すると、ひらがなは半角カタカナに変換されます。 
ただし、姓と名の間に自動的に挿入される半角スペースを含みます。

• 電話番号は、24 ケタまで転送できます。
• 「①」「㈱」「Ⅱ」などの転送できない文字があります。転送できない文字が含まれてい

る姓や名は、転送できません。
• 姓・名と電話番号を登録し、ふりがなを登録していない電話帳の場合、ふりがなに電

話番号を入れて転送します。 
また、ふりがなが半角カタカナに変換できなかった場合も、電話番号を入れて転送し
ます。
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ファクス 手書きメモを作成する

手書きメモを作成し、保存する
タッチパネルでメモを手書きすることができます。

 ● 手書きメモは、充電台付親機に接続できるときのみ使用できます。
 ● ホーム画面に「手書き」のアイコン（ショートカット）があります。（お買い上げ時）
「手書き」をタップし、手順3からの操作を行うこともできます。

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「手書き」をタップする
 ● 編集中に着信があった場合や  を押して自動保存された未完成のデータ
がある場合は、そのデータが表示されます。 
その場合は、手順 4 に進んでください。

3 「新しく書く」をタップする
 ● SDメモリーカード、本体メモ
リーに保存できない場合は選
択できません。

4 タッチパネルにタッチペン
で手書きする
 ● 手書き中にできることは 
59 ページ   

 ● タッチペン使用上のお願いは
60 ページ   

次ページへ



58

ファクス 手書きメモを作成する（続き）

5  を押し、「保存」をタップ
する
 ● 作成を中止する場合は「中止」
をタップします。

6  「はい」をタップする
 ● 名前を登録しない場合は、「いいえ」を選び、手順8へ進みます。
一覧には、「手書きメモ」と表示されます。

7 名前を入力し、「OK」を
タップする
 ● 文字入力の方法については 
「準備・ご使用の前に」の
「文字入力のしかた」をお読みく
ださい。
 ● 名前は最大半角16文字、全角
8文字まで入力可能です。
 ● 既に登録している名前を変更する場合は、名前を再入力し、「OK」をタップし
ます。

8  保存先をタップする
 ● 一覧が表示されます。
 ● 親機に保存する場合は「親機
に保存する」を、SDメモリー
カードに保存する場合は「SD
に保存する」をタップします。
 ● 手書きメモを一覧から選んで
編集し保存したときは、「編集
前の手書きデータを消去しま
すか？」が表示されます。
消去するときは「はい」、
残すときは「いいえ」をタップ
してください。

9  終わったら、  を押す
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ファクス

 ■ 手書き中にできること

項目 説明

▲▼◀▶
画面をスクロールすることができます。
 ● 画面の端になるとスクロールしません。
 ● 手書きメモはA4（タテ）サイズで作成されます。

ペン切替
太い 太い線を書くことができます。
細い 細い線を書くことができます。

消しゴム切替
太い 広い範囲で消すことができます。
細い 狭い範囲で消すことができます。

取り消し
直前の動作(ペン描画および消しゴムでの消去)を取り
消します。

やり直し 「取り消し」で取り消した直前の内容を元に戻します。
クリア 前回保存した内容以降に編集した内容が取り消されます。
プレビュー 手書きメモの仕上がりを確認することができます。

お知らせ

• 通話中などで充電台付親機を使用中のときは、手書きメモの作成や表示はできません。

手書きメモを作成する（続き）
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ファクス

タッチペン使用上のお願い
手書きするときは、タッチペン以外のものがタッチパネルに触れないよう
にしてください。

 ■ 正しい例

タッチパネル

 ■ 悪い例

 ● タッチペン以外が、先にタッチパネルに触れ
ていると、タッチペンで手書きできません。
 ● タッチペン以外の指などでも、タッチパネル
に触れていると意図せず手書きされます。

タッチパネル

手書きメモを作成する（続き）
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ファクス 手書きメモを見る・使う

保存した手書きメモは、編集や消去、SDメモリーカードへの保存ができま
す。また、ファクス送信したり、メール送信することもできます。

 ● 手書きメモは、充電台付親機に接続できるときのみ使用できます。

手書きメモを見る／表示中にできること

 ● ホーム画面に「手書き」のアイコン（ショートカット）があります。（お買い上げ時） 
「手書き」をタップし、手順3からの操作を行うこともできます。

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「手書き」をタップする
 ● 親機に保存されている件数「親機 ｘｘ件」が表示されます。
SDメモリーカードが挿入されているときは、SDメモリーカードに保存され
ている件数「SD ｘｘ件」も表示されます。

3 「一覧を見る」をタップする
4 表示したいデータをタップする

 ● 画面を上下にフリックすることで、一覧画面をスクロールすることができます。
 ●「親機の手書きメモ」タブをタップすると内蔵メモリーに保存したデータが
表示されます。
 ●「SDの手書きメモ」タブをタップするとSDメモリーカードに保存したデータ
が表示されます。SDメモリーカードが挿入されていない場合は「SDの手書
きメモ」は表示されません。
 ● お買い上げ時、本体のファクスメモリーに素材データが10件保存されていま
す。消去した素材データを戻すには 177 ページ  「手書き素材データ登録」

5 手書きメモを見る
 ● 拡大・縮小するにはピンチします。 
2本の指でタッチしたまま広げる（ピンチアウト）と拡大し、 
つまむ（ピンチイン）と画面を縮小します。
 ● 表示されていない部分を見るには、フリックします。

6 終わったら、  を押す

次ページへ
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ファクス 手書きメモを見る・使う（続き）

 ■ 手書きメモを表示中にできること

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明

回転
「左に回転」をタップすると、左に90度回転します。
「右に回転」をタップすると、右に90度回転します。

ファクス送信
表示している手書きメモをファクス送信します。
 ● 64 ページ 「手書きメモをファクスで送る」の手順5からの
操作を行ってください。

メール送信

手書きメモが添付された状態で、メールのアプリケーションが
起動します。
 ● あらかじめメールの設定が必要です。
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続
しておいてください。

編集

手書きメモを編集します。
 ● 操作は、57 ページ 「手書きメモを作成する」をお読みくだ
さい。
 ● 保存の操作中に「編集前の手書きデータを消去しますか？」
が表示されます。消去するときは「はい」、残すときは「いい
え」をタップしてください。

消去
手書きメモを消去します。 
消去するときは「はい」をタップします。

ページ印刷

手書きメモを無線LAN接続したセイコーエプソン株式会社製
の「Epson iPrint」対応プリンターで印刷できます。
 ●「Epson iPrint」は「ショートカットアイコンのアプリケー
ションについて」をお読みください。122 ページ

 ● 本機を無線LAN接続しておく。150 ページ
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ファクス 手書きメモを見る・使う（続き）

充電台付親機に保存されている手書きメモをSDメモリーカードに保存する

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「手書き」をタップする
3 「一覧を見る」をタップする
4  ■個別に保存する場合

1   一覧から保存する手書きメモをロングタッチする
2   「SDへ保存する」 「はい」をタップする
 ■ SDメモリーカードに未保存の手書きメモをすべて保存するとき

1     を押し、「SD全保存」をタップする

2   「はい」をタップする
5 保存が終わったら、  を押す

手書きメモを消去する

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「手書き」をタップする
3 「一覧を見る」をタップする
4 「親機の手書きメモ」または「SDの手書きメモ」をタップする

 ● 充電台付親機に保存されている手書きメモは「親機の手書きメモ」、
SDメモリーカードは「SDの手書きメモ」をタップします。

5  ■個別に消去するとき

1   消去する手書きメモをタップする
2    を押し、「消去」をタップする

 ■すべて消去するとき

1     を押し、「全消去」をタップする

6 メッセージを確認して「はい」をタップする
 ● 消去しないときは「いいえ」をタップします。

7 消去が終わったら、  を押す
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ファクス 手書きメモをファクスで送る

1	 ■を押し、「ファクス」をタップする

2	「手書きメモを送る」をタップする
 手書きメモの一覧が表示されます。

3	 送信したいデータをタップする

4	 ■を押し、「ファクス送信」
をタップする

5 ■■ダイヤルして送るとき

1 		ファクス番号を入力し、
「ファクス送信開始」を
タップする
 ファクス送信が開始され
ます。

■■電話帳から送るとき

1 		「電話帳」をタップする
2 		ファクス送信したい相手をタップし、発信先をタップする

 連絡先を検索するには■ 52	ページ ■手順	２

3 		「ファクス送信開始」をタップする
 ファクス送信が開始されます。

次ページへ
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ファクス 手書きメモをファクスで送る（続き）

（手順	5 の続き）

■■再ダイヤルで送るとき

1 		「再ダイヤル」をタップする
2 		ファクス送信したい相手をタップし、「電話をかける」をタップする
3 		「ファクス送信開始」を
タップする
 ファクス送信が開始され
ます。

■■着信履歴から送るとき

1 		「着信履歴」をタップ
する

2 		ファクス送信したい相手をタップし、「電話をかける」をタップする
3 		「ファクス送信開始」を
タップする
 ファクス送信が開始され
ます。

次ページへ
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ファクス

■■ 「送信できませんでした」が表示されて海外へ送れないときは

「海外送信」を「1回」にしてから再度ファクス送信を行ってください。
174	ページ

 送信時間は通常の約2倍かかります。
 送信後、「海外送信」の設定が自動的に「なし」(解除)になります。

お願い

•	間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送
信してください。

お知らせ

•	ファクス送信中に充電台付親機との接続が切断されるなど圏外になった場合でも、
ファクスの送信は継続されます。

•	送信終了後はお知らせランプが点滅します。ステータスバーを下にドラッグし、お知
らせを確認してください。

•	親機のファクスメモリーがいっぱいの場合、手書きメモを送信できません。

■■ ファクス送信のお知らせを確認するには

1	 ステータスバーを下にド
ラッグし、「電話・ファクス・
ドアホンからのお知らせ」を
タップする

2	「ファクスをXX枚送信しま
した」をタップする
 通信レポートを表示します。
 ファクス送信時にエラーが発
生した場合は、「ファクスを送
信できませんでした」が表示さ
れます。

手書きメモをファクスで送る（続き）
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ファクス スキャンデータをファクスで送る

無線LAN接続したセイコーエプソン株式会社製の「Epson	iPrint」対応プ
リンターで原稿をスキャンし、本機からファクス送信することができます。

「Epson	iPrint」を使うには、アプリケーションのインストールが必要です。	
ショートカットアイコンの「Epson	iPrint」をタップしてダウンロードとインス
トールを行ってください。■122	ページ ■

準備

 対応プリンターの電源を入れて無線LANに接続しておく。
 本機を無線LAN接続しておく。■150	ページ ■
「Epson	iPrint」を起動し、スキャナーの選択で、スキャンに使う対応プリ
ンターを選択しておく。

1� ■を押し、「ファクス」をタップする

2�「スキャンデータを送る」をタップする

3�「文字」または「写真」をタップする

4� スキャンしたい原稿をスキャナーに置き、「OK」をタップする
「Epson	iPrint」の画面に切り替わります。

5� 画面の指示に従って、スキャンの操作を行う

6� スキャンした画像が表示されたら、保存の操作を行う
 スキャンした画像が本機に取り込まれます。

7� 画像が表示されたら、 ■を押し、「ファクス送信」をタップする

8� ファクス番号を入力し、「ファクス送信開始」をタップする
 電話帳、再ダイヤル、着信履歴で送るときは、■ 64	ページ ■手順5の操作を行っ
てください。

お知らせ

•	「Canon	EPP」	(Easy-PhotoPrint)	■122	ページ ■■でスキャンしてファクス送信するこ
とはできません。
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ファクス ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける

1 呼出音が鳴ったら、「外線」を
タップする
 ● 着信時の表示は設定によって
異なります。

2 通話後、または「ポーポー」
音や無音のときは、  を押
し、「ファクス受信」をタップ
する
 ● ファクス受信が開始されます。
受信中に受信を中止するとき
は、「中止」をタップしてくだ
さい。
 ● 電話に出たときに相手から「ポーポー」音が聞こえたときは、「ファクスを受信
します…」と聞こえ、そのままで受信します。（ファクス親切受信)

お知らせ
• 7 ～ 8回以上呼出音が鳴った以降に電話を受けて「ファクス受信」をタップしても、
ファクスを受信できないことがあります。

• 充電台付親機のファクスメモリーがいっぱいになっていると、ファクスは受信でき
ません。また、写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。
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ファクス

 ■ ファクス受信のお知らせを確認するには

1 ステータスバーを下にド
ラッグし、「電話・ファクス・
ドアホンからのお知らせ」を
タップする

2 「ファクスが届いてます」を
タップする
 ● 受信したファクス一覧を表示
します。
 ● ファクス受信時にエラーが発
生した場合は、「ファクスの受
信を中止しました」が表示され
ます。

ファクスを電話に出て受ける（続き）
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ファクス

在宅時、電話に出られなくても自動で受ける

準備
 ● ファクス自動受信の設定をする。下記
 ● 留守解除（  ）のときに働きます。

ファクスや電話がかかってくると、呼出音が3回鳴る
 ● 呼出回数を5回に設定することもできます。「在宅呼出回数を5回に 
するとき」  下記

充電台付親機が応答して呼出音が再度鳴り出す

 ● 回線がつながって、ここから相手に通話料金がかかります。※

相手には呼出音が流れます。

 ■電話のとき
  再度鳴り出した呼出音が６回鳴ったあと、

メッセージ ①  178 ページ   が相手に流れ、電話が切れる

 ■ファクスのとき
  自動的に受信する

※再度鳴り出した呼出音が鳴っている間も、相手に通話料金がかかっています。
 ● 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。68 ページ

 ■ ファクス自動受信の設定をする
ステータスバーを下にドラッグすると表示される「電話・ファクス・ドアホンの状態」
に「自動受信」が表示されていないときは、ファクスの自動受信が必要です。

 ◆  を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ファクスの設定」
「自動受信」 「する」をタップする  を押す
 ◆ 自動受信に設定すると、ステータスバーを下にドラッグすると表示される
「電話・ファクス・ドアホンの状態」に「自動受信」と表示されます。
 ■ 在宅呼出回数を5回にするとき
 ◆  を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ファクスの設定」
「在宅呼出回数」 「5回」をタップする  を押す
 ◆「3回」または「5回」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。

次ページへ

ファクスを自動で受ける
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ファクス ファクスを自動で受ける(続き)

留守のときなど自動で受ける
準備  ● 留守セット（  ）のときに働きます。

ファクスや電話がかかってくると、呼出音が4回鳴る
 ● 呼出回数を変えることもできます。 
「留守呼出回数を設定する」  86 ページ

応答メッセージが流れる

 ● ファクスのときは相手の送信のしかたによって流れないことがあります。

 ■電話のとき
  用件を録音する
 ■ファクスのとき

  自動的に受信する
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ファクス

在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける（無鳴動受信）

設定しておけば、留守解除（  ）のときに働きます。

ファクスや電話がかかってくると、 
呼出音が鳴らずに充電台付親機が応答する

 ● 回線がつながって、ここから相手に通話料金がかかります。※

 ■ファクスのとき
 ● 自動的に受信します。

 ■電話のとき
 ● 約7秒後に呼出音が鳴り始め、6回鳴ったあと、 
メッセージ①  178 ページ   が相手に流れ、電話が切れます。

※　呼出音が鳴っていなくても、相手に通話料金がかかっています。

無鳴動受信に設定する

1   を押し、「設定」「電話とファクス」「ファクスの設定」
「無鳴動受信」をタップする

2 「▼」をタップする

次ページへ

ファクスを自動で受ける(続き)
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ファクス ファクスを自動で受ける(続き)

3  ■常に鳴らさないとき

1   「常にする」をタップす
る

 ■指定した時間帯のみ鳴らさないとき

1   「タイマー (時刻設定)」をタップする
2   開始時刻および
終了時刻を「開始時刻」、
「終了時刻」の「＋」「－」
をタップし調整する

 ■無鳴動受信を設定しないとき

1   「しない」をタップする
4 「OK」をタップする

 ●「登録しました」が表示され、設定が保存されます。

5  終わったら、  を押す

お知らせ
• 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。

 ‒ 留守セット（  ）のとき
 ‒ 本体のファクスメモリーがいっぱいのとき。
 ‒ 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。
（再呼出音が鳴ります）
 ‒ IP 電話などからかかってきたとき。（相手の回線や接続機器によっては、鳴るこ
とがあります）
 ‒ 並列接続  180 ページ   した電話機の呼出音。（本機が応答すると呼出音は止まります）
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ファクス 受信したファクスを見る・使う

受信したファクスは、手書きメモを追加したり、ファクスやメールで転送す
ることもできます。また、消去やSDメモリーカードへの保存もできます。
 ● 受信したファクスのSDメモリーカードへの保存のしかたは 98 ページ   

受信したファクスを見る／表示中にできること

1  を押し、「ファクス」をタップする
 ● 親機に保存されている未読のファクス件数「親機：ｘｘ件」が表示されます。
SDメモリーカードが挿入されているときは、SDメモリーカードに保存され
ている未読のファクス件数「SD：ｘｘ件」も表示されます。

2 「受信ファクス」をタップする
 ● 受信したファクス一覧画面を表示します。

3 表示したいファクスを
タップする
 ● 画面を上下にフリックするこ
とで、一覧画面をスクロール
することができます。
 ●「親機ファクスを見る」タブを
タップすると充電台付親機メ
モリーに保存したデータが表
示されます。
 ●「SDファクスを見る」タブをタップするとSDメモリーカードに保存した
データが表示されます。SDメモリーカードが挿入されていない場合は「SD 
の一覧」は表示されません。

4 ファクスを見る

 ■ 拡大・縮小するにはピンチする
 ● 2本の指でタッチしたまま広げる（ピンチアウト）と拡大し、 
つまむ（ピンチイン）と画面を縮小します。

 ■ 表示されていない部分を見るにはフリックする
 ■ 2ページ以上のときに続きのページを見るには、見ているページ全体が表示
されている状態で左右にフリックする
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ファクス 受信したファクスを見る・使う（続き）

 ■ ファクスを表示中にできること

 を押すとメニュー画面が表示されます。

 ● ファクスの画像がページ全体に表示されているときに画面を左右にフリックする
と前後のページへ表示が切り替わります。

項目 説明

詳細

受信したファクスの情報を表示します。
76 ページ   「ファクス詳細画面の見かた」

戻るときは、  を押します。
 ● メモリーがいっぱいになり受信を中断したファクスは、
ファクス詳細画面で    を押すと「お知らせ」が表示され
ますので、「お知らせ」をタップして確認できます。

回転
「左に回転」をタップすると左に90度回転します。
「右に回転」をタップすると右に90度回転します。

手書き
受信したファクスに加筆します。
 ● 操作は、57 ページ   「手書きメモを作成する」をお読みくだ
さい。

ファクス送信
ファクスを転送します。
 ● 78 ページ   「受信したファクスをファクス転送する」の
手順5からの操作を行ってください。

メール送信

ファクスが添付された状態で、メールのアプリケーションが起
動します。
 ● あらかじめメールの設定が必要です。
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続
しておいてください。

その他

「現在のページ印刷」をタップすると、無線LAN接続したセイ
コーエプソン株式会社製の「Epson iPrint」対応プリンターで
表示しているページを印刷できます。
 ●「Epson iPrint」は「ショートカットアイコンのアプリケー
ションについて」をお読みください。  122 ページ   
 ● 本機を無線LAN接続しておく。  150 ページ   
 ● このメニューから全ページ消去やSDメモリーカードへの
保存もできます。



76

ファクス

 ■ ファクス詳細画面の見かた

② ③

④
⑥
⑦

⑤

①

① SDメモリーカードへの保存状況
◆SDメモリーカードに保存されていないファクスの場合「（未保存）」が表
示されます。

② ファクスの表示順（新しい順） 
③ 親機のファクスメモリーに記憶しているファクスの件数
④ 受信した日付／曜日／時刻
⑤ 受信したファクスの枚数
◆本体のファクスメモリー使用量の多いファクス（写真や新聞など）の場合、
「♦」を表示します。
⑥ 相手の名前
◆表示できない場合は空白となります。
⑦ 相手の電話番号
◆表示できない場合は空白となります。

受信したファクスを消去する

1  を押し、「ファクス」をタップする

2 「受信ファクス」をタップする
 ● 受信したファクス一覧画面を表示します。

3 「親機ファクスを見る」または「SDファクスを見る」をタップする
 ● 充電台付親機に保存されているファクスは「親機ファクスを見る」、SDメモ
リーカードは「SDファクスを見る」をタップします。

4  ■個別（1件）に消去するとき

1   消去するファクスをロングタッチする
2   「全ページ消去する」をタップする

受信したファクスを見る・使う（続き）

次ページへ
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ファクス 受信したファクスを見る・使う（続き）

 ■すべて消去するとき

1     を押し、「すべて消去」をタップする

5 メッセージを確認して「はい」をタップする
 ● 消去しないときは「いいえ」をタップします。

6 消去が終わったら、  を押す
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ファクス 受信したファクスをファクス転送
する

1  を押し、「ファクス」をタップする

2 「受信ファクス」をタップする
 ● 受信したファクス一覧画面を表示します。

3 転送したいファクスを
タップする

4  を押し、「ファクス送信」
をタップする

5  ■ダイヤルして送るとき
上記操作は  64 ページ   手順 5 をお読みください。

 ■電話帳から送るとき
上記操作は  64 ページ   手順 5 をお読みください。

 ■再ダイヤルで送るとき
上記操作は  65 ページ   手順 5 をお読みください。

 ■着信履歴から送るとき
上記操作は  65 ページ   手順 5 をお読みください。

 ■ 「送信できませんでした」が表示されて海外へ送れないときは

 ◆「海外送信」を「1回」にしてから再度ファクス送信を行ってください。
174 ページ

 ● 送信時間は通常の約2倍かかります。
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ファクス 受信したファクスをファクス転送する（続き）

 ● 送信後、「海外送信」の設定が自動的に「なし」(解除)になります。

お知らせ

• ファクス送信中に充電台付親機との接続が切断されるなど圏外になった場合でも、
ファクスの送信は継続されます。

• 送信終了後はお知らせランプが点滅します。ステータスバーを下にドラッグし、お知
らせを確認してください。
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ファクス

通信レポートを見る

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「ファクスの設定」 「通信レポート」をタップする

 ● 通信した日時の新しい順に表示されます。
 ● 当日の通信には時刻が、昨日以前の通信には日付が表示されます。

2 項目をタップする
 ● 詳細画面を表示します。

① ② ③

④

⑤

①通信日時
◆西暦／月／日／時刻（24時間制）を表示します。
②送受信枚数
◆送受信したファクスの枚数および「送信」「受信」の区別を表示します。
③通信時間
◆通信にかかった時間を表示します。 
（例： 4'15 … 4分15秒）
④相手の電話番号または名前 (表示できないときは空白 )
⑤通信結果
◆通信結果をメッセージでお知らせします。

3 確認が終わったら「OK」をタップし、  を押す

お知らせ

• 通信データがない場合は「通信レポートがありません」と表示されます。

ファクスの便利な機能
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ファクス ファクスの便利な機能（続き）

ファクスを受信したら、メールで自動転送する
ファクス受信完了時に、受信した日時や相手先情報、受信したファクス画
像などを指定のメールアドレスに転送できます。

 ● お買い上げ時は、「お知らせしない」に設定されています。

準備

 ● 発信元の Gmail アカウントを設定しておく。お買い上げ後初めて使う 
ときの「初期セットアップ」で「Google アカウントのセットアップ」をし
ていない場合は、Gmail アカウントの追加が必要です。160 ページ

 ● メールでお知らせするには、事前にメール転送設定が必要です。
146 ページ 「メール転送設定をする」

 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN 接続しておく。
150 ページ

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ファクスの設定」
「ファクス転送」をタップする

2 「メールでお知らせ設定」をタップする
3 「お知らせする」をタップ

する

4 転送先のメールアドレスを
入力し、「OK」をタップする
 ● 既にメールアドレスが登録 
されている場合は、登録している
メールアドレスが表示されます。
 ●「電話帳」をタップすると電話帳から登録ができます。

お知らせ

• メールでの送信について
 ‒ 送信先のメーラーやメールサーバーによっては、添付ファイルのサイズに制限
(数MB)がある場合があります。ファクス画像サイズが大きいときは、メール送
信に失敗する場合があります。
 ‒ A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で受信したとき
のファクス画像サイズは、約300 KBです。
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電話帳留守番電話 留守番電話を使う

留守セットする
留守セットしておけば、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

1 お出かけ前に  を押し、  をタップする

 ● 留守セットをすると、  が  に変わります。
「留守設定をしました」が流れ、応答メッセージが流れます。応答メッセージを
変更することもできます。87 ページ

留守セットを解除し、用件を聞く
新しい用件があると、お知らせランプと  が点滅します。

1  を押し、  をタップする
 ● 用件を再生します。
 ●「留守設定を解除しました」が流れ、「用件をＸＸ件再生します」が流れます。
新規に録音された用件の古いものから再生します。

 ● 再生中にできることは  84 ページ

2 再生が終わり、用件を消去するときは、「はい」をタップする
 ● 用件を残すには「いいえ」をタップします。

3 メッセージを確認して用件を消去するときは、「はい」をタップする
 ● 用件が消去されます。

お知らせ

• 留守セットしても、残している用件は消えません。
• 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
• 留守セットしたまま新しい用件を聞くと、    の点滅が点灯に変わります。
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電話帳留守番電話 留守番電話を使う（続き）

いろいろな用件再生／消去のしかた
留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、
消すことができます。

用件を再生する
 ● 通話録音があれば、同時に再生されます。

1  を押し、「電話」をタップする

2 「用件を再生する」をタップ
する
 ● 用件がない場合は、「用件が録音
されていません」が流れます。
 ● 再生中にできることは 
84 ページ

3  ■新しい用件のみ再生するとき

1   「新規のみ再生する」を
タップする
 ●「用件をＸＸ件再生しま
す」が流れます。新規に録
音された用件の古いもの
から再生します。
 ● 未再生の用件がない場合
は「用件が録音されてい
ません」が流れます。

 ■すべての用件を再生するとき

1   「すべて再生する」をタップする
 ●「用件をＸＸ件再生します」が流れます。すべての用件の古いものから
再生します。

次ページへ
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電話帳留守番電話 留守番電話を使う（続き）

4 再生が終わったら
 ■再生した用件を消去するとき

1   「はい」をタップする
2   メッセージを確認して、消すときは「はい」をタップする
 ■再生した用件を残すとき

1   「いいえ」をタップする

 ■ 用件を再生中にできること

項目 説明
音量 音量を変えます。

聞き直し
1件目の用件から聞き直します。
 ● 1件目の用件の頭に戻ります。

一時停止
一時停止します。
 ● 再開するには「再生」をタップします。

再生停止
再生を止めます。
 ● 操作後、ホーム画面に戻ります。

＜ 前へ
前の用件を聞きます。
 ● 前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、
再生中の用件の頭に戻ります。

次へ ＞ 次の用件を聞きます。

  を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明

消去
再生中の用件を消去します。
 ●「消去」をタップしたあと、メッセージを確認して
「はい」をタップします。

10秒戻る 10秒戻ります。
30秒進む 30秒進みます。
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電話帳留守番電話

用件をすべて消去する

1  を押し、「電話」をタップする

2 「用件を再生する」をタップする
3 「全消去」をタップする
4 メッセージを確認し、「はい」をタップする

 ■ 用件を個別に消去するには

 ◆メッセージを再生中に  を押し、「消去」 「はい」を
タップします。

留守番電話を使う（続き）
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電話帳留守番電話 留守番電話を使う（続き）

留守セットして、電話やファクスを受ける

 ■電話のとき
  相手の用件が録音される
 ■ファクスのとき

  自動的に受信する
 ● ファクスを受信するとお知らせランプが点滅します。 
受信したファクスを見るには  74 ページ

ファクスや電話がかかってくると、呼出音が4回鳴る
 ● 呼出回数を設定することもできます。下記

応答メッセージが流れる
 ● ファクスのときは、相手の送信のしかたによって流れないことが 
あります。

お知らせ

• 応答メッセージは状態によって変わります。

応答メッセージの設定値  178 ページ

「固定1」 「固定2」 「自作1」 「自作2」
通常 メッセージ ② メッセージ ⑥ 自作応答録音 1 自作応答録音 2
用件録音 
できないとき メッセージ ③ メッセージ ⑦ メッセージ ③ メッセージ ③ 

ファクスが 
受信できないとき メッセージ ④ メッセージ ⑧ メッセージ ④ メッセージ ④ 

用件録音もファクス 
受信もできないとき メッセージ ⑤ メッセージ ⑨ メッセージ ⑤ メッセージ ⑤ 

 ■  録音時間と件数について
 ◆ 1件あたり約2分まで。変更するには  172 ページ  「用件録音時間」
 ◆ 合計約12分、最大50件まで。（録音時間は、通話録音を含みます） 
詳しくは「準備・ご使用の前に」の「仕様」内の「■ 本体メモリー容量のめや
す」をお読みください。

 ■  留守呼出回数を設定する
 ◆ を押し、「設定」 「電話とファクス」 「留守番電話の設定」
「留守呼出回数（留守番電話）」をタップし、ご希望の呼出回数をタップします。
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電話帳留守番電話 応答メッセージの設定

応答メッセージを変える
留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「留守番電話の設定」をタップする

2 「留守応答メッセージ」をタップする
3 応答メッセージを選ぶ

4 終わったら、  を押す

項目 説明
固定1 メッセージ ②  178 ページ  
固定 2 メッセージ ⑥   178 ページ  

自作 1・自作2 自作の応答メッセージ   88 ページ   が流れます。自作の応答
メッセージを録音していないときは表示されません。

お知らせ

• 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に
切り替わります。178 ページ  
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電話帳留守番電話 応答メッセージの設定（続き）

自分の声で応答メッセージを作る

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「留守番電話の設定」をタップする

2 「自作応答録音」をタップする
3 録音したいメッセージの

番号をタップする
 ● 既に録音されている場合は、 
上書きとなります。

4 「開始」をタップし、内蔵
マイクに向かって録音する
 ● 録音可能時間は20秒以内 
です。

5 「終了」をタップする
 ● 録音した応答メッセージを再生します。

6 「OK」をタップする
 ●「留守応答メッセージ」が録音したメッセージに設定されます。

7 終わったら、  を押す
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電話帳留守番電話 応答メッセージの設定（続き）

自作の応答メッセージを消去する

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「留守番電話の設定」をタップする

2 「自作応答消去」をタップする
3 消去したいメッセージの

番号をタップする

4 「はい」をタップする
 ● 録音した応答メッセージを消去します。

5 終わったら、  を押す
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電話帳留守番電話 外出先から留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備
外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。 
あらかじめ暗証番号を登録する必要があります。

 ● 外出前に留守セットしてください。

暗証番号を登録する

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「留守番電話の設定」をタップする

2 「留守電暗証番号」をタップする
3 4ケタで暗証番号を入力し、
「OK」をタップする

 ● 暗証番号は、「0000」や電話番
号の一部など推測されやすい
番号は登録しないでください。
また、定期的に変更することを
お勧めします。

4 終わったら、  を押す

録音された用件を携帯電話などに転送する
新しい用件が録音されたときに、電話やメールでお知らせすることができ
ます。電話でお知らせする場合は、用件が録音されると自動的に家から電
話がかかってきます。メールでお知らせする場合は、用件が録音された日
時と、相手先情報をメール送信します。
 ● お買い上げ時は、「お知らせしない」に設定されています。

準備

 ●「留守電暗証番号」を登録しておく。  上記
 ● メールでお知らせする場合は、事前にメール転送設定が必要です。
146 ページ 「メール転送設定をする」

 ● メールでお知らせする場合は、発信元の Gmail アカウントを設定してお
く。お買い上げ後初めて使うときの「初期セットアップ」で「Google アカ
ウントのセットアップ」をしていない場合は、Gmail アカウントの追加が
必要です。160 ページ

 ● メールでお知らせする場合は、インターネット接続された無線ルーターに
無線LAN 接続しておく。150 ページ

次ページへ
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電話帳留守番電話 外出先から留守番電話を聞く（続き）

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「留守番電話の設定」をタップする

2 「用件転送」をタップする
3 「お知らせ設定」をタップする
4  ■電話でお知らせする場合

1   「電話でお知らせする」
をタップする

2   電話番号を入力し「OK」
をタップする
 ● 既に電話番号が登録されて
いる場合は、登録している
電話番号が表示されます。
 ●「電話帳」をタップすると電話帳から登録ができます。

 ■メールでお知らせする場合

1   「メールでお知らせする」をタップする
2   メールアドレスを入力し、
「OK」をタップする

 ● 既にメールアドレスが登録
されている場合は、登録し
ているメールアドレスが表
示されます。
 ●「電話帳」をタップすると電話帳から登録ができます。

 ■お知らせしない場合

1   「お知らせしない」をタップする
 ● 用件転送の設定に戻ります。

5 終わったら、  を押す
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電話帳留守番電話 外出先から留守番電話を聞く（続き）

外出先での操作

外出先で留守番電話を聞くとき

1  携帯電話や公衆電話などで、家に電話をかける
2 応答メッセージ中に暗証番号を押す

 ●「用件がＸＸ件あります」が流れます。

3 約4秒間待つ、または 4  をプッシュする
 ● 新しい用件が再生されます。

 ● すべての用件を聞く場合は 5  をプッシュします。

4 再生が終わったら、電話を切る
携帯電話などに本機から転送されてきたとき

1  家からの電話に応答する
 ● 電話に出ないときは約50秒で切れます。その後約1分間隔で3回、約30分
間隔で3回かけ直します。

2  メッセージに従い暗証番号を押す
 ●「用件がＸＸ件あります」が流れます。

3 約4秒間待つ、または 4  をプッシュする
 ● 新しい用件が再生されます。

 ● すべての用件を聞く場合は 5  をプッシュします。

4 再生が終わったら、電話を切る

 ■ 外出先からできること
用件再生前・終了後

0 留守セットを解除します。
2 用件転送を解除します。

1
用件転送を設定します。 
（事前に転送先の登録が必要）

 5を押して
「すべて消去します。・・・」
メッセージのあと、 5を押す

すべての用件を消します。

次ページへ
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電話帳留守番電話 外出先から留守番電話を聞く（続き）

用件再生中

1
前の用件を聞きます／再生中の用件を聞き直します。
 前の用件がない、または再生開始から約5秒後以
降は、再生中の用件の頭に戻ります。

2 再生中の用件を一時停止・再開します。
3 次の用件を聞きます。
7 10秒戻ります。
8 30秒進みます。
9 再生を中止します。

 4を押して
「消去します。・・・」 

メッセージのあと、 4を押す
再生中の用件を消します。

 5を押して
「すべて消去します。・・・」
メッセージのあと、 5を押す

すべての用件を消します。

 ■ 外出先から留守セットできます

 家に電話をかける��呼出音が少し小さい音に変わったら、
暗証番号を押す���8 �「留守設定をしました」と聞こえたら、
電話を切る

「在宅呼出回数」を「自動応答しない」に設定すると、外出先から留守セットするこ
とはできません。「留守」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守
セットされます。

 ■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉
 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の
有無がわかります。

•� 3�回以内：新しい用件あり •� 4�回以上：新しい用件なし
•�留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
 設定は��172�ページ  「留守呼出回数」

お知らせ

•�外出先では、トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機をお使いください。
•�新しい用件を聞く操作�� 92�ページ   では、一度聞いた用件は再生されません。
•�転送先が着信に応答した時点で転送元（本機側）に料金がかかります。
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SD メモリー 
カード

SDメモリーカードをお使いになる前に
 ■ 大切なデータを保護するために

SDメモリーカードを取り出すときは、あらかじめ「準備・ご使用の前に」
の「SD メモリーカードのマウントを解除する」を行ってください。（マウ
ントの解除を行わないと、データが破壊されることがあります） 
また、大切なデータはバックアップをとることをお勧めします。

データの損失などにより発生した損害につきましては、当社は責任
を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 ■ SDメモリーカードの取り扱いについて

電磁波、静電気、本機やSDメモリーカードの故障などによりSDメモリー
カード内のデータが壊れたり消失することがあります。（大切なデータは
パソコンなどに保存しておいてください）

 ● パソコンなどほかの機器でフォーマットされたSDメモリーカードは、本機で
フォーマットしてから使用してください。107 ページ   
大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。
 ● 新品のSDメモリーカードを使用する場合は、本機でフォーマットしてください。

 ■ SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチについて

SDメモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。ス
イッチを「LOCK」側にすると、SDメモリーカードへのデータの保存、デー
タの消去、フォーマット、データの整理ができなくなります。書き込み禁止
スイッチを元に戻すと可能になります。

 ■ miniSDカード、miniSDHCカード、microSDカード、 
microSDHCカード、microSDXC カードについて

上記カードを本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお
使いください。

SDメモリーカードについて
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SD メモリー 
カード SDメモリーカードについて（続き）

SDメモリーカードの容量について
SDメモリーカードに保存することができるファクスの枚数は、下記にな
ります。
 ● 用件録音や通話録音は、SDメモリーカードには保存できません。

SDメモリー 
カードの容量

ファクス・原稿・手書きメモ 
最大保存枚数 ※

※ •  最大保存枚数内でも、保存件数
が1,000件になると保存でき
なくなります。 
（SDメモリーカードに保存し
た手書きメモ、パソコンデー
タ  101 ページ   の保存件数も含
まれます）

• 1件の最大枚数は50枚です。
• A4サイズの700字程度の原稿
を標準的画質（8 × 3.85本／
mm）で受信したときの枚数で
す。

• 写真や文字の多い原稿は保存
できる枚数が少なくなります。

 32 GB  約50,000枚

 16 GB  約50,000枚

 8 GB  約27,276枚

 4 GB  約13,409枚

 2 GB  約6,829枚

 1 GB  約3,358枚

 512 MB  約1,678枚

 256 MB  約846枚

 128 MB  約430枚

 64 MB  約214枚

 32 MB  約104枚

 ■ SDメモリーカードの詳細な残量を見るには

1   を押し、「設定」 「SDメモリーカードと端末容量」を
タップする

2 「SDメモリーカードの容量」をタップする
 ● SDメモリーカードの容量の情報（総容量／空き容量／ファクス保存件数／ 
ファクス残り最大件数）が表示されます。
 ● ファクス保存件数は、SDメモリーカードに保存した手書きメモ、 
パソコンデータ  101 ページ   の件数も含まれます。
 ● 読み取り専用SDメモリーカードの場合「空き容量（読み取り専用）」が
表示されます。
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SD メモリー 
カード SDメモリーカードについて（続き）

パソコン・ホームフォトプリンター・テレビ（ビエラ）などで使う
操作のしかたは、各機器の取扱説明書をお読みください。

 ● SDXCメモリーカードは、SDXC対応の機器でのみご使用ください。

 ■ パソコンで再生する

パソコンやパソコンに接続されたSDメモリーカードスロットにSDメモ
リーカードを入れて、SDメモリーカードに保存されている画像をパソコ
ンで再生できます。

 ● 画像ファイル（JPEG形式、TIFF形式）は、それぞれの画像形式に対応した画像閲覧
ソフトで表示できます。（受信したファクス、読み取った原稿、手書きメモの内容を
表示できます）
 ● 小さな文字は、読めないことがあります。

対
応
O 
S

Windows® 98 (Microsoft® Windows® 98 operating system)
Windows® Me (Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system)
Windows® 2000 (Microsoft® Windows® 2000 operating system)
Windows® XP (Microsoft® Windows® XP operating system)
Windows Vista® (Microsoft® Windows Vista® operating system)
Windows® 7 (Microsoft® Windows® 7 operating system)

 ■ パナソニック製のホームフォトプリンターで印刷する

SDメモリーカードをホームフォトプリンターに入れて、SDメモリーカー
ドに保存されている画像を印刷できます。動作確認済みのホームフォトプ
リンターの最新情報は下記サイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/com/support/hsp/connect/printer/index.html
 ● 縮小されますので、小さな文字は読めないことがあります。

 ■ パナソニック製のSDメモリーカードスロット付きテレビ（ビエラ）で
見る

SDメモリーカードをビエラに入れて、ビエラの写真再生機能を使って
JPEG形式の静止画データを見ることができます。（受信したファクス、読
み取った原稿、手書きメモを表示できます）動作確認済みのビエラの最新
情報は下記サイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/com/support/hsp/connect/viera/index.html
 ● 小さな文字や原稿サイズによっては読めないことがあります。

お知らせ

• 本機は、マルチメディアカードを使用できません。

http://panasonic.jp/com/support/hsp/connect/printer/index.html
http://panasonic.jp/com/support/hsp/connect/viera/index.html
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SD メモリー 
カード SDメモリーカードについて（続き）

フォルダー構造とファイル形式について
本機にSDメモリーカードを入れるとSDメモリーカードに以下のフォル
ダーが作成されます。

 ● パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更しないでくださ
い。（本機やビエラ、ホームフォトプリンターなどで再生・印刷できなくなります）
 ● 画像１件ごとにJPEG形式（ビエラ、ホームフォトプリンターなどで使用）とTIFF
形式（本機で使用）の2つのファイルが作成されます。
 ● パソコンでファクス送信用変換ソフトを使って保存した画像は、TIFF形式のファ
イルのみ作成されます。JPEG形式のファイルは作成されません。

（ ビエラ、ホームフォトプリンター
などで使う画像フォルダー）

IMEXPORT

PRIVATE

MEIGROUP
PCC

FAX

DOC

（画像1件ごとのフォルダーとファイルの例）

（ JPEG形式の画像ファイル）
D2100101.JPG、…

フォルダー名######

フォルダー

←
↓

 
D21001

DOC_INF.BIN
DOC_INF.BAK

（ TIFF 形式の画像ファイル）
D2100101.TIF、…

（ 情報ファイル）
D21001.TXT

（1件ごとのフォルダー）
（本機で使う画像フォルダー）

1件ごとのフォルダーとファイルについて
ファクスがSDメモリーカードに保存された日付で、フォルダー名やファイル名が付与されます。

● フォルダー名について ● 画像ファイル名について

● 情報ファイルについて

 

「D 2１００１ 」
3ケタの数字

「日」を「1～9、A～V」で表す
（A：10、B：11、…、V：31）

「月」を「1～9、A、B、C」で表す
（A：10、B：11、C：12）

「年」を「アルファベット（A～Z）→数字→
アルファベット→…」で表す
（A：2010年、B：2011年、C：2012年、D：2013年…）

ページ番号「01～50」
フォルダー名と同じ

１件ごとのフォルダーにファクス受信日時や
相手の名前、電話番号を記録した TEXT形式の
情報ファイルが作成されます。

(管理ファイル）
消去・編集しないでください

（例）2013年2月1日に保存された画像の
フォルダー名

（例）「D 2１００１０１.JPG 」
「D 2１００１０１.TIF 」
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SD メモリー 
カード ファクスをSDメモリーカードに

保存する
充電台付親機のメモリーに記憶されたファクスをSDメモリーカードに 
保存することができます。

準備  ● 本機にSDメモリーカードを挿入しておく。

お願い

• カード保存操作中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源を切ったりしないでくだ
さい。（データが破壊されることがあります）

すべて保存する
SDメモリーカードに未保存のファクスのみ保存されます。

1  を押し、「ファクス」をタップする

2 「受信ファクス」をタップする
 ● 受信したファクス一覧画面を表示します。

3  を押し、「SD全保存」をタップする

4 「はい」をタップする

お知らせ

• 「SD全保存」には時間がかかります。
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SD メモリー 
カード ファクスをSDメモリーカードに保存する

（続き）
一件ずつ保存する

1  を押し、「ファクス」をタップする

2 「受信ファクス」をタップする
 ● 受信したファクス一覧画面を表示します。

3 保存したいファクスをタップする

4  を押し、「その他」をタッ
プする

5 「SD保存」をタップする
6 「はい」をタップする
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SD メモリー 
カード

SDメモリーカードに保存したファクスを確認したり、ファクスやメール
で送信することができます。

準備  ● 本機にSDメモリーカードを挿入しておく。

1  を押し、「ファクス」をタップする

2 「受信ファクス」をタップする
 ● 受信したファクス一覧画面を表示します。

3 「SDファクスを見る」タブをタップする
4 表示したいファクスをタップする

 ● 画面を上下にフリックすることで、一覧画面をスクロールすることが 
できます。

 ■ ファクスを表示中にできること  75 ページ

SDメモリーカードに保存した
ファクスを表示・送信・メールする
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SD メモリー 
カード パソコンで保存した画像を

見る・使う
SDメモリーカードに保存されたパソコンデータは、加筆したり、ファクス
やメールで転送することもできます。
 ● パソコンデータを本機で使用するには、あらかじめファクス送信用変換ソフトでの
データ変換が必要です。  106 ページ

準備  ● 本機にSDメモリーカードを挿入しておく。

お願い

• カード保存操作中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源を切ったりしないでくだ
さい。（データが破壊されることがあります）

パソコンデータを見る／表示中にできること

1  を押し、「ファクス」をタップする

2 「パソコンデータを送る」をタップする
 ● パソコンデータ一覧が表示されます。

3 パソコンデータをタップする

4 パソコンデータを見る

 ■ 拡大・縮小するには
 ● 2本の指でタッチしたまま広げる（ピンチアウト）と拡大し、 
つまむ（ピンチイン）と画面を縮小します。

 ■ 表示されていない部分を見るにはフリックします。

 ■ 2ページ以上のときに続きのページを見るには 
見ているページ全体が表示されている状態で左右にフリックします。
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SD メモリー 
カード パソコンで保存した画像を見る・使う（続き）

 ■ パソコンデータを表示中にできること

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明

詳細

パソコンデータの情報を表示します。
103 ページ 「パソコンコンデータ詳細画面の見かた」

戻るときは、  を押します。

回転
「左に回転」をタップすると、左に90度回転します。
「右に回転」をタップすると、右に90度回転します。

手書き
パソコンデータに加筆します。
 ● 操作は  57 ページ   「手書きメモを作成する」をお読みくだ
さい。

ファクス送信
パソコンデータをファクスで送信します。
 ●   78 ページ   「受信したファクスをファクス転送する」の手
順5からの操作を行ってください。

メール送信

パソコンデータが添付された状態で、メールのアプリケーショ
ンが起動します。
 ● あらかじめメールの設定が必要です。
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続
しておいてください。

その他

「現在のページ印刷」をタップすると、無線LAN接続したセイ
コーエプソン株式会社製の「Epson iPrint」対応プリンターで、
表示しているページを印刷できます。
 ●「Epson iPrint」は「ショートカットアイコンのアプリケー
ションについて」をお読みください。  122 ページ   
 ● 本機を無線LAN接続しておく。  150 ページ   
 ● このメニューから全ページ削除もできます。
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SD メモリー 
カード

 ■ パソコンデータ詳細画面の見かた

① ② ③ ④

⑤

① SDメモリーカードに保存した受信した日付／曜日／時刻
② 保存したパソコンデータの枚数
③ パソコンで保存したデータの表示順（新しい順）
④ SDメモリーカードに記憶しているパソコンデータの件数
⑤ パソコンデータのファイル名
◆SDメモリーカードに保存されたファイル名が表示されます。

お知らせ

• 保存されたパソコンデータファイルをパソコンで読み取り専用に設定していても、
本機でデータを消去するとファイルは消去されます。

• データ容量が大きい場合は、表示・消去に時間がかかることがあります。

パソコンデータを消去する

1   を押し、「ファクス」をタップする

2 「パソコンデータを送る」をタップする
 ● パソコンデータ一覧が表示されます。

3  ■個別（1件）に消去するとき

1   消去するパソコンデータをロングタッチする
2   「全ページ消去する」をタップする
 ■すべて消去するとき

1    を押し、「すべて消去」をタップする

パソコンで保存した画像を見る・使う（続き）

次ページへ



104

SD メモリー 
カード

4 メッセージを確認して「はい」をタップする
 ● 消去しないときは、「いいえ」をタップします。

5 消去が終わったら、  を押す

パソコンで保存した画像を見る・使う（続き）
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SD メモリー 
カード パソコンで保存した画像を

ファクスで送る
SDメモリーカードに保存されたパソコンデータをファクスで送ることが
できます。
 ● パソコンデータを本機で使用するには、あらかじめファクス送信用変換ソフトでの
データ変換が必要です。

準備  ● 本機にSDメモリーカードを挿入しておく。

1  を押し、「ファクス」をタップする

2 「パソコンデータを送る」をタップする
 ● パソコンデータ一覧が表示されます。

3 送信したいパソコンデータをタップする

4  を押し、「ファクス送信」をタップする

5 ファクス番号を入力し、
「ファクス送信開始」をタップ 
する
 ● 電話帳、再ダイヤル、着信履歴
で送るときは 64 ページ   手順
5の操作を行ってください。
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SD メモリー 
カード パソコンで保存したデータ画像をファクス

で送る（続き）

ファクス送信用変換ソフトについて
当社製のファクス送信用変換ソフトをパソコンにインストールすると、パ
ソコンで作成した文書などを本機からファクス送信ができる画像データ
に変換することができます。変換した画像データは、パソコンでSDメモ
リーカードに保存したあと、本機にSDメモリーカードを入れてファク
ス送信することができます。ファクス送信用変換ソフトは、下記のホーム
ページからパソコンにダウンロードしてください。

ファクス送信用変換ソフトのホームページ
http://panasonic.jp/com/support/hsp/cnv/index.html
 ● SDメモリーカードに対応したパソコンが必要です。
 ● 対応OS（2012年11月現在）（下記以外での動作は保証いたしません）

Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition/Professional
Windows Vista
Windows 7
いずれかの日本語版がプリインストールされたもの

 ● 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
 ● NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証いたしません。
 ● Macintosh Computerには対応していません。
 ● OSのアップグレード環境での動作は保証いたしません。
 ● マルチブート環境には対応していません。

 ● データによっては、ファクス送信用変換ソフトで変換できないことがあります。
 ● ファクス送信用変換ソフトは、本機に入れて認識されたSDメモリーカードへのみ
データを保存できます。
 ● ファクス送信用変換ソフトの操作方法は、上記ホームページからダウンロードして
ください。

ご利用の前に
• ファクス送信用変換ソフトをご使用にあたっては、ホームページに記載の 
契約書をよくお読みください。

• ファクス送信用変換ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカー
ドなどの故障による保存したデータの変化・消失などについては、当社は補償いた
しません。重要なデータは、印刷などをして保管してください。

• ファクス送信用変換ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のイン
ターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。

http://panasonic.jp/com/support/hsp/cnv/index.html
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SD メモリー 
カード フォーマット・整理する

SDメモリーカードをフォーマットする
パソコンなどのほかの機器でフォーマットされたSDメモリーカードは、
消去などの処理速度が遅くなったり、本機で使用できなくなる場合があり
ます。必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。

お願い

• フォーマットすると、SDメモリーカードに記録されているデータはすべて消去さ
れ、元に戻すことができません。大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォー
マットしてください。

• フォーマット中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源を切ったりしないでくださ
い。（データが破壊されることがあります）

1   を押し、「設定」 「SDメモリーカードと端末容量」を
タップする

2 「SDメモリーカード内データを消去」をタップする
3 「はい」をタップする

 ● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときは
フォーマットができません。書き込み禁止スイッチを解除してください。
 ● 画面ロックの設定をしているときは、解除します。

4 メッセージを確認し、「はい」をタップする
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SD メモリー 
カード フォーマット・整理する（続き）

SDメモリーカードのデータを整理する
SDメモリーカードのデータの整理が必要な場合は、お知らせランプで 
お知らせします。
 ● 下記の２つの場合があります。（手順1の操作で表示されます）

 ‒「SDメモリーカードのデータが消去されています」 
パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したため 
本機で表示できないデータがあるときに表示されます。

 ‒「SDカードに古い形式のデータが存在します」 
前の機種※で保存された古い形式のデータがあるときに表示されます。
本機で使えるように変換するか、変換しないか選ぶことができます。 
ただし、変換すると、前の機種で読み込むことができなくなります。 
また、本機で保存したSDメモリーカードのデータは、前の機種では 
読み込むことができません。 
（※ 前の機種とは、パーソナルファクス　KX-PW607DL／ KX-PW607DW、 
コードレス電話機　VE-GP62DL／ VE-GP62DW です）

1 ステータスバーを下にドラッグし、「電話・ファクス・ドアホンからの
お知らせ」をタップする

2  ■  「SDメモリーカードのデータが消去されています」が表示されたとき

1   表示されたメッセージをタップする
2   メッセージを確認し、

「はい」をタップする
 ● データの整理をしな
いときは、「いいえ」を
タップします。

次ページへ

 ■  
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SD メモリー 
カード フォーマット・整理する（続き）

 ■  「SDカードに古い形式のデータが存在します」が表示されたとき

1   表示されたメッセージをタップする
2   新しい形式に変換す

るときは、「変換」を
タップする
 ● 変換しないときは、 
「残す」をタップ
します。

3   メッセージを確認し、「はい」をタップする

 ■ 本機の「設定」からデータの整理を行うには

◆  を押し、「設定」 「SDメモリーカードと端末容量」
「ファクスデータを整理する」をタップする 108 ページ   手順2からの操作を行う。

お知らせ

• SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときは、 
整理できません。書き込み禁止スイッチを解除してください。94 ページ

 ■  
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電話�
サービス ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます

 電話番号を電話帳に登録しておくと、相手の名前や写真を表示することが	
できます。
 電話番号が13ケタ以上の場合は、2行で表示されます。

相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る

 日時と電話番号を着信履歴に記憶します。（30	件まで）
 電話に出なかったときは、お知らせランプが点滅します。ステータスバーを
下にドラッグし、｢電話・ファクス・ドアホンからのお知らせ｣「着信があり
ました」をタップすると着信履歴が確認できます。
 電話に出ると、通話時間が表示されます。

■■ こんな表示が出たとき
表示 相手がこんなとき 着信履歴

非通知 電話番号を通知していない
記憶	
される公衆電話 公衆電話から

表示圏外 海外など番号を通知できない電話

外線着信中
回線状態が悪いとき 記憶	

されない電話番号の信号が送られてきていない

■■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示（約30秒間）し、
着信履歴に記憶します。

		電話サービス
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電話 
サービス ナンバー・ディスプレイサービス（続き）

ナンバー・ディスプレイを利用するには （契約が必要です）

NTTと契約する （有料）

本機の設定は必要ありません

NTT工事終了後に利用できる

 ● 契約・工事についてのお問い合わせは　NTT窓口 116（通話料金無料）へ
 ● NTTのほかのサービスと同時に使えないことがあります。
 ● ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。180 ページ

 ● ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。
 ● 光回線やADSL環境などでひかり電話やIP電話サービスをご利用の場合は、回線
事業者またはIP電話サービス提供元にお問い合わせください。

お願い

• 1回線に複数台接続しないでください。（誤動作の原因になります）

 ■ 自分の電話番号を相手に通知するかしない（非通知）かを選べます
常に決めておく（回線ごと） かけるたびに選ぶ（通話ごと）

通知するとき NTTに「通常通知」申し込み。 「1」「8」「6」を付けてかける
通知しないとき NTTに「通常非通知」申し込み。「1」「8」「4」を付けてかける
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電話	
サービス

■■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

1	 ■ ■を押し、「設定」「電話とファクス」「電話の設定」を
タップする

2	「ナンバー・ディスプレイ」をタップする
3	「キャッチホン・ディスプレイ」をタップする
4	「あり」をタップする
5	 終わったら、 ■を押す

お知らせ

•	キャッチホン・ディスプレイを「あり」に設定しているときに、ナンバー・ディスプレ
イを「自動」または「あり」から「なし」に設定するとキャッチホン・ディスプレイの設
定も自動的に「なし」に設定されます。

■■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには（NTTへの連絡が必要です）

1	 ■ ■を押し、「設定」「電話とファクス」「電話の設定」を
タップする

2	「ナンバー・ディスプレイ」をタップする
3	「ナンバー・ディスプレイ」をタップする
4	「なし」をタップする
5	 終わったら、 ■を押す

ナンバー・ディスプレイサービス（続き）
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電話 
サービス

着信履歴を見る・使う
ナンバー・ディスプレイご利用時は、本機とコードレス子機共通で30件
まで表示できます。

1  を押し、「電話」をタップする

2 「着信履歴を使う」をタップする
3 着信履歴を見る

 ● 電話に出なかったときに 
  が表示されます。
着信拒否の設定をしている 
相手のときは、  が表示され
ます。

4  ■電話をかけるとき

1  かける相手をタップし、「電話をかける」をタップする
 ■その他の機能を使うとき

1  相手をロングタッチし、使う項目をタップする
 ●相手によって表示される内容が変わります。

項目 説明
電話をかける 電話をかけることができます。
電話帳詳細 電話帳に登録されている内容が表示されます。

電話帳に新規登録 電話帳に新規に登録します。50 ページ

電話帳に追加登録
既に登録されている電話帳に追加で登録します。
50 ページ   手順 3

迷惑設定をする 迷惑電話に設定します。116 ページ

着信拒否設定をする 着信拒否に設定します。114 ページ

着信履歴から消去
着信履歴から個別に消去します。
 ● 着信履歴をすべて消去する場合は、着信履歴一覧画面
で、  を押し、「全消去」 「はい」をタップします。

ナンバー・ディスプレイサービス（続き）



114

電話 
サービス

着信拒否を設定する
非通知で相手から電話やファクスがかかってきたときや公衆電話や番号
通知ができない地域からの電話やファクスを拒否することができます。 
呼出音を鳴らさずにメッセージを流すことができます。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「電話の設定」を
タップする

2 「ナンバー・ディスプレイ」をタップする
3  ■非通知の電話やファクスを受けないとき（非通知着信）

1  「非通知着信」をタップする
2  「拒否する」をタップする

 ● 非通知で相手から電話やファクスがあったときは、呼出音が鳴らずに
相手にメッセージ ⑩  178 ページ   が流れます。

 ■公衆電話からの電話を受けないとき（公衆電話着信）

1  「公衆電話着信」をタップする
2  「拒否する」をタップする

 ● 公衆電話から電話やファクスがあったときは、呼出音が鳴らずに 
相手にメッセージ ⑪  178 ページ   が流れます。

 ■  表示圏外（海外など番号を通知できない電話）からの
電話やファクスを受けないとき（表示圏外着信）

1  「表示圏外着信」をタップする
2  「拒否する」をタップする

 ● 表示圏外から電話やファクスがあったときは、呼出音が鳴らずに
相手にメッセージ ⑫  178 ページ   が流れます。

4 終わったら、  を押す

 ■ 着信履歴を使って着信拒否するとき  113 ページ

 ■ 解除するとき

   上記   手順 3の  2   で、「拒否しない」をタップします。

ナンバー・ディスプレイサービス（続き）
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お知らせ

• 非通知着信・公衆電話着信・表示圏外着信のいずれかを設定した場合は、ステータス
バーを下にドラッグすると表示される「電話・ファクス・ドアホンの状態」に「着信拒
否」と表示されます。

• 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音（プルル・プルル…）が流れるこ
とがあります。

• 非通知、公衆電話、表示圏外の着信は、通話拒否したあとに設定することもできます。
47 ページ

• キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、
公衆電話、表示圏外着信を拒否する設定は働きません。

• 内線電話中、ドアホン通話中は、非通知、公衆電話、表示圏外着信を拒否する設定は 
働きません。

ナンバー・ディスプレイサービス（続き）
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迷惑電話やファクスの着信拒否を設定する
特定の相手からの電話やファクスを拒否することができます。 
拒否した相手から電話やファクスがあったときは、呼出音を鳴らさずに
メッセージを流すことができます。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「電話の設定」を
タップする

2 「ナンバー・ディスプレイ」をタップする
3 「迷惑電話着信拒否」をタップする
4 「あり」をタップする

 ● 迷惑リストが表示されます。

5 未登録番号をタップする
 ● 既に登録しているリストを編集する場合は編集したい番号をタップします。
 ● 画面を上下にフリックすることで、一覧画面をスクロールすることができます。
 ● 最終着信日は迷惑電話着信拒否に登録後、登録した相手から着信があると 
表示されます。登録した相手から着信がない場合は表示されません。

6 拒否する電話番号を
入力し、「OK」をタップする
 ● 拒否した相手から電話やファ
クスがあったときは、呼出音
が鳴らずに相手にメッセー
ジ ⑬  178 ページ   が流れます。

7 終わったら、  を押す

 ■ 着信履歴を使って、迷惑電話やファクスの着信拒否をするとき   113 ページ

 ■ 特定の相手からの迷惑電話やファクスの拒否を解除するとき

 （個別に）  上記   手順 5で解除したい番号をタップし、登録されている電話
 番号を削除し、「OK」をタップします。
 （すべて）  上記   手順4で「なし」をタップします。

お知らせ

• 迷惑電話着信拒否を設定した場合は、ステータスバーを下にドラッグすると表示さ
れる「電話・ファクス・ドアホンの状態」に「着信拒否」と表示されます。

• 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音（プルル・プルル…）が流れるこ
とがあります。

ナンバー・ディスプレイサービス（続き）
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アプリ 
ケーション アプリケーションについて

本機には、お買い上げ時にアプリケーションが入っています。アプリケー
ションは、追加することもできます。

すべてのアプリケーションを見る

1■ ■を押し、「アプリ一覧」を
タップする

（例）

 上下にフリックすると、 
続きを見ることができます。

アプリケーション
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アプリ 
ケーション アプリケーションについて（続き）

お買い上げ時のアプリケーションについて

 アプリケーションの名称、アイコン、内容およびサービスは予告なく変更または終
了されることがあります。 
本書の記載は、2012年12月現在のものです。

 ※1印のアプリケーションは、初回起動時にダウンロードとインストールが 
必要です。 
インターネット接続された無線ルーターに本機を無線LAN接続し  150 ページ   、
アプリケーションを選んでインストールしてください。

 ※2印のアプリケーションに関するご質問は、パナソニックお客様ご相談センター
へお問い合わせください。

Adobe Ⓡ Reader Ⓡ

PDF ファイルを閲覧できます。

AOSS

株式会社バッファロー製の無線ブロードバンドルーター（アクセ
スポイント）と本機との Wi-Fi® 接続を簡単に設定できます。
詳細は下記のウェブサイトをご参照ください。 
http://mbuffalo.jp/aoss/

Gmail

Google アカウントのメールサービスを利用できます。
 ログイン後、本機の  を押し、「その他」「ヘルプ」を

タップすると説明が表示されます。

Google +　

Google +  にログインしてコミュニケーションを楽しめます。
 ログイン後、「続行」をタップ本機の  を押し、「ヘルプ」
をタップすると説明が表示されます。

mixi　（※ 1）

ログインしてコミュニケーションを楽しめます。
 使用許諾契約（規約）については、下記のURLをご覧ください。 
http://mixi.jp/rules.pl?mode=clientapps

 お問い合わせ先 
http://mixi.jp/inquiry.pl

Copyright (C) mixi, inc. All rights reserved.

http://mbuffalo.jp/aoss/
http://mixi.jp/rules.pl?mode=clientapps
http://mixi.jp/inquiry.pl
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アプリ 
ケーション アプリケーションについて(続き)

Play ストア （ Google Play ストア )

アプリケーションの追加や更新などができます。

Play ブックス （ Google Play ブックス )

Google Playで購入した電子書籍を、閲覧することができます。

Play ミュージック （ Google Play ミュージック )

本機の内蔵メモリーやSDメモリーカードに保存されている音楽
を再生できます。

Play ムービー ( Google Play ムービー )

動画のレンタルサービスを利用できます。

 ログイン後、本機の  を押し、「ヘルプ」をタップすると
説明が表示されます。

radiko.jp for Panasonic

インターネットを通じてラジオを聴くことができます。
 お問い合わせ先 
http://radiko.jp

Copyright © radiko co., Ltd. All rights reserved

Skype　（※ 1）

インターネットを通じて音声通話やビデオ通話を利用できます。

YouTube

動画共有サイトの動画を再生したり、動画をアップロードしたり
できます。

カメラ

ビデオや写真を撮影できます。

カラーモニター編　（※ 2）

本機の電子取扱説明書「カラーモニター子機■操作編」を
見ることができます。

 Adobe Reader で表示されます。

カレンダー

予定を入力し、スケジュールを管理できます。

ギャラリー

本機の内蔵メモリーやSDメモリーカードに保存されたビデオや
写真を再生します。

http://radiko.jp
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ケーション アプリケーションについて(続き)

コードレス編　（※ 2）

本機の電子取扱説明書「コードレス子機■操作編」を見る
ことができます。

 Adobe Reader で表示されます。

ダウンロード

ブラウザなどでダウンロードしたファイルを管理できます。

タスクビューア　（※ 2）

起動中のアプリケーションの確認と終了ができます。

ドアホン　（※ 2）

当社指定のドアホンに登録すると、来客応答したり、相手の映像を 
映したりできます。

トーク（ Google トーク ）

家族や友だちとチャットを楽しめます。

ナビ （ Google マップ ナビ ）　

目的地までの経路を検索できます。

ニュースと天気

ニュースと天気情報を見ることができます。

ブラウザ

ウェブサイトを閲覧できます。

マップ（ Google マップ ）　

地図や航空写真を見ることができます。

 起動後、本機の  を押し、「ヘルプ」をタップすると
説明が表示されます。

メール

E メールを送受信できます。

メッセンジャー

Google+ にログインしてメッセージを送受信できます。

ローカル（ Google +　ローカル ）　

現在地周辺のお店や施設を見つけたり、お店の情報を見たりする
ことができます。
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ケーション アプリケーションについて(続き)

音声検索（ Google 音声検索 ）

本機に向かってキーワードを話すだけで Google 検索を 
利用できます。

検索（ Google 検索 ）

Google 検索サービスを利用できます。

時計

時計を表示します。アラームも設定できます。

手書き （※ 2）

手書きのメモを書いてファクスで送ったり、受信したファクスに
手書きのメモを書いたりできます。

設定

本機のいろいろな設定をします。

 本機の     を押し、「設定」をタップしてから

設定することもできます。

電卓

計算ができます。

電話／ファクス／ドアホン （※ 2）

本機の電話・ファクス・ドアホンのアプリケーションです。
アプリケーション一覧のこのアイコンはタップしないで、ホーム
画面から操作してください。

電話帳 （※ 2）

電話番号、メールアドレスなどを登録できます。
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ショートカットアイコンのアプリケーションについて
下記のショートカットアイコンは、消去すると、再表示することはできません。
アイコンを消したあとにアプリケーションを使うときは、Google	Play	ストア	
からアプリケーションの検索を行い、ダウンロードしてください。
 アプリケーションを使うには、ショートカットアイコンをタップしてダウンロード
とインストールを行ってください。	
アイコンをタップしたときに、「アプリケーションを選択」の画面が表示されたとき
は、「Play■ストア」をタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。

Epson�iPrint�（※ 1）

無線LANを使って、受信したファクスのプリントなどができます。
 対応プリンターと「Epson	iPrint」の使いかたなどは、セイ
コーエプソン株式会社のホームページをご覧ください。
 本機でプリントなどの操作をするときは、あらかじめプリン
ターの電源を入れて無線LANに接続してください。

Copyright©2011-2012	SEIKO	EPSON	CORPORATION.	
All	rights	reserved.

Canon�EPP�(Easy-PhotoPrint)�（※ 1）

無線LANを使って、写真のプリントなどができます。
 対応プリンターと「Easy-PhotoPrint」の使いかたなどは、	
キヤノン株式会社のホームページをご覧ください。
「Easy-PhotoPrint」でファクスを印刷するには、ファクス
データをSDメモリーカードに保存		 98	ページ 	したあと、
「Easy-PhotoPrint」からSDメモリーカードに保存された
ファクスの画像を印刷してください。

Facebook�（※ 1）

ログインしてコミュニケーションを楽しめます。

Twitter　（※1）

ログインしてコミュニケーションを楽しめます。
 お問い合わせ先	
https://twitter.com/

アプリケーションについて(続き)

https://twitter.com/
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ジョルテ （※ 1）

スケジュール管理ができます。

 本機の   を押し、「その他」「設定」「ジョルテについて」

をタップすると説明が表示されます。

 お問い合わせ先 
http://www.jorte.net/

Copyright (C) 2012 Jorte Inc. All Rights Reserved.

お知らせ

• 各アプリケーションやサービスは、それぞれの利用規約や操作方法をご確認のうえ
ご利用ください。それぞれのサービス用のアカウント作成が必要なものもあります。
アカウント作成時に携帯電話の番号や携帯電話のメールアドレスが必要な場合もあ
ります。

•    のアプリケーションはGPS機能を利用することができます。
• 本機を屋内で使用していると、GPS衛星からの電波を正しく受信できないため、
ステータスバーのGPSアイコン     が点滅し続けたり、測位中であることを示す
表示が出る場合があります。

• 「現在地情報とセキュリティ」の「無線ネットワークを使用」  164 ページ   を   に
することによって、GPS衛星からの電波を受信できなくても位置情報を取得し、
アプリケーションを使用できます。

アプリケーションについて(続き)

http://www.jorte.net/
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ケーション パソコンのファイルを転送する

パソコンから本機の内蔵メモリー（ユーザー領域）にビデオや音楽、写真の
データを転送し、本機で再生することができます。

本機で再生できるファイル

■■ ビデオ■ （   : ギャラリー、  : Google Play ムービー )

ファイル形式 拡張子 プロファイル

H.263 .3gp、 .mp4  ○ ○

H.264

.3gp、 .mp4
High Profile level 3.1
Base line profile

○ ○

―
SD Video H.264 Mobile Video Profile
【VGA画質】

―  ―

―
SD Video ISDB-T Mobile Profile (Class4)
【ワンセグ画質】

― ―

MPEG4 .3gp Simple Profile level 6 ○ ○

■■ 音楽■ （   : Google Play ミュージック ）

ファイル形式 拡張子
AAC-LC/LTP（AAC）

.3gp、 .mp4、 .m4a
○

HE-AACv1（AAC+) ○
HE-AACv2（eAAC+) ○
MP3 .mp3 ○

■■ 写真■ （   : ギャラリー）

ファイル形式 拡張子
JPEG（Baseline）

.jpg
○

JPEG（Progressive） ○

 記載されているファイル形式のすべてのファイルの再生を保証するものではあり
ません。
 ファイル形式に対応していても、ファイルによっては再生位置を正しく変更できな
い場合があります。
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動作環境
対応OS（プリインストールされた各日本語版）

 ● Microsoft® Windows® XP  Home Edition/Professional  Service Pack 3
 ● Microsoft® Windows Vista®  Home Basic/Home Premium/Business/
Ultimate  Service Pack 1、2
 ● Microsoft® Windows® 7  Starter/Home Premium/Professional/Ultimate 
および Service Pack 1

※ 上記対応OSのすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

パソコンと接続する
本機の内蔵メモリー（ユーザー領域）にパソコンのファイルを転送できます。

 ● 本機とパソコンを接続して、パソコンから本機内のSDメモリーカードを読み書き
することができます。

準備
 ● パソコンを起動しておく。
 ● 本機の電源を入れて画面を点灯させておく。

内蔵メモリーやSDメモリーカードへの記録が行われていないことをお確かめ 
ください。
本機の内蔵メモリーやSDメモリーカードにファイルの記録（ダウンロードなど）が
行われているときに「USBストレージをONにする」を選ぶと、記録中のファイル
が破損したり、SDメモリーカードの内容が破壊されるおそれがあります。
本機のステータスバーを下にドラッグして、「実行中」にダウンロードや録画などの
項目が表示されている場合は、実行中の項目が終了するまで待つか、停止させてから
USB接続を行ってください。

1 USB接続ケーブル（市販品）
を使って、本機とパソコンを
接続する
 ● 本機にUSB接続画面が表示
されます。 USB接続ケーブル

（市販品）

USB microB 端子

パソコンのファイルを転送する（続き）

次ページへ
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2 「USBストレージをONに
する」をタップする
 ● 確認メッセージが表示された
場合は、動作中のアプリケー
ションを確認し、「OK」をタッ
プします。
 ● ファイルの再生などが停止し
ます。
 ● 本機の内蔵メモリー（ユーザー領域）が、パソコン側で外部ドライブとして認
識されます。

3 パソコンを操作してファイルを転送する
 ●「エクスプローラーを使って転送する」  128 ページ   

次ページへ
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パソコンから取り外す
パソコンのタスクトレイにあるアイコン（「USB」や「機器取り外し」）をダ
ブルクリックし、画面の指示に従ってUSB接続ケーブルを取り外してく
ださい。（OSの設定によっては表示されません）

転送したファイルの更新について
パソコンとのUSB接続を解除したときや、SDメモリーカードを本機に入
れたときなどに、本機はSDメモリーカードと内蔵メモリーのファイルを
読み込み、管理情報を更新します。（メディアスキャン）。管理情報の更新中
は、ステータスバーに「内蔵ストレージの準備中」や「SDカードの準備中」
が表示されます。本機の操作ができない場合は、更新が終了してから操作
してください。

 ● ファイル数が多い場合は更新に時間がかかります。
 ● 本機がスタンバイ状態のときは更新されません。

お知らせ

• パソコンを起動（再起動）するときは、USB接続ケーブルを抜いておくことをお勧め
します。

• 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続している場合や、USBハブ、延長ケー
ブルを使用する場合は、動作を保証しません。

パソコンのファイルを転送する（続き）
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ケーション

エクスプローラーを使って転送する

1  ■内蔵メモリー（ユーザー領域）に転送する場合

1  本機とパソコンを接続する  125 ページ   

 ■ SDメモリーカードに転送する場合

1  パソコンに内蔵または外付けSDメモリーカードリーダーに
SDメモリーカードを入れる

2 エクスプローラーで本機の内蔵メモリー（ユーザー領域）またはSDメ
モリーカードを開き、転送したいファイルをドラッグ＆ドロップする

転送先フォルダーについて
 ● 本機では、SDメモリーカードの
9階層目以降のフォルダーに保存
されているファイルは再生でき
ません。（右図）
 ● ビデオ、音楽、写真ファイルを、
フォルダー名が「.」（ピリオド）で
始まるフォルダーに転送しないで
ください。本機で再生できません。

第1階層（ROOT エリア）
第2階層

第3階層
第4階層

第5階層
第6階層

第7階層
第8階層

XXXX.jpg

第 9階層
XXXX.jpg

再生できます

再生できません

ルート

お知らせ

• お客様が作成された以外のフォルダーやファイルは、消去または変更するとアプリ
ケーションの動作に支障をきたす場合があります。内容をよくご確認のうえ操作し
てください。

パソコンのファイルを転送する（続き）
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ケーション

内蔵メモリーやSDメモリーカードに保存されている写真やビデオを再生
できます。

1 ■を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「ギャラリー」をタップする
 アルバム選択画面が表示されます。

3 アルバムをタップする
 画像選択画面が表示されます。
 画面を左右にフリックするこ
とで、一覧をスクロールするこ
とができます。

 本機で撮影した写真やビデオ
は、「ギャラリー」のアルバムに
保存されています。

 Ⓐをタップすると写真撮影画
面に切り替わります。

Ⓐアルバム選択画面

4 画像をタップする
 選んだ画像が全画面表示され
ます。

 ビデオの場合は「■Google■
Play■ムービー■」が起動して再
生が始まります。 

（動画によっては、再生中に途
切れることがあります）

ⒹⒷ

Ⓒ

画像選択画面

 Ⓑ タップするとアルバム選択画面に戻ります。 
Ⓒ 左右にドラッグすると画面がスクロールします。 
Ⓓ タップすると一覧の表示方式が切り替わります。
    ：アルバム内のすべての画像を並べて表示
    ：撮影日時の近いファイルをまとめて表示

表示される写真の画像が粗い場合があります。
写真を表示する際、サムネイルの拡大画像を一時的に表示後、主画像の写真を表示し
ます。このため、一覧画面から写真を選んだときや、左右にフリックして写真を切り
替えたとき、画像の粗い写真が表示される場合があります。 
写真のファイルサイズが大きい場合は数秒表示されることもあります。

お知らせ

• ビデオファイルの形式によっては、「ギャラリー」で表示されないものもあります。
その場合は「■Google■Play■ムービー■」から選んで再生してください。

ギャラリーを見る
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 ■ 写真表示中にできること

Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Ⓐ Ⓑ

 ● 画面を左右にフリックすると前後の写真を表示します。
Ⓐギャラリーに戻る
タップするとアルバム選択画面に戻ります。
Ⓑアルバムに戻る
タップすると画像選択画面に戻ります。
Ⓒスライドショー
タップすると順番にアルバム内の写真の再生が始まります。

 ● アルバム内に動画が含まれている場合、動画は再生されません。
 ● 画面をタップしたりフリックするとスライドショーは停止します。

Ⓓメニュー
タップすると表示中の写真に対する操作メニューが表示されます。131 ページ

 ● 本機の  を押しても同じメニューが表示されます。
Ⓔ拡大・縮小

お知らせ

• 操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示されます。
• 操作アイコンは操作後しばらくすると消えます。すぐに消したいときは、操作アイコ
ンがない場所をタップしてください。

ギャラリーを見る（続き）
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ケーション

アルバムや画像を選んで操作する
準備  ● アルバム選択画面または画像選択画面を表示しておく。  129 ページ   

1 アルバムまたは画像をロングタッチする
 ● 選択したアルバムまたは画像にチェックが入り、操作メニューが表示されま
す。

2 同時に処理したいアルバムまたは画像がある場合はタップして
チェックを入れる
 ●「すべて選択」を選ぶと表示中のアルバムまたは画像がすべて選択されます。
 ●「選択をすべて解除」を選ぶと選択が解除されます。

3 操作を選ぶ
項目 説明

共有
選択したアルバムや画像をほかの機器やアプリケー
ションで共有できます。

削除
タップして「削除」を選ぶと、選択されたアルバムや画像
が消去されます。

その他

詳細情報  選択中のアルバムまたは画像の詳細情報を表示しま
す。

登録※  選択中の写真を壁紙（ホーム画面の背景）や連絡先の 
アイコンに設定できます。

トリミング※

 画像の必要な部分を選んで切り抜くことができます。オ
レンジ色の枠をドラッグして切り抜く範囲を決め、「保存」
をタップしてください。
 ● トリミングした写真は元の写真と同じフォルダー
に保存されます。

左に回転※ 左に90度回転します。
右に回転※ 右に90度回転します。

※ 写真を選択した場合のみ表示します。

お知らせ

• 写真を全画面で表示中に「メニュー」をタップするか、本機の  を押して上記手順
3の操作メニューを表示させることもできます。

• 選択している内容によっては、表示されない操作項目もあります。

ギャラリーを見る（続き）
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アプリ 
ケーション ウェブサイトを見る

ブラウザを使ってウェブサイトを閲覧できます。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

1  を押し、「ブラウザ」を
タップする
 ● お買い上げ後初めて起動する
場合は、Google 検索画面が表
示されます。

ブラウザの基本操作

アドレス（URL) または検索語を入力してアクセスする

1 アドレスバーをタップする
 ● アドレスバーが表示されていないときは、本機の  を押すと表示されます。

2 見たいウェブサイトのアドレスまたは検索したい言葉を入力して
「確定」 「実行」をタップする

 ● 文字入力の方法については「準備・ご使用の前に」の「文字入力のしかた」をお
読みください。
 ● 入力したアドレスのページまたは検索結果が表示されます。

ページをスクロールする
画面を上下左右にフリックする
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表示を拡大・縮小する

／  をタップする、
またはピンチする
 ● 2本の指でタッチしたまま広げる
（ピンチアウト）と拡大し、つまむ
（ピンチイン）と画面を縮小します。
 ● 表示されていない場合は、画面を
フリックすると表示されます。
 ● ページによっては拡大・縮小でき
ない場合があります。

1つ前の画面に戻る

 を押す
 ● 戻る前の画面を表示したいときは、本機の  を押し、「進む」を選んでください。

開いているページを最新の内容に更新する

 を押し、「再読み込み」を
タップする

お知らせ

• ウェブサイトによっては正しく表示または動作しない場合があります。
• 本機の日時設定が合っていない場合、ウェブサイトが正しく表示されないことがあ
ります。ウェブサイトを閲覧する前に、日時を正しく設定する必要があります。 

  を押し、「設定」 「日付と時刻」 「自動」または「日付設定」および

「時刻設定」をタップして日付と時刻を設定してください。161 ページ

• ファイルをダウンロードする場合、保存先は内蔵メモリーになります。
• インターネット上にはさまざまな悪意あるサイトが存在しています。アクセスした
際にこちらの意図しない情報が送信されるものが存在します。個人情報やID、パス
ワード等を悪意あるサイトへ記載することで、身に覚えのないメールや架空請求等
の原因となります。取り扱いには十分、ご注意願います。

ウェブサイトを見る（続き）
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ブラウザウィンドウの操作
閲覧中のウィンドウを開いたまま、新しいウィンドウで別のページを開く
ことができます。複数のウィンドウを開くと、異なるサイト間を簡単に切
り替えて閲覧できます。

準備  ● ウェブサイトを開いておく。  132 ページ

新しいウィンドウを開く

を押し、「新しいウィンドウ」をタップする

新しいウィンドウが開き、ホームページ（お買い上げ時の設定では Google 検索画面）
が表示されます。
 ● 開けるウィンドウの数は最大8つまでです。

ウィンドウを切り替える

1  を押し、「ウィンドウ」をタップする
 ● 現在開いているウィンドウの一覧が表示されます。

2  見たいウィンドウをタップする
ウィンドウを閉じる

1  を押し、「ウィンドウ」をタップする
 ● 現在開いているウィンドウの一覧が表示されます。

2  閉じたいウィンドウの  をタップする

ウェブサイトを見る（続き）
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ウェブサイトの情報を活用する
表示中のページから文章をコピーしたり、メールやその他のアプリケー
ションを使ってアドレスを共有したりできます。

準備  ● ウェブサイトを開いておく。  132 ページ

1  を押し、「その他」を選ぶ

2 項目を選ぶ
項目 説明

ブックマークを追加 表示中のページをブックマークに登録します。

ページ内検索

文字を入力すると、ページ内で一致する箇所がハイライト
表示されます。
／ をタップすると前後の一致箇所が表示されます。

検索画面を閉じるには をタップしてください。

テキストを選択して
コピー

以下の操作で文字をコピーします。
①コピーしたい文字の開始点をタップする
②コピーしたい文字の開始点から終了点までドラッグし、 
　指を離す
③選択された部分をタップする
コピーしたテキストは、メールなどの文字入力時に、文字
入力欄をロングタッチして「貼り付け」を選ぶと貼り付け
られます。

ページ情報 ウェブサイトのタイトルとアドレスを表示します。情報画
面を閉じるには「OK」を選んでください。

ページを共有
表示しているページのアドレスを、本機の別のアプリケー
ションで共有できます。表示されるメニューから共有方法
を選んでください。

ダウンロード履歴 ダウンロード済みまたはダウンロード中のファイルの情報
をリストで表示します。

設定 ブラウザの設定をします。

ウェブサイトを見る（続き）
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インターネット上の情報を簡単に検索できます。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「検索」（Google 検索）を選ぶ
 ● ホーム画面で本機の  を押して「検索」を選ぶこともできます。
 ● ホーム画面の検索ウィジェットからも検索できます。

3 検索したい言葉を入力する

 ■ 音声入力で検索する

1  を押し、「アプリ一覧」 「音声検索」（Google 音声検索）を
タップする
「お話しください」と表示されます。

 ● ホーム画面の検索ウィジェットの  をタップしても
音声検索ができます。

2 本機のマイクに向かって検索したい言葉を話す
音声認識が行われ、検索語の候補が表示されます。

3 候補から検索語を選ぶ

検索する
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アプリ 
ケーション Google Play ストア を使う

（アプリケーションの追加／更新／消去）
たくさんのアプリケーションの中から、気に入ったアプリケーションを選
んで本機にインストールできます。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

1  を押し、「Playストア」をタップする
 ● Google アカウントを設定していない場合は設定画面が表示されます。
 ● お買い上げ後初めて使うときは利用規約への同意が必要です。
 ●「アプリ一覧」から「Playストア」を選ぶこともできます。

追加、更新、消去などの操作方法について

「Playストア」を起動後、本機の  を押し、「ヘルプ」を選ぶと、使いかた
やサービス内容などについての説明をご覧いただけます。 
画面や操作方法、サービス内容などは、予告なく変更されることがあります。

お知らせ

• すべてのアプリケーションの動作を保証するものではありません。
• お使いの機器の仕様によって、表示されるアプリケーションは異なります。他機器で
使用しているアプリケーションが本機ではダウンロードできない場合があります。

• アプリケーションには無料のものと有料のものがあります。
• 有料アプリケーションの購入には、「Google ウォレット」への登録が必要です。また、
ダウンロード後、規定の時間内であれば返品して払い戻しを受けることができます
（各アプリケーションにつき1回のみ）。詳しくは上記の「ヘルプ」をお読みください。
• アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、お客様ご自身の
責任で行ってください。ウイルスへの感染や各種データの破損などが発生するおそ
れがあります。

• お客様がインストールしたアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当
社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となります。

• お客様がインストールしたアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者
への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

• アプリケーションの購入および返金などについては、当社は一切対応できかねます。
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ニュースと天気の情報を見ることができます。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「ニュースと天気」をタップする
 ● 左側のホーム画面にあるアイコン（ショートカット）から起動することもできます。

（切り替えた画面では、   が表示されています）

お知らせ

• 日付や時刻が正しく設定されていない場合、正しく動作しないことがあります。 
設定をご確認ください。  161 ページ

ニュースと天気を見る
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mixi 、Twitter または Facebook などの各種のSNSアプリケーション
にログインしてコミュニケーションを楽しめます。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

 ● Twitter 、 Facebook は、左側のホーム画面にアイコン（ショートカット）がありま
す。（お買い上げ時） 
使いたいアプリケーションをタップし、手順3からの操作を行うこともできます。

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 使いたいアプリケーションをタップする
3 必要な情報を入力してログインする

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を使う
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YouTube 動画コミュニティに登録されている動画を見ることができます。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「 YouTube」をタップする
 ●  をタップし、動画を検索することができます。

3 見たい動画を選ぶ
 ● 再生が始まります。

 ● 右側のホーム画面にあるアイコン（ショートカット）から起動することもできます。
29 ページ

お知らせ

• 日付や時刻が正しく設定されていない場合、正しく動作しないことがあります。 
設定をご確認ください。  161 ページ

 ● YouTube 動画コミュニティは、YouTube, LLC が運営・管理しています。
 ● 本機では、パソコンで閲覧できるコンテンツで閲覧できないものがあります。
 ● コンテンツには、お客様が不適切であると感じるような情報が含まれることが 
あります。
 ● 当社は、コンテンツに関して一切の責任を負いません。

YouTube 動画を見る
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ケーション Skype™ を使う

Skype™ （スカイプ）は、インターネットを通じて音声通話やビデオ通話が
できるアプリケーションです。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

 ● 右側のホーム画面にあるアイコン（ショートカット）から起動することもできます。
29 ページ  （お買い上げ時）
アイコンをタップし、手順3からの操作を行うこともできます。

お知らせ

• 初回起動時にダウンロードとインストールが必要です。画面の表示に従って 
ダウンロードしてください。

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「  ( Skype のダウンローダー )」をタップし、画面の表示に
従ってアプリケーションをダウンロードする

3 「  （ Skype )」をタップする

4 サインインして Skype を使う
 ● アカウントをお持ちでない場合は、お知らせや利用規約を読み、アカウントを
作成してください。
 ● 使いかたは Skype のサイトでご確認ください。

次ページへ
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ケーション Skype™ を使う（続き）

 ■ バックグラウンド動作について

サインインした状態で本機の  を押してホーム画面に戻ったり、ほかの
アプリケーションを起動しても、「 Skype 」はバックグラウンドで動作を
続けます(待ち受け状態）。 
動作中は、ステータスバーにアイコン(例:  ）が表示されます。終了させ
たい場合は、「 Skype 」の画面に戻ってサインアウトしてください。

お知らせ

• アプリケーションを更新した場合は、一度本機の電源を切ってから再度電源を入れ
てお使いください。

Skype は 110番や119番の緊急電話には使用できません 
Skype は通常の電話に取って代わるサービスではないため、緊急通報
に使用することはできません。
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アプリ 
ケーション radiko.jpを聴く

インターネットを通じてラジオ音声を聴くことができます。

 ● radiko.jp（ラジコ）は、地上波ラジオの放送エリアに準じた地域に配信するサービ
スです。配信エリアや放送局については radiko.jp のサイトでご確認ください。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ   

1  を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「radiko.jp for Panasonic」をタップする
3 聴きたいラジオ局を

タップする
 ● ラジオ音声の再生／停止
は、本機の  を押して切
り替えることもできます。

ラジオ音声を再生 停止

 ● 右側のホーム画面にあるアイコン（ショートカット）から起動することもできます。 

（切り替えた画面では、    が表示されています）

 ■ 終了するには

  を押し、「終了」をタップする

お知らせ

• 本機の  を押してホーム画面に戻った場合、「radiko.jp for Panasonic」は停止
せず、バックグラウンドで動作が継続されます。停止させたいときは上記の終了操作
を行ってください。

• radiko.jp 動作中に電話・ファクス・ドアホンのアプリケーションを使用すると、
radiko.jp で再生される音により自動応答や通話などの音声の妨げとなります。
radiko.jp の動作中は、コードレス子機やドアホンで通話してください。

• 「radiko.jp for Panasonic」使用時は、本機を縦向きにしても画面は回転しません。

• 日付と時刻が正しく設定されていないと起動しない場合があります。日付や時刻が
正しく設定されていないときは    を押し、「設定」 「日付と時刻」
「自動」または「日付設定」および「時刻設定」をタップして日付と時刻を設定してく
ださい。161 ページ
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アプリ 
ケーション Gmail を使う

Gmail を利用して、Eメールの送受信ができます。Gmail 利用には、
Google アカウントの設定が必要です。Google アカウントの設定が完了
していない場合は、設定を行ってから操作してください。設定は「アカウン
トを追加する」  160 ページ

準備
 インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。
150 ページ ■■

メールを作成し、送信する

1 ■を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「Gmail」をタップする
3■ ■を押し、「新規作成」をタップする

4■ 宛先のメールアドレス、件名、本文を入力する
 メール作成中にできることは  145 ページ

 電話帳から送信する場合は  52 ページ

5■ （送信）をタップする
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アプリ 
ケーション

■■ メール作成中にできること

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明
送信 作成中のメールを送信します。

下書き保存 作成中のメールを「下書き」トレイに保存します。
Cc／ Bccを追加 宛先にCCおよびBCCを追加します。

添付 ファイルを添付します。
破棄 作成中のメールを破棄します。

ヘルプ Gmail のヘルプを表示します。
 ブラウザが起動します。

画像を Gmail に添付して送る

1 ■を押し、「アプリ一覧」をタップする

2 「Gmail」をタップする
3■  を押し、「新規作成」をタップする

4■ 宛先のメールアドレス、件名、本文を入力する
 メール作成中にできることは  上記   
 電話帳から送信する場合は  52 ページ

5■  を押し、「添付」をタップする

6■ 添付したい画像をタップする
 画像が添付されます。

7■ （送信）をタップする

Gmail を使う(続き)
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アプリ 
ケーション

メール転送設定をする
ファクス受信したときや留守番電話に用件が登録されたとき、またはドア
ホンや窓センサー着信時に登録したメールアドレスにお知らせする場合
に必要な発信元の Gmail アカウントとパスワードを設定します。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「端末の設定」を
タップする

2 「メール転送設定」をタップする
3 Gmail のアカウントおよび

パスワードを入力し、「OK」
をタップする

4 終わったら、  を押す

Gmail を使う(続き)
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アプリ 
ケーション 付せんを使う

自由に描画できる付せんを、ホーム画面に貼り付けることができます。 
ホーム画面に空きがあれば複数の付せんを作成して貼り付けることが 
できます。

付せんを作る

1  を押し、空いている箇所
をロングタッチする

2 「ウィジェット」をタップする
3 「付箋」をタップする

 ●「付箋」は、フリックして表示させます。

4 タッチパネルにタッチペンで書く
 ● 付せん作成中にできることは  148 ページ

5  を押し、「保存」をタップする
 ● ホーム画面に貼り付けられます。
 ● ホーム画面に空きがない場合は、「ホーム画面に空きスペースがありません。」と
表示され、付せんは貼り付けられません。（書いた付せんも削除されます）
 ● 内容をすべて削除するには、「全消去」 「はい」をタップします。
 ●「中止」 「はい」をタップしてホーム画面に貼り付けることもできます。
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アプリ 
ケーション 付せんを使う（続き）

 ■ 付せん作成中にできること

項目 説明

ペン切替
太い 太い線を書くことができます。
細い 細い線を書くことができます。

消しゴム切替
太い 広い範囲で消すことができます。
細い 狭い範囲で消すことができます。

取り消し
直前の動作(ペン描画および消しゴムでの消去)を取り
消します。

やり直し 「取り消し」で取り消した直前の内容を元に戻します。
クリア 前回保存した内容以降に編集した内容が取り消されます。
プレビュー 手書きメモの仕上がりを確認することができます。

付せんを削除する

1 削除したい付せんをロング
タッチする
 ● アイテムが一回り大きく表示
され、移動できる状態になり
ます。

2 タッチしたまま    の位置までドラッグし、アイテムの色が
赤に変わったら指を離す
 ● アイテムが削除されます。
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アプリ 
ケーション 使用中のアプリケーションを終了

させる
「タスクビューア」を使って、使用中のアプリケーションを終了することが
できます。

1  を押し、「アプリ一覧」 「タスクビューア」をタップする
 ● 使用中のアプリケーションが表示されます。

2  ■個別に終了するには

1   終了したいアプリケーションをタップする
 ● 確認メッセージが表示されます。

2   「はい」をタップする
 ● アプリケーションが終了します。

 ■すべて終了させるには

1   「すべて終了」をタップする
 ● 確認メッセージが表示されます。

2   「はい」をタップする
 ● すべてのアプリケーションが終了します。
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アプリ 
ケーション 無線LANに接続する

本機は、無線LAN環境を経由してインターネットに接続したり、他機器と
無線接続したりすることができます。
 ● 株式会社バッファローのAOSS™対応の無線ブロードバンドルーター（アクセスポ
イント）をお使いの場合は、本機とのWi-Fi接続を簡単に設定できます。「アプリ一
覧」より    （AOSS）をタップし、画面の指示に従って操作してください。

1  を押し、「設定」 「無線とネットワーク」をタップする

2 「Wi-Fi」をタップして    にする
 ● Wi-Fiが「ON」になるまでに数秒かかる場合があります。

3 「 Wi-Fi設定」をタップする
 ● 利用可能なネットワークの検出が始まります。
 ● 一度接続したネットワークには自動的に接続するため、以下の操作は必要あ
りません。

4 ネットワークに接続する
 ● 次のいずれかの方法で接続してください。 
「WPSで接続する」 151 ページ

「検出されたネットワークから選択して接続する」 152 ページ

「手動で接続する」 153 ページ

 ■ ステータスバーの表示
無線 LAN接続が完了すると、ステータスバーに電波状況がアイコンで表示されます。

本機に登録された Google アカウントにログインしている場合

Google アカウントが本機に未登録、またはログインに失敗した場合

お知らせ

• Wi-Fiをオンにすると、無線LAN接続をしていなくても電池持続時間が短くなります。
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アプリ 
ケーション 無線LANに接続する（続き）

WPSで接続する
無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）がWPS（Wi-Fi 
Protected Setup™）に対応している場合、簡単な操作で接続できます。

1 150ページの手順1～ 3の操作を行う
2 項目をタップする

項目 説明
WPS PIN コード 
入力接続

無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）がWPS
のPINコード方式に対応している場合

WPS プッシュボタン 
接続

無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）がWPS
のプッシュボタン方式に対応している場合

3  ■「WPS PINコード入力接続」を選んだ場合

1  本機の画面に表示されたPIN コードを無線ルーター側でアクセ
スポイントに設定してから、「接続」をタップする
 ● 本機と無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）が通信して自動
的に設定が行われます。
 ● PINコードの入力方法など、詳しくは無線ルーターの取扱説明書をお読
みください。
 ● アクセスポイントが検出されないと、検出できなかったときのメッセー
ジが表示されます。無線ルーターやネットワーク環境に問題がないか確
認のうえ、アクセスポイントの近くで「OK」をタップしたあと、手順1か
ら設定をやり直してください。

 ■「WPS プッシュボタン接続」を選んだ場合

1  2分以内に無線ルーターのWPS ボタンをWPSランプが点滅
するまで押す
 ● ランプが点滅したら手を離してください。
 ● アクセスポイントが検出されないと、検出できなかったときのメッセー
ジが表示されます。無線ルーターやネットワーク環境に問題がないか確
認のうえ、アクセスポイントの近くで「OK」をタップしたあと、手順1か
ら設定をやり直してください。



152

アプリ 
ケーション

検出されたネットワークから選択して接続する

1 150ページの手順1～ 3の操作を行う
2 該当無線ルーター名をタップする

 ● 利用可能な無線ルーターを再検出したいときは、本機の  を押し、
「スキャン」を選んでください。

3 パスワードを入力して「接続」をタップする
 ● パスワードについては無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）の取
扱説明書をご覧になるか、設定した管理者にご確認ください。
 ● セキュリティが設定されていないネットワークの場合、パスワードの入力は
不要です。

無線LANに接続する（続き）
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アプリ 
ケーション 無線LANに接続する（続き）

手動で接続する

1 150ページの手順1～ 3の操作を行う
2 「Wi-Fiネットワークを追加」をタップする
3 無線ルーターに割り当てられた「ネットワークSSID」を入力し、
「セキュリティ」の種類を選択する

 ● 無線ルーターに暗号キーを割り当てている場合は、パスワードを入力してく
ださい。
 ● SSIDやセキュリティ、パスワードの確認など、詳しくは無線ルーターの取扱
説明書をお読みください。

4 「保存」をタップする

お知らせ

• WPSで接続した場合、複数のセキュリティが設定された無線ルーターが登録される
ことがあります。お使いの無線ルーターを選択してご利用ください。

• お使いの環境によっては通信速度が低下したり、ご利用になれない場合があります。
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アプリ 
ケーション 無線LAN機能の設定をする

1  を押し、「設定」 「無線とネットワーク」をタップする

2 「 Wi-Fi 設定」をタップする

3 項目を選んで設定する
項目 説明
Wi-Fi 無線LAN接続のオン／オフを切り替えます。

ネットワークの通知 利用可能な無線LANネットワークが検出されたとき、ス
テータスバーに通知アイコンを表示させることができます。

詳細設定

上記の設定画面を表示中に本機の  を押し、「詳細設定」を選ぶと、さら
に詳細な設定ができます。MACアドレスやIPアドレスも確認できます。

項目 説明
MACアドレス 本機のMACアドレスが表示されます。
IP アドレス 現在のIPアドレスが表示されます。
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アプリ 
ケーション ソフトウェアを更新する

インターネットに接続している場合、本機のソフトウェアおよびアプリケー
ションの更新データが公開されると、お知らせランプでお知らせします。

 ●「電話・ファクス・ドアホンからのお知らせ」に「新しいソフトウェアが見つかりま
した」と表示されます。

お願い

• 作成中のデータなどは保存してからソフトウェアの更新を行ってください。
• ソフトウェア更新中はACアダプターを接続して行ってください。
• 本機の内蔵メモリー（ユーザー領域）に約300 MBの空き容量が必要です。空き容量
を確認するには、   を押し、「設定」「SDメモリーカードと端末容量」の
「内蔵ストレージの容量」でご確認ください。

準備
 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN接続しておく。 
150 ページ

1 ステータスバーを下にドラッグし「電話・ファクス・ドアホンからの
お知らせ」をタップする

2 「新しいソフトウェアが見つかりました」をタップする
3 メッセージを確認し、「はい」をタップする
4 メッセージを確認し、更新を行う場合は「はい」をタップする

 ● 更新をしない場合は、「いいえ」をタップすると、ホーム画面に戻ります。

5 メッセージに従ってください
 ● ソフトウェアの更新が完了するまでに、再起動する場合があります。

 ■ 本機の「端末情報」からシステムアップデートするには

   を押し、「設定」「端末情報」「システムアップデート」をタップする
上記手順 3からの操作を行う。

お知らせ

• アップデートの内容については下記サポートサイトをご覧ください。 
http://panasonic.jp/com/support/hsp/

http://panasonic.jp/com/support/hsp/
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お好み設定 アプリケーションを管理する

アプリケーションを管理する
アプリケーションに関する設定をします。

1   を押し、「設定」 「アプリケーション」をタップする

2 項目をタップする
項目 説明

提供元不明のアプリ

チェックを入れてオンにすると、「 Google Play ストア 」
以外のサイトやメールの添付ファイルなどから入手したア
プリケーションをインストールできるようになります。
 ● お買い上げ時はオフに設定されています。
 ● インストールするアプリケーションによっては、本機
が正常に動作しなくなるおそれがあります。インストー
ルはお客様ご自身の責任で行ってください。

アプリケーションの 
管理

インストール済みのアプリケーションを表示します。アプ
リケーションの消去（アンインストール）もここから行えま
す。157 ページ   

実行中のサービス 現在実行中のサービスを一覧表示します。
 ● サービスを選んで個別に制御することもできます。

ストレージ使用状況 インストールされているすべてのアプリケーションを、 
容量の大きいものから順に表示します。

電池使用量

アプリケーションや機能ごとの電池使用の割合を表示します。
 ● 項目名をタップすると詳細を確認できます。
 ● 電池使用時間の表示をタップすると、使用量の推移を
グラフで確認できます。

開発 アプリケーション開発時に使用できるオプションを表示し
ます。
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お好み設定

アプリケーションを消去する

1	 ■ ■を押し、「設定」「アプリケーション」
「アプリケーションの管理」をタップする

2■ 項目タブをタップする
項目 説明

ダウンロード済み 本機をご購入後に追加または更新したアプリケーション
すべて すべてのアプリケーション

SDカード上 内蔵メモリーからSDメモリーカードに移動したアプリ
ケーション

実行中 現在実行中のサービス

3	 アプリケーションをタップする
 アプリケーションの情報が表示されます。

4	「アンインストール」をタップする
 消去できるのは、お買い上げ後にインストールされたアプリケーションのみ
です。
 お買い上げ時にインストールされていたアプリケーションの場合、「アップ
デートのアンインストール」を選ぶと、お買い上げ時のバージョンに戻すこと
ができます。
「データを消去」をタップすると、アプリケーションは残してデータだけを消
去できます。

5	「OK」をタップする
 アプリケーションが消去されます。

6	 終わったら、 ■を押す

お知らせ

•	アプリケーションの消去は「	Google	Play	ストア	」■■137	ページ ■■からも可能です。

アプリケーションを管理する（続き）
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お好み設定

アプリケーションをSDメモリーカードに移す
「 Google Play ストア 」からダウンロードしたアプリケーションは通常、
内蔵メモリーのシステム領域にインストールされます。 
アプリケーションをSDメモリーカードに移すことで、システム領域の空
き容量を増やすことができます。

1   を押し、「設定」 「アプリケーション」
「アプリケーションの管理」をタップする

2 「ダウンロード済み」タブをタップする
3 アプリケーションをタップする

 ● アプリケーションの情報が表示されます。

4 「SDカードに移動」をタップする
 ● 移動できるのは、お買い上げ後にインストールされたアプリケーションのみです。
 ● アプリケーションによっては移動できないものもあります。

 ■ アプリケーションをシステム領域に戻すには

1   を押し、「設定」 「アプリケーション」
「アプリケーションの管理」をタップする

2 「SDカード上」タブをタップする
3 アプリケーションをタップする

 ● アプリケーションの情報が表示されます。

4 「端末に移動」をタップする

アプリケーションを管理する（続き）
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お好み設定 アカウントと同期の設定をする

本機で使用しているアカウントを管理します。 
初期設定で登録したGoogle アカウントの他、各種アプリケーションで 
使用しているアカウントを一元管理できます。

準備  ●「Wi-Fi」をオンにしておく。  154 ページ   

1   を押し、「設定」 「アカウントと同期」をタップする

2 項目をタップする
 （▶ ：お買い上げ時の設定）

項目 説明

バックグラウンド
データ

アプリケーションのバックグラウンドデータ通信（使用中
以外にも自動的にデータ通信すること）を許可するかどう
かを選びます。
▶  ：許可する ：許可しない
 ● チェックを外すことで、バックグラウンドデータ通信
が無効になり、データの使用量が減るため省エネにな
ります。

自動同期
本機に登録されているアカウントのデータを自動的に同期
するかどうかを選びます。
▶  ：同期ON ：同期OFF

同期させる項目を設定する

アカウントごとに同期させる項目を設定できます。

1   を押し、「設定」 「アカウントと同期」をタップする

2 アカウントをタップする
3 自動同期させたい項目をタップする

 ● チェックを入れた項目は直ちに同期されます。
 ● チェックを外した項目は同期されなくなります。

 ● 本機の  を押し、「今すぐ同期」を選ぶと、すべての項目を直ちに同期します。

4 終わったら、  を押す
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アカウントを追加する

1   を押し、「設定」 「アカウントと同期」をタップする

2 「アカウントを追加」をタップする
3 追加したいアカウントの種類をタップする
4 画面の指示に従って操作する

 ● アカウントの種類によって操作方法が異なります。

アカウントを消去する

1   を押し、「設定」 「アカウントと同期」をタップする

2 消去したいアカウントをタップする
3 「アカウントを削除」 「アカウントを削除」をタップする

お知らせ

• 最初に登録したGoogle アカウントは消去できません。消去したい場合は、 
「データの初期化」  166 ページ   の操作をしてください。

アカウントと同期の設定をする（続き）
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お好み設定 日付・時刻を合わせるとき

日付と時刻を設定します。

 ● 初期セットアップで日付・時刻が自動で設定されたときは「自動」が選択されていま
す。「自動」の選択時は、NTP（Network Time Protocol：ネットワーク・タイム・プ
ロトコル）により、ネットワークに接続された本機の時計が同期され、正しい時刻に
自動修正します。
 ● 日付と時刻が正しく設定されていない場合、アプリケーションが動作しないことが
あります。

1   を押し、「設定」 「日付と時刻」をタップする

2 「日付設定」、「タイムゾーンの選択」、「時刻設定」を手動で変更したい
場合は、「自動」をタップして、チェックを外す

3 項目を選んで設定する
 ● 設定は  169 ページ   「日付と時刻」をご覧ください。

4 終わったら、  を押す

お知らせ

• 日付は、2036年12月31日まで設定できます。



162

お好み設定 機能一覧

機能一覧
この項目では、本機で設定可能な各種項目について一覧で紹介しています。

 ●   を押し、「設定」をタップしたあと、各項目の選択や設定を行うことができます。

 ● 本機の各設定項目に表示されている説明と本書の記載は異なります。

 （▶ ：お買い上げ時の設定　  ：非選択   ：選択）

無
線
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Wi-Fi
無線LAN接続のオン
／オフを切り替える

▶  オフ（OFF）  オン（ON）

Wi-Fi 設定
無線LANに接続する 
（設定のしかたは 
150 ページ ）

Wi-Fi
無線LAN接続のオン
／オフを切り替える

▶  オフ
 オン

ネットワークの通知
利用可能な無線LAN
ネットワークが検出
されたときに、ステー
タスバーに通知アイ
コンを表示させる

 しない
▶ する

 を押すと「スキャン」または「詳細設定」が選べます。

WPS PIN コード入力接続

WPS プッシュボタン接続

Wi-Fi ネットワーク
◆検出されたアクセスポイントがあれば、 
表示されます。

Wi-Fi ネットワークを追加
手動で設定する

電
話
と
フ
ァ
ク
ス

電話の設定

◆機能は  171 ページ をお読みください。

留守番電話の設定

ファクスの設定

接続機器の設定
中継アンテナ・ワイヤ
レスアダプター・窓セ
ンサーの設定

端末の設定

ダイレクト番号
コード番号を入力し設
定画面へ移行
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お好み設定 機能一覧（続き）

音

音量

着信音・メディア・アラームの音量バーをドラッグして
調節し、「OK」をタップする
「通知音にも着信音量を適用」を	 	にすると、
通知音も個別に設定できます。

着信音

表示されている着信音から選ぶ

▶ Beat	Plucker

「サイレント」は、着信音が鳴らなくなります。
電話／ファクス／ドアホンの着信音は、■
「電話とファクス」→「端末の設定」→「呼出音」の■
設定で行います。176	ページ

通知音
通知が入ったときに鳴
らす音を選ぶ

表示されている通知音から選ぶ

▶ On	The	Hunt

「サイレント」は、着信音が鳴らなくなります。
タッチ操作音
ダイヤルするときに操
作音（受付音）を鳴らす

	オフ ▶ オン

選択時の操作音
メニューやアイコンな
どをタップしたときに
音を鳴らす

▶ 	オフ オン

画面ロックの音
画面のロック／ロック
解除時に音を鳴らす

▶ 	オフ オン

表
示

画面の明るさ
調整バーをドラッグして明るさを調整し、「OK」をタッ
プする

画面の自動回転
液晶ディスプレイの向
き（横・縦）に合わせて、
自動的に表示方向を切
り替える

	オフ ▶ オン

アプリケーションや機能によっては、表示方向が固
定されているものがあります。

アニメーション表示
すべてのウィンドウア
ニメーションを表示す
る

アニメーションなし
一部のアニメーション

▶ すべてのアニメーション

画面消灯
操作しないときに、	
画面を自動消灯する	
までの時間を設定する

消灯無し 	 ▶ 1分 	 30分

	 15秒 	 2分

	 30秒 	 10分

消灯すると、スリープ（休止）になります。
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お好み設定 機能一覧（続き）

現
在
地
情
報
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

無線ネットワークを使用
地図などのアプリケー
ションで無線ネット
ワークの位置情報を使
用する

▶  しない する

GPS機能を使用
位置情報取得のために
GPS を使用する

 しない ▶ する

画面ロックの設定
認証情報を設定し、 
本機をロックする

「なし」、「パターン」、「PIN」、「パスワード」から選び、
設定する
◆ 詳しい操作方法については、「準備・ご使用の前に」
の「画面をロックする」をお読みください。

パスワードを表示
パスワード入力時に文
字を表示する

 しない ▶ する

デバイス管理者を選択
デバイス管理者を追加
または削除する

◆デバイス管理機能がインストールされている場合に
設定できます。

安全な認証情報の使用
証明書やそのほかの認
証情報へのアクセスを
アプリケーションに許
可する

▶  しない する

◆下の「パスワード設定」で認証情報ストレージのパ
スワードが設定されている場合に選択できます。

SDカードからインストール
暗号化された証明書をSDメモリーカードからインストールする
パスワードの設定
認証情報ストレージパスワードを設定または変更する
ストレージの消去
認証情報ストレージのすべてのコンテンツを消去してパスワードをリセットす
る
◆認証情報ストレージのパスワードも消去されます。
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ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

提供元不明のアプリ
「	Google	Play	ストア	」以外のサイトやメールの添付ファイ
ルなどから入手したアプリケーションをインストールできる
ようにする
インストールするアプリケーションによっては、本機が正
常に動作しなくなるおそれがあります。インストールはお
客様自身の責任で行ってください。

▶ 	しない
する

アプリケーションの管理
インストール済みのアプリケーションを管理する		156	ページ
アプリケーションの消去（アンインストール）もここから行えます。157	ページ
実行中のサービス
現在実行中のサービスを一覧表示する
サービスを選んで個別に制御することもできます。
ストレージ使用状況
アプリケーションが使用しているストレージ容量を表示する
使用している容量の大きいものから順に表示されます。
電池使用量
アプリケーションや機能の電池使用状況を表示する
項目名をタップすると詳細を確認できます。
電池使用時間の表示をタップすると、使用量の推移をグラフで確認できます。
開発
アプリケーション開発時に使用できるオプションを表示する

ア
カ
ウ
ン
ト
と
同
期

バックグラウンドデータ
アプリケーションがデータをいつでも同期、送信、受信でき
るようにする

	しない
▶ する

自動同期
本機に登録されているアカウントのデータを自動的に同期
させる

	しない
▶ する

アカウントを管理
アカウントを追加すると、「アカウントを管理」に
ユーザーアカウントが表示されます。159	ページ

自動同期させた
い項目をタップ
する
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お好み設定 機能一覧（続き）

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

データの初期化
Android に関連するデータをお買い上げ時の状態に戻します。
◆「SDカード内データを消去」を  にすると、SDメモリーカード内の全データ
（ファクス、音楽、写真など）も消去できます。
◆「電話とファクス」の設定は、初期化されないものがあります。すべて初期化す
るには、「初期化するとき」  247 ページ の操作を行ってください。

Ｓ
Ｄ
メ
モ
リ
ー
カ
ー
ド
と
端
末
容
量

SDメモリーカードの容量
SDメモリーカードの容量の情報を表示する
SDメモリーカードのマウント /マウント解除
SDメモリーカードをマウントする／安全に取り外すためにマウントを解除する
SDメモリーカード内データを消去
SDメモリーカード内の全データ（ファクス、音楽、写真など）を消去する
ファクスデータを整理する
旧機種のファクスのデータ変換やパソコンなどでファクスデータを削除した場合に使用す
る
内蔵ストレージの容量
内蔵ストレージ容量の情報を表示する
内蔵ストレージ内データを消去
内蔵メモリー（ユーザー領域）内の全データを消去して初期化する
空き容量
空き容量を表示する
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言
語
と
キ
ー
ボ
ー
ド

言語を選択
メニューなどの表示言語を選ぶ

English
▶ 日本語

単語リスト
Android キーボード使用時に入力候補に登録し
た単語のリストを表示する

登録単語の一覧

   押すと、追加登録の画
面が表示されます。

iWnn（あいうんぬ）IME※

iWnn IMEの設定

キー操作音
キーを押したときに
音を鳴らす

▶  オフ
オン

キーポップアップ
入力時に選択した
キーを拡大表示する

 しない
▶ する

自動大文字変換
英字で文頭文字を大
文字にする

 しない
▶ する

キーボードタイプ
画面の向き、入力モードごとにキーボードのタイプ
を設定する
音声入力

音声入力を使用する  しない ▶ する

フリック入力  しない ▶ する

フリック感度 （レベル調整バー）

トグル入力  しない ▶ する

自動カーソル移動
速い 遅い

▶ 普通 Off

※日本語変換は、オムロンソフトウェア ( 株 ) の iWnn IME for Android を使用しています。
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言
語
と
キ
ー
ボ
ー
ド
（
続
き
）

iWnn IME（続き）
iWnn IMEの設定

候補学習  しない ▶ する

予測変換  しない ▶ する

入力ミス補正  しない ▶ する

ワイルドカード予測  しない ▶ する

候補表示行数

縦画面： 3

1 4

▶ 2 5

横画面：

▶ 1

2

外部変換エンジン
▶ なし

Social IME

マッシュルーム
使用する

▶ 使用しない

日本語ユーザー辞書

英語ユーザー辞書

学習辞書リセット
iWnn IME

IMEについて

手書き文字認識
手書き文字認識の設定

キー操作音 ▶  オフ オン

候補学習  しない ▶ する

予測変換  しない ▶ する

日本語ユーザー辞書

学習辞書リセット

文字認識時間

自動入力時間

Handwriting IME for Japanese

機能一覧（続き）
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言
語
と
キ
ー
ボ
ー
ド
（
続
き
）

Android キーボード
Android キーボード 
の設定

キー操作音 ▶  オフ オン

キー押下時 
ポップアップ  しない ▶ する

タップして語句を 
修正  しない ▶ する

自動大文字変換  しない ▶ する

設定キーを表示
▶ 自動

常に表示
常に非表示

音声入力
▶ メインキーボード上

記号キーボード上
OFF

入力言語 選択無し

入力候補を表示  しない ▶ する

オートコンプリート  なし ▶ あり

ユ
ー
ザ
ー
補
助

ユーザー補助
ユーザー補助アプリケーション（画面上の文字
を読み上げるアプリケーションなど）のインス
トールと動作設定をする

▶  しない する

◆お買い上げ時は、ユーザー補
助のアプリケーションがイ
ンストールされていません。

日
付
と
時
刻

自動※

ネットワークから設定
を取得する

 手動 ▶ 自動

◆初期セットアップで無線LANの設定を行い、日付・
時刻が自動で設定されたときに「自動」が設定され
ます。

※ 自動が  の場合は「日付設定」、「タイムゾーンの
選択」、「時刻設定」は選択できません。

NTP/SNTPサーバーの
設定
同期をとる間隔を設定
する

間隔
同期設定

▶ 1日 1週間

3日 1ヶ月

5日

日付設定
◆初期セットアップで無線LANの設定を行わず、 
日付・時刻が自動で設定されなかったときなどに 
日付を手動で設定します。

機能一覧（続き）
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日
付
と
時
刻
（
続
き
）

タイムゾーンの選択
本機を使用する地域	
（タイムゾーン）を選ぶ

表示されているタイムゾーンから選ぶ
▶ GMT+09:00,	日本標準時 (東京 )

 		でアルファベット順／タイムゾーン順に切り

替えることができます。

時刻設定
初期セットアップで無線LANの設定を行わず、	
日付・時刻が自動で設定されなかったときなどに	
時刻を手動で設定します。

24時間表示
時刻の表示形式を選ぶ

	：AM／PM表示 ▶ ：24時間表示

電話・ファクス・ドアホンの機能については、固定され
ていて変更できません。またアプリケーションによっ
ては固定されていて変更できないものがあります。

日付形式
日付の表示形式を選ぶ

▶ 標準 (2012/12/31) 31/12/2012

12/31/2012 2012/12/31

端
末
情
報

システムアップデート
「ソフトウェアを更新する」155	ページ

端末の状態
電話番号、電波状態	
など

電池の状態:

電池残量
電池残量はめやすです。また、AC	アダプターを抜
いてから電池残量の数値が安定するまでに時間がか
かることがあります。

Wi-Fi	MACアドレス
稼働時間

電池使用量
アプリケーション実行時の電池使用量を表示する
	 	で更新

法的情報
プログラムのライセン
ス情報とGoogle	利用
規約を表示する

オープンソースライセンス

Google	利用規約

モデル番号
本機の製品品番を表示する

Android バージョン

カーネルバージョン

ビルド番号

機能一覧（続き）
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電話とファクス
「電話とファクス」の機能は、ダイレクトに機能へ飛ぶ「コード入力方式」も
あります。

 ●   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ダイレクト番号」

下記の「コード番号」を入力する
 （▶ ：お買い上げ時の設定　  ：非選択   ：選択）

項目 機能と概要 コード番号 設定値

電
話
の
設
定

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ
ナンバー・ディスプレイサービ
スを利用

133

▶ 自動

あり なし

 110 ページ
キャッチホン・ディスプレイ
キャッチホン・ディスプレイ
サービスを利用

137
▶ なし あり

 112 ページ

非通知着信
非通知の電話に出ない

184
▶ 拒否しない

拒否する
 114 ページ

公衆電話着信 
公衆電話からの電話に出ない

186
▶ 拒否しない

拒否する
 114 ページ

表示圏外着信
表示圏外の電話に出ない

187
▶ 拒否しない

拒否する
 114 ページ

迷惑電話着信拒否
特定の相手からの電話に出ない

136
▶ なし あり

 116 ページ
その他の設定

保留メロディ
保留メロディ

022

▶ メロディ1：愛の挨拶

メロディ2：JUPITER
メロディ3： 
 ヴァルキューレ
メロディ4：CANTATA

回線種別
電話回線の設定

079

▶ 自動 20

プッシュ 10

「準備・ご使用の前に」をお読みく
ださい。

機能一覧（続き）
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項目 機能と概要 コード番号 設定値

電
話
の
設
定(

続
き)

TA /スプリッタ接続
光回線(ひかり電話)、ADSLや
ISDN回線に接続する

172

▶ なし あり

◆「あり」に設定すると、電話の声
をやや小さくして、反響を抑え
ます。 179、180 ページ

選んでケータイ
携帯電話への通話料金を選ぶ 
サービスを利用

198

▶ なし
あり 
（事業者識別番号 0033)

(あり：事業者識別番号を登録)
「準備・ご使用の前に」をお読みく
ださい。

IP電話解除
IP電話解除番号を登録する

199

▶ なし

あり（解除番号設定）

(あり：IP電話解除番号を登録)
「準備・ご使用の前に」をお読みく
ださい。

内線呼出
内線電話を音声で呼び出す

066
▶ ベル

音声
 41 ページ

あんしん応答メッセージ
あんしん応答の応答メッセージ
を設定する

081

▶ メッセージ1

メッセージ2

◆「メッセージ1」ではメッセー
ジ ⑮ 、「メッセージ2」では
メッセージ ⑯ が流れます。
 48 ページ

留
守
番
電
話
の
設
定

留守呼出回数（留守番電話）
留守時、応答メッセージを流す
までの呼出音の回数

121

2 6

▶ 4 9

トールセーバー

◆「9」に設定すると、応答するま
での時間が長いため、相手機の
ファクス信号が終了し、ファク
スを自動受信できないことがあ
ります。 86 ページ

留守電暗証番号
外出先から操作時の暗証番号

006 4ケタの数字を入力 90 ページ

用件録音時間
用件1件あたりの録音時間

030
▶ 2分 最大

 86 ページ

機能一覧（続き）
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お好み設定

項目 機能と概要 コード番号 設定値

留
守
番
電
話
の
設
定(

続
き)

用件転送
用件を外出先に転送

142

電話でお知らせする 
(転送先番号設定)
メールでお知らせ
する
(転送先メール 
 アドレス設定)

▶ お知らせしない

 90 ページ

自作応答録音
自分の声で応答メッセージを作
る

147
録音するメッセージの番号を選ぶ

録音する 88 ページ

自作応答消去
自作メッセージを消す

148
消去するメッセージの番号を選ぶ
「はい」 89 ページ

留守応答メッセージ
応答メッセージを選ぶ

128

▶ 固定1 自作1

固定2 自作2

◆「自作1」、「自作2」は、「自作
応答録音」でメッセージを
作っているときのみ設定でき
ます。 87 ページ

フ
ァ
ク
ス
の
設
定

ファクスの名前(印刷用/表示用)
相手のファクスに印刷される名
前や表示される名前

003 名前を入力 34 ページ

ファクスの電話番号
相手のファクスに印刷される電
話番号

004 電話番号を入力 34 ページ

在宅呼出回数
在宅時、自動的に回線がつなが
るまでの呼出音の回数

112

3 20

5 留守

10 自動応答しない

▶ 15

◆「3」、「5」を選ぶと、自動受信に
設定されます。

◆「留守」を選ぶと、呼出音が15
回鳴ったあと、自動的に留守
セットされます。

 70 ページ

機能一覧（続き）
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お好み設定

項目 機能と概要 コード番号 設定値

フ
ァ
ク
ス
の
設
定(

続
き)

自動受信
在宅呼出回数を3回にして、
ファクスの自動受信を設定する

116

▶ しない する

しない： 呼出回数が15回に設
定されます。(自動受信
を解除)

する： 呼出回数が3回に設定さ
れます。

 70 ページ

無鳴動受信
在宅時、呼出音を鳴らさずに
ファクスを受ける

114

▶ しない

常にする
タイマー 

（鳴らさない時刻の設定）

 72 ページ

海外送信
海外へうまく送れないとき

023
▶ なし 1回

 66、78 ページ

通信レポート
ファクス送受信のレポートを表
示

040
通信レポートを表示したい項目を
タップする 80 ページ

ファクス転送
ファクス受信したら、メールで自
動転送する

140
お知らせする

▶ お知らせしない

 81 ページ

接
続
機
器
の
設
定

中継アンテナ設定
中継アンテナを登録する

101
中継アンテナを登録する

 185 ページ

ワイヤレスアダプター設定
ワイヤレスアダプター機能付き 
テレビドアホンを登録する

164
ワイヤレスアダプター機能付きテ
レビドアホンを登録する

 242 ページ

ドアホン名前
ドアホンの名前を登録する

086 ドアホンごとに名前を入力

ドアホン･カメラ着信メール転送 159
お知らせする

▶ お知らせしない

 226 ページ

窓センサー設定
窓センサーを登録する

084
窓センサーを設定する

 188 ページ

窓センサーエリア名
窓センサーのエリア名を登録す
る

026

変更するエリア名を選ぶ
新しいエリア名を選ぶ
16 のエリア名から選択できま

す。 190 ページ

機能一覧（続き）
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お好み設定

項目 機能と概要 コード番号 設定値

接
続
機
器
の
設
定(

続
き)

窓センサーエリア変更
窓センサーのエリアを変更する

025

窓センサーを選ぶ
新しいエリアを選ぶ

◆エリア1 ～ 3 のエリアから選
択できます 189 ページ

窓センサー通知
外出先で窓センサーの通知を 
受ける

085

電話でお知らせ設定

お知らせする
留守設定時に 
お知らせする

▶ お知らせしない

メールでお知らせ設定

お知らせする
留守設定時に 
お知らせする

▶ お知らせしない

◆通知するときは通知先を登録し
てください。 198 ページ

機能一覧（続き）
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お好み設定

項目 機能と概要 コード番号 設定値

端
末
の
設
定

端末の名前
内線呼出時に表示される名前

002 入力した名前（任意） 33 ページ

呼出音
各種呼出音の設定

054

外線

▶ ベル1

ベル2～8

メロディ1～4

サイレント

ほか52音

ドアホン
1

▶ 音1

音2～4

ドアホン
2

音1

▶ 音2

音3

音4

ドアホン
3

音1

音2

▶ 音3

音4

▶ 押すたび

繰り返し

連打防止

カメラ 
1～ 4

▶ 音A

音B～D

ボイスチェンジ
電話やドアホンで通話中に自分
の声を低く変える

138
▶ 通常 低め

 39、210 ページ

保留通知音
保留中、4 秒ごとに「ピーッ」と
鳴らす

069 ▶ あり なし

電話帳転送
電話帳を別の子機に転送

143
電話帳を別の子機へ転送
 55 ページ

機能一覧（続き）
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お好み設定

項目 機能と概要 コード番号 設定値

端
末
の
設
定
（
続
き
）

メール転送設定
メール転送するための Gmail 
のアドレスとパスワードの設定

196
メール送信するための Gmail 
アドレスとパスワードの設定
 146 ページ

動作モード
本機が充電台付親機とドアホン
親機に登録されたときに、 
必要に応じてモードを選ぶ

109

▶

電話/ドアホン
（電話・ファクス・留守
番電話の機能とドアホ
ンの機能を使うとき）
電話
（電話・ファクス・留守
番電話の機能のみ使う
とき）
ドアホン
（ドアホンの機能のみ
使うとき）

出荷時へ戻す
本機をお買い上げ時の状態に戻
す

111 ◆「OK」をタップする
 247 ページ

子機増設
子機を増やす 
（先に充電台付親機の設定が必
要）

123
子機を登録する 
 181 ページ、203 ページ

ソフトウェアの更新通知
ソフトウェアを更新した際、 
お知らせを通知するかしないか
の設定を行う

005 ▶ する しない

展示モード（販売店専用）
通常は使わないでください
店頭販売時展示用などで使用す
るモードです

169 開始 ▶ 停止

 ■ ダイレクト番号からのみ選択できる機能

 ● を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ダイレクト番号」

下記の「コード番号」を入力する

機能と概要 コード番号 設定値
子機減設
子機を減らす

178 ◆減設番号を選ぶ

携帯電話局番
携帯電話局番を設定する

197 ◆登録No.をタップし、携帯電話
局番を入力する

手書き素材データ登録
手書きメモの素材データを元に 
戻す

192 ◆「はい」をタップする

機能一覧（続き）
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お好み設定 メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ ① ～ ⑭ は自動的に切り替わります。選択する
ことはできません。（応答メッセージ  87 ページ ■■を切り替えることはできます）

メッセージ番号 メッセージ内容 ページ

メッセージ■①■
呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は
送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどお
かけ直しください。

70、72

メッセージ■②
ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方
は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお
名前とご用件をお話しください。

86、87

メッセージ■③■
ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方
は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほど
おかけ直しください。

86

メッセージ■④
ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方
は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方
は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。

86

メッセージ⑤ ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、の
ちほどおかけ直しください。 86

メッセージ⑥■
ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信し
てください。
電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話し
ください。

86、87

メッセージ⑦
ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信し
てください。
電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。

86

メッセージ⑧
ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、お
それいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は

「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。
86

メッセージ⑨ ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどお
かけ直しください。 86

メッセージ⑩
あなたの電話番号は通知されていません。
おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直
しください。

47、114

メッセージ⑪ 公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆
電話以外から、おかけ直しください。 47、114

メッセージ■⑫ 表示圏外からの電話はおつなぎできません。 47、114
メッセージ■⑬ おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。 116

メッセージ■⑭ おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。 44、45■
47、49、

メッセージ■⑮ あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっ
しゃってください。 48、172

メッセージ■⑯ 失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか? 48、172
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必要なとき いろいろな接続

光回線（ひかり電話）やADSLに接続するとき
充電台付親機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。 
光回線やIP電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正
しく動作しないこともあります。 
その場合は、光回線やIP 電話の事業者にお問い合わせください。

 ● 接続のしかたは、光回線やADSL の事業者にお問い合わせください。

（例）

電話回線、
LANケーブル
など

※ADSLは、スプリッタ（市販品）などが必要な場合があります。

本機に付属の電話機コード（６極２芯）

VoIP アダプタ（ルータ）、
ひかり電話対応機器、
050IP 電話対応機器、
ADSL モデム※など
（サービス名称や機器名称は、
事業者によって異なります）

充電台付親機
（裏面）

「TEL1」「TEL2」「電話機」
「PHONE」など

 ■ 充電台付親機の「 TA ／スプリッタ接続」を「あり」に設定する  172 ページ

 ■ ADSLをご利用の場合、通話中に「ビー」や「シャー」などの音が聞こえる
ときは、接続方法についてADSLの事業者にお問い合わせください。

 ■ 困ったときは

電話をかけられない。 
（フリーダイヤル・天気予報など）

回線種別を手動で設定してください。
「準備・ご使用の前に」の「電話の回線種別を
手動で設定するとき」をお読みください。

携帯電話にかけられない

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使え
ません。解除してください。「準備・ご使用
の前に」の「選んでケータイ」の設定をお読
みください。

上記を行ってもかけられない。 <ADSL の場合>
充電台付親機を電話コンセントに直接つな
いで確認してください。 
正常の場合は、ADSL の事業者に相談して
ください。
< 光回線の場合>
光回線の事業者に相談してください。

音量が小さい、雑音が多い。
ファクスを送受信できない。
ナンバー・ディスプレイで相手の 
電話番号が表示されない。

携帯電話に電話をかけると、相手に
「非通知」と表示される。



180

必要なとき

ISDN回線に接続するとき

電話
コンセント

電話機コード
（６極２芯）

ターミナルアダプター
（市販品）

本機に付属の
電話機コード（６極２芯）

充電台付親機
（裏面）

アナログポート
（「電話Ａ」「TEL1」
「ANALOG1」など）

「回線」「LINE」「ISDN」など

 ■ 充電台付親機の「 TA / スプリッタ接続」を「あり」に設定する  172 ページ

 ■ 接続したら回線種別の設定を「プッシュ」にする  171 ページ

 ■ こんなときは、 ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
 ● i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。（本機にはダイヤルインの機能はありません）
 ● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
 ● 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。 
（リバース〈極性切替〉スイッチとDSU を切り離すスイッチを確認）

1回線に複数台接続するとき（並列接続）
 ● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイを利用しているときは、並列
接続しないでください。（誤動作の原因になります）
 ● コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
 ● ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。（誤動作の原因に
なります）
 ● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。（電話に出てか
ら10 秒以内に操作すると、電話が切れることがあります）

いろいろな接続(続き)
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必要なとき 別売品のカラーモニター子機を
増やす（増設）
充電台付親機に登録する

別売品のカラーモニター子機を充電台付親機に登録します。
 ● VS-HSP200S:カラーモニター子機とコードレス子機を合計で6台まで増設でき
ます。別売品については「準備・ご使用の前に」の「別売品」をお読みください。

 ● 増やせるカラーモニター子機の機種は追加になることがあります。
 ● 登録操作中は充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

 ■カラーモニター子機の操作（例：VS-FKD200）

1  新しいカラーモニター子機の   を押し、「設定」
「電話とファクス」 「端末の設定」をタップする

2  「子機増設」をタップする
 ●「子機増設」は、フリックして表示させます。

3  「電話/ファクス」をタップする
 ■ホームスマートフォンの操作（例：VS-HSP200S）

4  2分以内に充電台付親機の
内線呼出ボタンを5秒以上押す

 ■カラーモニター子機の操作（例：VS-FKD200）

5  新しいカラーモニター子機
の「登録」をタップする
 ● 登録が完了します。
 ● 内線番号の小さい順に登録さ
れます。
 ●「登録失敗」と表示されたとき
は、最初からやり直してくださ
い。
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必要なとき 別売品のコードレス子機を増やす
（増設）

充電台付親機に登録する
別売品のコードレス子機を充電台付親機に登録します。

 ● VS-HSP200S：カラーモニター子機とコードレス子機を合計で6台まで増設でき
ます。別売品については「準備・ご使用の前に」の「別売品」をお読みください。
 ● 増やせるコードレス子機の機種は追加になることがあります。
 ● 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。2.4 GHz帯を使用しているコー
ドレス子機は登録できません。
 ● 登録操作中は充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

1 新しいコードレス子機を充電台から取る
2 充電台付親機の内線呼出ボタンを

5秒以上押す
 ●「カチッ」と音がするまで押してくださ
い。

3 2分以内に新しいコードレス子機を充電台に置く
 ● 登録が完了すると、下記が表示されます。 
（KX-FKD503の場合：「登録しました」）
 ● 内線番号の小さい順に登録されます。
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必要なとき

カラーモニター子機やコードレス子機を減らすときに操作してください。
 ● 減設操作中は、充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「ダイレクト番号」
をタップする

2 「コード番号」をタップし、「１」「７」「８」を入力する
 ● 登録されている番号のみ表示します。

3  使わなくなるカラーモニ
ター子機またはコードレス
子機の番号をタップする

4 「はい」をタップする
 ● 減設が完了すると、「子機X　減設しました」が表示されます。

5 終わったら、  を押す

6 減設したカラーモニター子機は電源を切る、減設したコードレス
子機は電池パックを外す
 ● コードレス子機は電池パックを外さないと、誤動作の原因になります。

お知らせ

• 子機は十分に充電し、充電台付親機の近くに持ってきてください。
• 子機1を減設した状態で、本機を使わないでください。 
（停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)

• カラーモニター子機がない場合は、充電台付親機のみでも減設できます。内線（呼出）
ボタンを押しながら電源を入れて、そのまま内線（呼出）ボタンを押した状態で、約
10秒お待ちください。子機の登録情報が初期化されます。

カラーモニター子機・
コードレス子機を減らす（減設）
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必要なとき 別売品の中継アンテナを設置する

カラーモニター子機やコードレス子機または窓センサーが充電台付親機
から離れていたり、壁などの障害物があり、下記のような場合は、別売品の
中継アンテナを設置すると改善できることがあります。

• カラーモニター子機やコードレス子機での通話が途切れるとき。
• カラーモニター子機やコードレス子機のアンテナレベルが「圏外」で使えないとき。
 ● VS-HSP200S:中継アンテナを2台まで設置できます。 
別売品については「準備・ご使用の前に」の「別売品」をお読みください。
 ●  部屋のつくりや壁などにより、電波の届く範囲が変わります。充電台付親機に登録
185 ページ したあと、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してく
ださい。
 ●  当社指定のドアホンと組み合わせて使うときは、ドアホンの取扱説明書をお読みく
ださい。
 ●  本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。 
2.4 GHz帯を使用している中継アンテナは登録できません。

電波のイメージと中継アンテナの設置例
 ■ 1台ずつ単独で使う（単独接続）

充電台付親機の電波を別方向に伸ば
します。

 ■ 2台を連結して使う（連結接続）
2台の中継アンテナを連結接続し
て、充電台付親機の電波をより遠く
まで伸ばします。

中継アンテナ（2台目）

中継アンテナ（1台目）
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必要なとき 別売品の中継アンテナを設置する（続き）

中継アンテナを増やす（増設）
別売品の中継アンテナを充電台付親機に登録します。

 ● 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
 ● 中継アンテナを、あらかじめ充電台付親機の近くの電源コンセントに接続してくだ
さい。
 ● 登録操作中は、充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「接続機器の設定」をタップする

2 「中継アンテナ設定」をタップする
3 「増設」をタップする

 ● 増設可能な中継アンテナがないとき（既に2台が増設済みのとき）は「増設」は
選べません。

4  ■ 1台目の中継アンテナを登録するとき

1   中継アンテナの番号をタップする
 ■２台目の中継アンテナを登録するとき

1   中継アンテナの番号をタップする
2   「単独で接続」または「連結で接続」をタップする

 ● 1台ずつ単独で使う場合は「単独で接続」を選びます。
 ● 2台を連結して使う場合は「連結で接続」を選びます。

5 2分以内に中継アンテナの
登録ボタンを約3秒間押す
 ● 中継アンテナの電波レベル／
登録ランプが緑色に点滅し、登
録が完了します。

電波レベル／登録ランプ 登録ボタン
（裏面）

動作状態ランプ

中継アンテナ

お知らせ

• 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあり
ます。
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必要なとき 別売品の中継アンテナを設置する（続き）

中継アンテナの使用をやめるとき（減設）
中継アンテナの使用をやめるときに操作してください。

 ● 減設操作中は、充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「接続機器の設定」をタップする

2 「中継アンテナ設定」をタップする
3 「減設」をタップする

 ● 中継アンテナが増設されていないときは「減設」を選べません。

4 使わなくなる中継アンテナの番号をタップする
 ● 連結で接続しているときは、「（遠い方）」または「（近い方）」と表示されます。
「（遠い方）」から減設してください。

5 「はい」をタップする
 ● 減設が完了します。

6 終わったら、  を押す
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必要なとき 別売品の窓センサーを接続する

窓センサーをホームスマートフォン（充電台付親機）に登録すると、カラー
モニター子機やコードレス子機で窓の開閉状態を確認できます。 
また、窓が開いたときにカラーモニター子機とコードレス子機が音と表示
でお知らせします。196 ページ

 ● VS-HSP200S：窓センサーを20台まで設置できます。 
別売品については「準備・ご使用の前に」の「別売品」をお読みください。
 ● 3つの設置エリア（エリア1 ～ 3）に分けて管理できます。

窓センサー

KX-FSD10

 ● 登録するときは本体 
カバーと電池カバーを
開け、電池を外して 
おいてください。

モード切替
スイッチ

登録ボタン
（間に障害物がない場合）
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必要なとき

窓センサーを増設する
 ● 登録操作中は、充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「接続機器の設
定」をタップする

2 「窓センサー設定」をタップする
3 「増設」をタップする

 ● 増設可能な窓センサーがないとき（既に20台が増設済みのとき）は 
「増設」は選べません。

4 窓センサーの番号をタップする
5 窓センサーを設置する

エリアをタップする
 ● 設置するエリア  189 ページ   と
そのエリア名  190 ページ   は、
あとで変更することができま
す。  
エリア名を変更したときは、 
変更したエリア名が表示され
ます。

6 2分以内に窓センサーのモード切替スイッチを「モード１」にし、
電池を入れたあと、登録ボタンを３秒以上押す
 ● 電池を入れても「ピッ」と鳴らないときは、窓センサーの取扱説明書を
お読みください。
 ●「ピッ　ピッ　ピッ」のあと「ピー」と約1 秒間鳴ったら登録完了です。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

窓センサーの設置エリアを変える
充電台付親機に登録した窓センサーの設置エリアは、あとで変更できます。 
設置エリアは3つのエリアから選択できます。

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「接続機器の設
定」をタップする

2 「窓センサーエリア変更」をタップする
3 変更する窓センサーの

エリアをタップする

4 新しいエリアをタップする

5 「OK」をタップする
6 終わったら、  を押す

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

窓センサーのエリア名を変える
窓センサーのエリア名を変更することができます。

 ● エリア名は、下記から選択できます。 
エリア1～3（お買い上げ時の設定）、居間、洋室１、洋室2、洋室3、和室1、和室2、
和室3、寝室、キッチン、廊下、階段、１階、2階、倉庫、事務所

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「接続機器の設
定」をタップする

2 「窓センサーエリア名」をタップする
3 変更するエリア名を

タップする

4 新しいエリア名を
タップする

5 「OK」をタップする
6 終わったら、  を押す

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

窓センサーとの接続をやめるとき（減設）
窓センサーの使用をやめるときに操作してください。

 ● 減設操作中は、充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

1    を押し、「設定」 「電話とファクス」 「接続機器の設
定」をタップする

2 「窓センサー設定」をタップする
3 「減設」をタップする
4 使わなくなった窓センサーの番号をタップする
5 「はい」をタップする
6 終わったら、  を押す

お知らせ

• 窓センサー側の操作は不要です。
• 使わなくなった窓センサーは、電池を外してください。（誤動作の原因になります）

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

窓の開閉状態を見る（センサー情報）
充電台付親機に登録された窓センサーの現在の窓の開閉状態を確認します。

1  を押し、「電話」をタップする

2 「窓センサー」をタップする

3 「センサー情報を見る」を
タップする

4 エリアをタップする

 ■ 窓の状態表示について
項目 説明

－全て閉－ エリア内の窓がすべて閉まっています。

－開あり－
エリア内に開いている窓があります。ただし、圏外（電
波が届いていない）や、電池交換が必要な窓センサーも
ある場合は、「ー確認ー」が表示されます。

－確認－
エリア内に圏外（電波が届いていない）や、電池交換が
必要な窓センサーがあります。

－閉－ 窓が閉じています。
◆開◆ 窓が開いています。

圏外
通信できない窓センサーがあります。窓センサーの接
続を確認してください。

電池切れ 電池交換が必要な窓センサーがあります。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

 ■ 外出先から確認するには

留守番電話を外出先から聞けるようにしているときは  90 ページ   、外出先
からトーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機で電話をかけて暗証番号
を押したあと、次の操作ができます。

 ◆ 窓の開閉状態を確認する ………………………………………… #  2
窓の状態によって、次のメッセージが流れます。 
　「開いている窓がありません」
　「開いている窓があります」 
　「圏外の窓センサーがあります」 
　「電池切れの窓センサーがあります」

 ◆ 窓センサー通知  198 ページ   を「お知らせする」に設定する …… #  1

 ◆ 窓センサー通知  198 ページ   を「お知らせしない」に設定する … #  0

 ◆ 報知レベルの設定「オン（高い）」 ………………………………… #  4

 ◆ 報知レベルの設定「オン（低い）」 ………………………………… #  5

 ◆ 報知レベルの設定「オフ」 ………………………………………… #  6

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

報知レベルを設定する
初めてセンサーを登録したときは、「オン(■低い)」に設定されます。
使いかたに合わせて変更してください。

1 ■を押し、「電話」をタップする

2 「窓センサー」をタップする

3 「報知レベルの設定」をタップする
4 報知レベル選択し、

タップする
 閉じていない窓があると、「確
認が必要な窓があります」が表
示されます。「はい」 をタップ
し、窓センサーの番号と状態を
確認してください。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

窓が開いた履歴を見る
窓が開いた履歴を確認します。履歴は50件まで保存されます。

1  を押し、「電話」をタップする

2 「窓センサー」をタップする

3 「開いた履歴を見る」をタップする
 ● 履歴一覧が表示されます。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

窓が開いたとき（報知レベルと動作について）
窓が開いたとき（窓センサー反応時）の動作は、報知レベルの設定  194 ページ

によって変わります。

 ドアホン親機に本機を登録しているときは、ドアホン親機に登録している窓セン
サーが開いたときにもお知らせします。 
ドアホン親機に登録している窓センサーの動作は、ドアホンの「くらしモード」の
設定  227 ページ   によって、報知レベルが変わります。
報知レベル 動作

オン 
（高い）

くらしモードを
「外出モード」に
設定したとき※1

本機の動作
開いた窓のエリア名と窓の番号が表示される

（表示例）

「プルルルプルルル」と約3分間鳴る
 音量は、呼出音量の設定にかかわらず、最大音量で鳴ります。
 ■ 報知音を止めるには

「音を止める」 をタップする
窓センサーの動作

「ヒュンヒュン　ヒュン・・・」と約30秒間鳴る
外出先では…　（窓センサー通知）※ 2

窓が開いたときに、携帯電話などにお知らせすることができます。
（設定が必要です  198 ページ   ）

※ 1　 報知レベルの設定は、ドアホン親機で変更できますので、ドアホン親機の取扱 
説明書をお読みください。 
本書の記載は、ドアホン親機のお買い上げ時の設定でモードを切り替えたとき
のものです。

※ 2　 ドアホン親機に登録した窓センサーが開いたときは、本機の窓センサー通知の
電話でお知らせする機能は働きません。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

オン 
（低い）

くらしモードを
「在宅モード」 
または 

「夜間モード」に
設定したとき※1

本機の動作
開いた窓のエリア名と窓の番号が約10秒間表示される
（表示例）

「ポンポン　ポンポン」と鳴る
 ● 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。

（「切」のときはレベル「1」で鳴ります）
窓センサーの動作
「ピーピー　ピーピー」と鳴る
外出先では…　（窓センサー通知）※2

通知しません。

オフ

本機の動作
報知音は鳴りません。
窓センサーの動作
報知音は鳴りません。
外出先では…　（窓センサー通知）※2

通知しません。

※1　 報知レベルの設定は、ドアホン親機で変更できますので、ドアホン親機の取扱説
明書をお読みください。本書の記載は、ドアホン親機のお買い上げ時の設定で
モードを切り替えたときのものです。

※2　 ドアホン親機に登録した窓センサーが開いたときは、本機の窓センサー通知の
機能は働きません。

 ■ ステータスバーに下記のメッセージが表示されたら

お知らせランプが点滅したら、ステータスバーを下にドラッグし、メッセー
ジをタップしてください。画面の指示に従い、状態を確認してください。
 ●「確認が必要な窓があります」  257 ページ

 ●「電池切れの窓センサーがあります　窓センサーの電池を交換してください」  258 ページ

お知らせ

• 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。
• 報知音が鳴っているときにほかの窓が開いたときは、あとで開いた窓センサーに対
しての動作に切り替わります。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

窓が開いたときに携帯電話などに通知する
報知レベルを「オン（高い）」に設定しているときに、窓が開くと、電話や
メールでお知らせすることができます。メールでお知らせする場合は、窓
が開いた日時と窓センサー情報をメール送信します。

 ● お買い上げ時は、「お知らせしない」に設定されています。

準備

 ● 発信元の Gmail アカウントを設定しておく。お買い上げ後初めて使う 
ときの「初期セットアップ」で「Google アカウントのセットアップ」をし
ていない場合は、Gmail アカウントの追加が必要です。160 ページ

 ● メールでお知らせする場合は、事前にメール転送設定が必要です。
146 ページ 「メール転送設定をする」

 ● メールでお知らせする場合は、インターネット接続された無線ルーターに
無線LAN 接続しておく。150 ページ

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「接続機器の設
定」をタップする

2 「窓センサー通知」をタップする
3  ■電話でお知らせする場合

1   「電話でお知らせ 設定」をタップする
2   「お知らせする」または「留守設定時にお知らせする」
をタップする
 ● 転送先の電話番号を設定します。

3   転送先の電話番号を入力
し、「OK」をタップする
 ● 既に電話番号が登録されて
いる場合は、登録している
電話番号が表示されます。
 ●「電話帳」をタップすると電話帳から登録ができます。

別売品の窓センサーを接続する（続き）

次ページへ
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必要なとき

 ■メールでお知らせする場合

1   「メールでお知らせ 設定」をタップする
2   「お知らせする」または「留守設定時にお知らせする」
をタップする
 ● 転送先のメールアドレスを設定します。

3  転送先のメールアドレス
を入力し、「OK」を 
タップする
 ● 既にメールアドレスが登録
されている場合は、登録し
ているメールアドレスが表
示されます。
 ●「電話帳」をタップすると、
電話帳から登録ができます。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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必要なとき

外出先での操作

1  家からの電話に応答する
 ● 電話に出ないときは約50秒で切れます。その後約30秒間隔で10回、 
約30分間隔で5回かけ直します。

2 「 こちらは窓センサーです。XXX の窓が開きました」が5回流れます
 ● 家の人がいて、本機の「音を止める」をタップすると、電話が切れます。
（「お家の方が、解除しました。電話を切ります」と流れます）

3 電話を切る

お知らせ

• 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
• ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、 
通知できないことがあります。

• 充電台付親機や、カラーモニター子機またはコードレス子機で報知音を止めると、 
窓センサー通知は中止されます。

別売品の窓センサーを接続する（続き）
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ドアホン 
との連携

ドアホンとの連携

ドアホン機能を使うには、下記の2つの登録（増設）があります。
 増設できる機種と機能制限については202�ページ

お願い

•�ホームスマートフォンをお買い上げの場合、ドアホンへの登録はワイヤレスアダプ
ター機能とドアホン親機への登録の２つの登録を必ず行ってください。

 ■ ワイヤレスアダプター機能を使う

ホームスマートフォンをお買い上げの場合に使うことができます。�
ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンに充電台付親機を登録す
ると、コードレス子機でドアホンとの通話ができます。

ドアホンと
音声通話のみ
できます。

 登録（増設）のしかたは242�ページ

 使える機能は「来客があったとき」245�ページ

 ■ カラーモニター子機をドアホン親機に登録（増設）する

カラーモニター子機をドアホン親機に登録します。
 カラーモニター子機は、ドアホン親機との映像と音声通話の通信になり、ワイヤレ
スアダプター機能の充電台付親機経由のドアホン通話はできなくなります。

相手の映像を映したり、
いろいろな機能を使う
ことができます。

 登録（増設）のしかたは203�ページ

 使える機能は「来客の呼び出しに応答する」�206�ページ  
～「着信中・通話中・モニター中に別の呼び出しがあったとき」�239�ページ

ドアホンへの登録について
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ドアホン 
との連携

増設できる機種と機能制限について

増設できる機種
下記のパナソニック製品に増設できます。（2013年2月現在）
 ● 増設できる機種は追加になることがあります。

品番： VL-SVD300KL／ SWD300KL
VL-SVD301KL／ SWD301KL
VL-SWD700KL
VL-SWD200K

（ドアホン親機： VL-MWD300KL）
（ドアホン親機： VL-MWD301KL）
（ドアホン親機： VL-MWD700KL）
（ドアホン親機： VL-MWD200K）

 ● 本機は、親機との無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。 
2.4 GHz帯を使用している親機には増設できません。

カラーモニター子機の機能制限
カラーモニター子機をドアホン親機に登録（増設）して使う場合、増設した
ドアホン親機によってはドアホン機能の一部が使えません。 
ご使用前にご確認ください。

VL-

MWD300KL
MWD200K

MWD301KL MWD700KL

ワイド／ズーム、パン・チルト × ○ ○
顔サーチ × × ○

くらしモード「夜間」への切り替え × × ○

他機器との連携

カメラに関する 
操作

× × ○

電気錠やエアコン 
などの操作

× × ○

制限される 
カラーモニター子機の機能

ドアホン親機の
品番

ドアホンへの登録について（続き）
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ドアホン 
との連携 ドアホン親機に登録する

（増設・減設）
登録する（増設）

ドアホン親機に登録すると、本機でドアホン子機の機能が使えるように 
なります。
 ● 増設や減設は、ドアホン親機の取扱説明書も参照のうえ行ってください。

準備 • 充電台付親機の電話機コードを抜いておく。

 ■ドアホン親機の操作（例：VL-SWD700KL）

1  トップメニューで
「設定/情報」をタッチす
る

2  「設定を変更」
をタッチする

3  「登録／減設」
をタッチする

4  「登録」をタッチする

5  「子機」をタッチする

6  増設する子機の名前をタッチする
7  増設する子機番号をタッチする

 ● 続けて、約２分以内に子機を操作してください。

次ページへ
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ドアホン 
との連携 ドアホン親機に登録する（増設・減設）(続き)

 ■増設するカラーモニター子機の操作

8     を押し、「設定」「電話とファクス」
「端末の設定」をタップする

9  「子機増設」をタップする
「子機増設」は、フリックして表示させます。

10 「ドアホン」をタップ
する

11  「登録」をタップする
 登録が完了すると、�
「ドアホン登録完了」と
表示されます。
「登録失敗」と表示され
たときは、最初からやり
直してください。

12  終わったら、本機の   を押し、ドアホン親機の   を
押す

お知らせ

•�ドアホン親機に登録したあと、ドアホンが使えるようになるまで数分間かかること
があります。ステータスバーのドアホン親機からのアンテナレベルが圏外から圏内
になってから、ドアホンをご使用ください。



205

ドアホン 
との連携 ドアホン親機に登録する（増設・減設）(続き)

登録を解除する（減設）

準備 • ホームスマートフォンに増設している場合、減設操作中は充電台付親機の
電話機コードを抜いておく。

 ■ドアホン親機の操作

1  203ページの手順1～ 3を行う
2  「減設」をタッチする

3  「子機」をタッチする

4  表示された一覧から、減設するカラーモニター子機をタッチする
5  メッセージを確認して「はい」をタッチする
6  終わったら、  を押す

 ■カラーモニター子機の操作

7  減設したカラーモニター子機の電源を切る
 ● ドアホン親機からの減設後、ホームスマートフォンの子機として使うと
きは、「動作モード」を「電話」に変更してください。
変更しないと、正しく動作しなかったり、電波表示が圏外となって使えな
いことがあります。動作モードについては  177 ページ
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ドアホン 
との連携 来客の呼び出しに応答する

1 ドアホンの呼出ボタンが押されると呼出音が鳴り、
相手の映像が映る

2 「通話」をタップし、
相手と話す
 ● ドアホン着信中にできること
は  208 ページ  
 ● ドアホン通話中にできること
は  209 ページ  

3 終わったら、「終了」をタップする

お知らせ

• 呼出音が鳴ってから約30秒以内に応答しないと、映像が消えます。
• 着信時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます。（ドアホン親機の取扱
説明書をお読みください）

• ドアホン同士の着信が重なった場合、あとの着信が優先となり画面が切り替わりま
す。（元のドアホン着信は終了します）
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ドアホン 
との連携

自分や相手の周囲が騒がしく話しにくいとき （プレストーク通話）
プレストーク通話では、送話と受話を手動で切り替えるので、周囲が騒が
しいときでも声が伝わりやすくなります。

 通話中、「プレストーク」を
ロングタッチ（約2秒間） 
する
 ● プレストークが設定される
と  が表示されます。

 ■ 話すとき　（送話）  ■ 聞くとき　（受話）

  「プレストーク」をロング
タッチしたまま通話する

  「プレストーク」から指を離す

 ● ロングタッチしている間は相手の
声が聞こえません。

 ● こちらの声は相手に聞こえません。

来客の呼び出しに応答する(続き)
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ドアホン 
との連携

 ■ ドアホン着信中にできること

項目 説明

音量
大 呼出音量を大きくします。
小 呼出音量を小さくします。

通話 通話ができます。
モニター 通話せず、相手側の画像と音声で確認します。
顔サーチ／顔 画面に映る人物を拡大します。215 ページ

ズーム／ワイド 着信画面の映像表示を変更します。214 ページ

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明
明るさ 明るさを変更します。211 ページ

逆光補正 逆光補正を変更します。212 ページ

ドアホン照明 ドアホンの照明を変更します。213 ページ

※ 上記の項目は、ドアホン玄関子機の機能により異なります。

来客の呼び出しに応答する(続き)
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ドアホン 
との連携

 ■ ドアホン通話中にできること

アイコン 
表示エリア

アイコン 説明

　 着信中や通話中（電話を除く）・モニター中に別の機器から 
呼び出しがあったとき、呼び出してきた機器のマークを表示

ボイスチェンジ中のとき  210 ページ

プレストーク通話中のとき  207 ページ

録画中のとき  221 ページ

ドアホンの照明が「ON」のとき  213 ページ

項目 説明

音量
大 スピーカー音量を大きくします。
小 スピーカー音量を小さくします。

プレストーク 周囲が騒がしく話しにくいときに使用します。207 ページ

顔サーチ／顔 画面に映る人物を拡大します。215 ページ

ズーム／ワイド 着信画面の映像表示を変更します。214 ページ

  （室内呼）
子機を呼び出し、相手が応答することで内線通話がで
きます。220 ページ

終了 ドアホン通話を終了します。

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明
明るさ 明るさを変更します。211 ページ

逆光補正 逆光補正を変更します。212 ページ

ドアホン照明 ドアホンの照明を変更します。213 ページ

ボイスチェンジ 自分の声を低く変えます。210 ページ

電気錠 機器 電気錠／機器を操作します。

※ 上記の項目は、ドアホン玄関子機の機能により異なります。

来客の呼び出しに応答する(続き)
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ドアホン 
との連携 着信中・通話中・モニター中に

音や表示を調整する
着信中、通話中またはモニター中に音量を変更したり、自分の声を低くす
ることができます。また、明るさの調整や表示範囲を切り替えることもで
きます。

音の調節

スピーカー音量を変える

  または  をタップし、音
量を調節する
 ● 7段階までの調節ができます。
 ● 通話中・モニター中に変更でき
ます。

自分の声を低く変える（ボイスチェンジ）

  を押し、「ボイスチェン
ジ」をタップする
 ● ボイスチェンジを解除するに
は、  を押し、「ボイスチェ
ンジ」を再度タップします。
 ● 通話中・モニター中に変更でき
ます。
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ドアホン 
との連携

表示の調節

画像の明るさを調節する

1  を押し、「明るさ」を
タップする
 ● 着信の状態やドアホン機種に
よって選択項目は変わります。

2 「＋」または「－」をタップし、
「OK」をタップする

 ● 明るさは5段階で調節できます。

お知らせ

• 明るさの調整で変更されるのは、画像の明るさのみです。
• 設定された明るさは、再度設定されるまで変更されません。

着信中・通話中・モニター中に音や表示を 
調整する（続き）
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ドアホン 
との連携

逆光補正

1  を押し、「逆光補正」を
タップする
 ● 着信の状態やドアホン機種に
よって選択項目は変わります。

2 「＋」、「ー」または「OFF」を
タップし、「OK」をタップ 
する
 ● ドアホン機種によっては 
ON／OFFの2種類から選択
するものもあります。

お知らせ

• ドアホン着信中でも、下記の状態では逆光補正の設定ができません。
 ‒ 外線通話中のドアホン着信中
 ‒ 内線通話中のドアホン着信中

着信中・通話中・モニター中に音や表示を 
調整する（続き）
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ドアホン 
との連携

ドアホン照明の設定
玄関ドアホンの照明機能をリモートでON／OFFすることができます。

1 ドアホン通話中に
  を押し、「ドアホン照明」
をタップする
 ● 着信の状態やドアホン機種に
よって選択項目は変わります。

2 「ON」または「OFF」を
タップし、「OK」をタップ 
する

お知らせ

• ドアホン着信中でも、下記の状態では照明の設定ができません。
 ‒ 外線通話中のドアホン着信中
 ‒ 内線通話中のドアホン着信中

着信中・通話中・モニター中に音や表示を 
調整する（続き）
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ドアホン 
との連携

映像の表示範囲を切り替える（ワイド／ズーム、パン・チルト）
増設したドアホン親機によっては、ワイド／ズーム対応のドアホンからの
表示映像を一時的にワイド／ズームに切り替えたり、ズーム位置の切り替
え（パン・チルト）ができます。

1  「ワイド」または「ズーム」を
タップする
 ● ズーム表示のときは「ワイド」
が、ワイド表示のときは「ズー
ム」が、それぞれ表示されます。
 ● ズーム表示時は、「▼」「▲」「◀」
「▶」をタップすると、ズーム
位置の切り替え（パン・チルト）
ができます。

お知らせ

• デジタルズームのため、ズーム表示ではワイド表示に比べて画質が粗くなります。
• 上記の操作で表示を切り替えても、画面を終了すると元に戻ります。表示の設定を変
えるには、ドアホン親機で下記の設定を変更してください。( ドアホン親機の取扱説
明書)

 ‒ ｢着信画面設定｣または｢ワイド／ズーム設定｣（増設したドアホン親機によって
機能名が異なります）
 ‒ ｢ズーム位置設定｣

• ズーム表示中に録画すると、画面に表示された範囲の映像しか録画されません。

• ドアホン着信中でも、下記の状態では映像の表示範囲の切り替えができません。
 ‒ 外線通話中のドアホン着信中
 ‒ 内線通話中のドアホン着信中

着信中・通話中・モニター中に音や表示を 
調整する（続き）
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ドアホン 
との連携

顔サーチ機能
顔サーチとは映っている人の顔を検知してズームする機能です。顔サーチ
対応のドアホン親機に増設した場合、ドアホン映像をワイド表示している
ときに利用できます。

 ● ズーム表示になっているときは、一度ワイド表示に戻してから下記の操作をしてく
ださい。

1 「顔サーチ」をタップする
 ● 複数の人の顔を検知したとき
は、「顔サーチ」が「顔」の表示
になります。 
「顔」をタップするごとに、表
示する顔が切り替わります。
 ● 顔を検知できないときは「顔
サーチ」は表示されません。
 ●「ワイド」をタップすると、ワ
イド表示に戻ります。

お知らせ

• 下向き、後ろ向きの顔は検知できません。また、帽子をかぶっているなど、条件によっ
ては検知できない場合もあります。

• ドアホン親機に顔サーチの機能がない場合は、「顔サーチ」は表示されません。

着信中・通話中・モニター中に音や表示を 
調整する（続き）
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ドアホン 
との連携 ドアホン通話を転送する

ドアホン通話を転送する
ドアホン通話をドアホン親機や別の子機（ドアホン親機に登録されている
子機）に転送することができます。

転送するとき

1 1  ドアホン通話中に
  をタップする

 ■呼び出し先が複数あるとき

2   続けて相手をタップする
 ● 一斉に呼び出すときは「一斉呼出」をタップします。

2 転送先の相手に呼びかける
 ●「中止」をタップすると、呼び出しを終了し、ドアホン通話に戻ります。
 ●「再呼出」をタップすると再度呼出音が鳴ります。

3 相手が出たら、通話を転送することを伝え、「終了」をタップする
 ● 転送先の相手がドアホンと通話状態になります。
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ドアホン 
との連携

受けるとき

1 「プー」音や呼びかけが聞こ
えたら、「通話」をタップして
話す

2 ドアホンの映像が映ったら、ドアホン側の相手と話す
3 ドアホン通話後、「終了」をタップする

お知らせ

• 子機の呼出中にドアホン着信またはセンサーカメラ着信があったとき、呼出音は鳴
りません。

• ドアホンの保留中に外線着信に応答した場合は、保留中のドアホンが切れます。
• 保留通話中に外線着信に応答した場合は、保留の相手がドアホン通話状態になります。

ドアホン通話を転送する（続き）
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ドアホン	
との連携 ドアホン側の様子を見る

（ドアホンモニター）
ドアホン側の様子を、映像と音で確認できます。（こちらの声はドアホン側
には聞こえません）

1	 ■を押し、「ドアホン」をタップする

2	 1 ■「モニター」をタップする

■■モニター先が複数あるとき

2 	■続けてモニター先をタップする
「通話」をタップすると、モニター先の相手に話しかけることができます。
 ドアホンモニター中にできることは		219	ページ 	

3	 確認後、「終了」をタップする

お知らせ

•	モニター時間は約3分です。
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ドアホン 
との連携

 ■ ドアホンモニター中にできること

項目 説明

音量
大 受話音量を大きくします。
小 受話音量を小さくします。

通話 通話ができます。
顔サーチ／顔 画面に映る人物を拡大します。215 ページ

ズーム／ワイド 着信画面の映像表示を変更します。214 ページ

▲▼◀▶※ 表示エリアの選択ができます。（パン・チルト）

※ ズーム表示中のみ

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明
明るさ 明るさを変更します。211 ページ

逆光補正 逆光補正を変更します。212 ページ

ドアホン照明 ドアホンの照明を変更します。213 ページ

録画 ドアホンの映像を録画・保存できます。221 ページ

ボイスチェンジ 自分の声を低く変えます。210 ページ

電気錠 機器 電気錠／機器を操作します。

※ 上記の項目は、ドアホン玄関子機の機能により異なります。

ドアホン側の様子を見る 
（ドアホンモニター）（続き）
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ドアホン 
との連携 室内通話をする（ドアホン室内呼）

本機とドアホン親機で内線通話ができます。

1  を押し、「ドアホン」をタップする

2  をタップする
 ● 子機が複数登録されている場
合は選択画面が表示されます。

3 通話後、「終了」をタップする
 ● プレストークについては  207 ページ
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ドアホン 
との連携 ドアホンモニター映像を手動で

録画する
ドアホン着信時の映像はドアホン親機に自動で録画されますが、本機でも
モニター時のドアホン映像を、必要に応じて手動で録画できます。

 ● 録画した画像はすべて、ドアホン親機側に記録されます。
 ● 録画機能の詳細は、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

1 モニター映像を表示中に
 を押し、「録画」をタップ

する
 ● 録画中は    が点灯しま
す。
 ● 録画開始から1秒ごとに計8
枚の画像が保存されます。
 ●「終了」をタップするとモニ
ター通話を終了し、録画も終了
します。

お知らせ

• 上記の録画操作を行ってから録画されるまで時間差が生じます。 
このため操作を行ったときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。
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ドアホン 
との連携 録画を再生する

ドアホン親機に保存されている画像を本機で再生することができます。

 ● 本機では、ドアホン親機のSDメモリーカードに記録された動画も、静止画として 
再生します。

1  を押し、「ドアホン」 「録画一覧」をタップする

2 再生したい日付をタップ
する
 ●「ドアホン録画一覧」または
「カメラ録画一覧」タブをタップ
することで、一覧が切り替わり
ます。

 ●「▲」「▼」をタップすると、
表示する週を変更できます。
 ● 画像がない日付はグレーの文字で表示され、選べません。
 ● 選んだ日付の中で、最も古い画像が表示されます。
 ● 再生中にできることは  223 ページ

 ■ 新しく録画された未確認画像があるとき
ドアホンからの通知があり、お知らせランプが点滅します。ステータスバーを下にド
ラッグしたあと、「電話・ファクス・ドアホンからのお知らせ」をタップします。（お知ら
せランプは消灯します）「新着の未確認画像があります」をタップすると、ドアホン画像
一覧が表示されますので、画像を確認してください。
 ● ドアホン画像一覧を表示させないと、再度通知があり、お知らせランプが点滅する
ことがあります。

お知らせ

• ドアホン親機にSDメモリーカード未挿入の場合、SDメモリーカードに録画したも
の（センサーカメラ画像・ドアホン通話録画）は再生できません。

• ドアホン親機にSDメモリーカードが挿入されている場合、ドアホン親機にSDメモ
リーカード未挿入時に録画した画像は再生できません。
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ドアホン 
との連携

 ■ 再生中にできること

項目 説明
▶ 1件の画像を再生中、1コマ（1枚）ずつ送ります。
◀ 1件の画像を再生中、1コマ（1枚）ずつ戻します。
▲ 画像が2件以上あるとき、1件単位で画像を戻します。
▼ 画像が2件以上あるとき、1件単位で画像を送ります。

音再生＊ 音声を再生します。／停止中の音声を聞き直します。
音停止＊ 音声を停止します。

※ ドアホン親機にSDメモリーカードが挿入されている場合で、通話録音がある画像
のみ表示します。

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明
明るさ 明るさを変更します。211 ページ

保護 画像を保護します。224 ページ

保護解除 画像保護を解除します。225 ページ

一件消去 画像を一件ずつ消去します。224 ページ

録画を再生する（続き）



224

ドアホン 
との連携 画像を保護／消去する

録画がいっぱいになると、古い画像から自動で消去されます。 
消したくない画像は保護してください。また不要な画像は、再生中に1件
単位で消去できます。

1  を押し、「ドアホン」 「録画一覧」をタップする

2 再生したい日付をタップする
 ● 画像がない日付はグレーの文字で表示され、選べません。
 ● 選んだ日付の中で、最も古い画像が表示されます。

3  ■画像を保護する場合

1    を押し、「保護」を
タップする

 ■画像を消去する場合

1    を押し、「一件消去」
をタップする
 ● 画像が保護されている場
合は、消去できません。

2   「はい」をタップする
次ページへ
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ドアホン 
との連携

 ■ 保護を解除するとき

 ◆ 保護画像を再生中に  を押し、「保護解除」をタップする

お知らせ

• 保護画像がいっぱいのときは保護できません。別の画像の保護を解除してから保護
設定してください。

画像を保護／消去する（続き）
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ドアホン 
との連携 ドアホンの画像をメールで送る

ドアホン着信時に、着信日時やドアホン着信の画像などを指定のメール 
アドレスに転送できます。

準備

 ● 発信元の Gmail アカウントを設定しておく。お買い上げ後初めて使う 
ときの「初期セットアップ」で「Google アカウントのセットアップ」をし
ていない場合は、Gmail アカウントの追加が必要です。 
160 ページ   「アカウントを追加する」

 ● メールでお知らせするには、事前にメール転送設定が必要です。
146 ページ 「メール転送設定をする」

 ● インターネット接続された無線ルーターに無線LAN 接続しておく。
150 ページ

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」 「接続機器の設定」
「ドアホン・カメラ着信メール転送」をタップする

2 「メールでお知らせ設定」をタップする
3 「お知らせする」をタップする
4 転送先のメールアドレスを

入力し、「OK」をタップする
 ● 既にメールアドレスが登録され
ている場合は、登録しているメー
ルアドレスが表示されます。
 ●「電話帳」をタップすると電話
帳から登録ができます。

5 終わったら、  を押す
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ドアホン 
との連携 くらしモードを切り替える

本機の操作で、くらしモードを切り替えることができます。

 ● 増設したドアホン親機によっては、切り替えできないモードがあります。
 ● 各モードの動作など、くらしモードの詳細について、あらかじめドアホン親機の 
取扱説明書をよくお読みのうえ、ご利用ください。

1  を押し、「ドアホン」 「くらしモード」をタップする

2 項目をタップし、「OK」を
タップする
 ● 確認メッセージが出たときは、 
表示に従って操作してください。

例）在宅

項目 説明
在宅 通常の動作モードです。
夜間 静かに過ごしたいときなどに便利なモードです。
外出 外出するときのモードです。

カメラを休止する
センサーカメラを休止します。
 ● センサーカメラが登録されていない場合は選択で
きません。

休止時間
センサーカメラの休止時間を設定します。232 ページ

 ●「センサーカメラを休止する」にチェックが入って
いない場合は選択できません。

※ カメラに関する項目は、カメラ連携時のみ表示されます。

3 終わったら、  を押す
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ドアホン 
との連携

 ■ くらしモードの状態表示について
くらしモードの現在の設定は、ステータスバーを下にドラッグすると、「電話・ファク
ス・ドアホンの状態」に下記のアイコンで表示します。

アイコン 説明
在宅モードのとき
外出モードのとき

夜間モードのとき

カメラ（センサー検知）が休止中のとき※

※ カメラに関する表示は、カメラ連携時のみ表示されます。

くらしモードを切り替える（続き）
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ドアホン 
との連携 センサーカメラとの連携／センサーカメラ

側の様子を見る（センサーカメラモニター )
ドアホン親機とセンサーカメラを連携しているときは、本機でもセンサー
カメラ側の様子を、映像で確認できます。 
（センサーカメラ側の音は聞こえません。こちらの声もセンサーカメラ側
には聞こえません）

 ● 連携できるセンサーカメラは4台までです。

 ● ドアホン親機とセンサーカメラの連携については、ドアホン親機の取扱説明書をお
読みください。

1  を押し、「ドアホン」をタップする

2 1  「モニター」をタップする
 ■モニター先が複数あるとき

2   続けてモニター先をタップする
 ● モニター中にできることは  231 ページ  

3 確認後、「終了」をタップする

お知らせ

• モニター時間は約3分です。
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ドアホン
との連携  センサーカメラのセンサーが

反応したとき
ドアホン親機とセンサーカメラを連携しているときは、センサーが反応し
たときに呼出音と映像でお知らせします。

 ● ドアホン親機とセンサーカメラの連携については、ドアホン親機の取扱説明書をお
読みください。

 センサーが反応すると呼出音
が鳴り、センサーカメラの映
像が映る
 ● 映像は約30秒で終了します。
 ● センサーカメラモニター中に
できることは  231 ページ  

お知らせ

• センサー反応時の映像は、ドアホン親機に挿入したSDメモリーカードに自動で録画
されます(ドアホン親機の「録画再生の設定」で「カメラ検知自動録画」を設定してい
るとき）。詳しくはドアホン親機の取扱説明書をお読みください。
• 一度センサーが反応すると、約60秒間は次の反応を行いません。
（秒数は、センサーカメラの機種や設定によって変わることがあります）
• 夜間や逆光などでセンサーカメラの映像が見えにくいときは、ドアホン親機でセン
サーカメラの機能設定の｢明るさ｣設定や｢逆光補正｣をしてください。（ドアホン親
機の取扱説明書をお読みください）
• 着信中に別の呼び出しがあったとき  239 ページ
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ドアホン 
との連携

 ■ センサーカメラ着信中・モニター中にできること

項目 説明

音量
大 （着信中）呼出音量を大きくします。
小 （着信中）呼出音量を小さくします。

▲▼◀▶ センサーカメラの向きを変えます。（パン・チルト）

お知らせ音
センサーカメラからお知らせ音を鳴らします。
234 ページ

 を押すとメニュー画面が表示されます。

項目 説明
明るさ 明るさを変更します。233 ページ

電気錠 機器 電気錠／機器を操作します。
録画 センサーカメラの映像を録画・保存できます。235 ページ

※ 操作できる項目のみ表示されます。

センサーカメラのセンサーが 
反応したとき（続き）
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ドアホン 
との連携

センサーカメラのセンサー検知を休止する
センサーカメラの設置場所で作業をする場合など、一定時間、センサー検
知を休止できます。

1  を押し、「ドアホン」 「くらしモード」をタップする

2 「カメラを休止する」の横の
チェックボックスをタップし
てチェックを入れる

3 「休止時間」の時間表示をタップし、休止したい時間をタップする
4 「OK」をタップする

 ● 設定できないセンサーカメラがある場合は確認画面が表示されます。

5 終わったら、  を押す

 ■ 休止を解除するとき

 ◆ 休止時間を過ぎると自動で解除されますが、時間内に解除したいときは、 
「ドアホン」 「くらしモード」 「カメラを休止する」の横のチェックボッ
クスをタップしてチェックを外す 「OK」をタップする

お知らせ

• 休止中は、室内への通知（呼出音や映像表示）や自動録画を行いません。
• センサーカメラをテレビやレコーダーなどにも連携してご使用のときは、テレビや
レコーダーへの通知（表示や録画）もされなくなります。

• センサーカメラが複数あるときは、すべてのセンサーカメラのセンサー検知が休止
になります。
• ｢くらしモード｣を｢外出｣に設定していると、センサー検知の休止はできません。

センサーカメラのセンサーが 
反応したとき（続き）
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ドアホン 
との連携 センサーカメラの着信中や 

モニター中に音や表示を調整する
センサーカメラ着信中に呼出音量を変更したり、モニター中に明るさの調
整や表示範囲を切り替えることもできます。また、カメラからお知らせ音
を鳴らしたりセンサーカメラの向きを上下左右に動かすこともできます。

音の調節

呼出音量を変えるとき
呼出音量を変えると、電話やドアホンの呼出音量も変わります。

 着信中に  または を
タップする
 ● 8段階までの調節ができます。

表示の調節

センサーカメラの明るさを調節する

1   を押し、「明るさ」を
タップする
 ● 着信の状態やドアホン機種に
よって選択項目は変わります。

2 「＋」または「ー」をタップし、「OK」をタップする
 ● 明るさは5段階で調節できます。

お知らせ

• 明るさの調整で変更されるのは、画像の明るさのみです。
• 設定された明るさは、再度設定されるまで変更されません。
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ドアホン 
との連携

センサーカメラの向きを動かす（パン・チルト）

 ▲▼◀▶をタップする
 ● 着信の状態やドアホン機種に
よって選択項目は変わります。

センサーカメラからお知らせ音を鳴らす

 「お知らせ音」をタップする
 ● 着信の状態やドアホン機種に
よって選択項目は変わります。

お知らせ

• ドアホン親機で設定したカメラの｢お知らせ音設定｣に従って音が鳴ります。
• 音量や音の種類を変えるには、設定を変更してください。（ドアホン親機の取扱説明
書をお読みください）

センサーカメラの着信中や 
モニター中に音や表示を調整する(続き)
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ドアホン 
との連携 センサーカメラのモニター映像を

手動で録画する
センサー反応時のカメラ映像はドアホン親機のSDメモリーカードに自動
で録画されますが、本機でも、モニター時のカメラ映像を、必要に応じて手
動で録画できます。

 ● 録画した画像はすべて、ドアホン親機のSDメモリーカードに記録されます。
 ● カメラの録画機能の詳細は、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

準備  ● ドアホン親機にSDメモリーカードを挿入しておく。

 モニター映像を表示中に
 を押し、「録画」を

タップする

 ● 録画中は  が表示され
ます。
 ● 録画開始から1秒ごとに計8
枚の画像が保存されます。
 ●「終了」をタップすると録画を終了します。

お知らせ

• 上記の録画操作を行ってから録画されるまで時間差が生じます。 
このため操作を行ったときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。

 ■ 録画を再生するには  222 ページ
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ドアホン 
との連携 ドアホン親機に窓センサーを

登録したとき
ドアホン親機に登録した窓センサーの情報（窓の開閉状態）を本機で確認
できます。また、窓が開いてセンサーが反応したときは、その通知を受ける
ことができます。

 ● ドアホン親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

窓の開閉状態を見る（センサー情報）

  を押し、「ドアホン」 「センサー情報」をタップする

 ●  を押し、「次のエリア」をタップすることでエリアを選択できます。

 ■ 窓の状態表示について
項目 説明
－閉－ 窓が閉じています。
◆開◆ 窓が開いています。

圏外
通信できない窓センサーがあります。窓センサーの接
続を確認してください。

電池切れ 電池交換が必要な窓センサーがあります。

 ■ 窓が開いたとき(報知レベルと動作)については196 ページ

 ● ドアホン親機に登録している窓センサーの動作は、ドアホンの「くらしモード」
227 ページ   の設定によって変わります。
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ドアホン 
との連携 電気錠やエアコンなどとの連携

電気錠やエアコンなどを操作する
ドアホン親機と連携した電気錠やエアコンなどを、本機でも操作すること
ができます。
 ● 操作できる場面： ドアホン通話（モニター）中、センサーカメラモニター中、

待ち受け画面表示中
 ● ドアホン親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

1  を押し、「ドアホン」 「電気錠 機器」をタップする

2 「電気錠」または「JEM-A対応機器」をタップする
3 「はい」をタップする 例）施錠するとき

4 終わったら、  を押す

 ■ 操作すると、電気錠・機器の状態表示が下記のように変化します
 ● 電気錠・機器1
を施錠または
ONにしたとき 緑になる

 ● 電気錠・機器1
を解錠または
OFFにしたとき 黒になる
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ドアホン 
との連携 警報器（火災・地震）やコール機器と

の連携
警報器（火災・地震）やコール機器が反応したとき

ドアホン親機に警報器とコール機器のどちらかを接続している場合、警報
器が反応したときやコール機器から呼び出しがあったときに、その通知を
受けることができます。

 ● ドアホン親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

例）火災警報器が反応したとき

ピロピロ
ピロピロンピーピーピー

 ● 通知音と画面表示は、警報器の反応やコール機器からの呼び出しが終わるか、 
最大3分経過すると自動的に終了します。

 ■ 通知音と画面表示をすぐに終了したいとき 
（鳴り始めから約３秒間は終了できません）
 ◆「停止」をタップする 
 ■ 通知音と画面表示について
接続機器 通知音 画面表示

警報器
ピロピロピロピロン 
音量：「大」（固定）

警報器が反応しました

コール機器
プップー・プップー 
音量： 設定している呼出(着信)音量で鳴ります。

コール機器が反応 
しました

お願い

• 接続機器の点検時は、ドアホン親機や子機の動作も確認してください。

お知らせ

• ドアホン室内通話中に接続機器が動作すると、通話が切れて通知音が鳴ります。
• 外線や内線通話中に、警報器の反応やコール機器からの呼び出しがあると、スピー
カーから音が鳴り、「警報器が反応しました　止めるには［停止］」と表示されます。
「停止」をタップすると、外線通話は外線保留になり、内線通話は切れます。
• 警報器などの反応中は、電話をかけたり受けたりすることができません。 
警報を  「停止」 で終了させるか、約3分後に通常の操作が可能となります。
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ドアホン 
との連携 着信中・通話中・モニター中に別の 

呼び出しがあったとき
着信中・通話中・モニター中に別のドアホンやセンサーカメラから呼び出
しがあったときは、次のように操作してください。

ドアホン着信中やセンサーカメラ着信中の場合

別のドアホンやセンサーカメラから呼び出し（着信）があったとき

 ● ドアホン同士の着信が重なった場合、あとの着信が優先となり画面が切り替
わります。（元のドアホン着信は終了します）
 ● ドアホンとセンサーカメラの着信が重なった場合、ドアホンを優先して表示
します。
 ● センサーカメラ同士の着信が重なった場合、あとの着信が優先となり画面が
切り替わります。

 ■ 表示されているドアホンやセンサーカメラに出る操作を行ってください

ドアホン通話（モニター）中やセンサーカメラモニター中、室内通話中の場合

別のドアホンやカメラから呼び出し（着信）があったとき

 ● 着信中の機器のマークを表示します。

ドアホン： カメラ：

1 「ピーンポーン」や「ピポッ」などドアホンやセンサーカメラの呼出音
が鳴る

2 応答するには、「モニター」をタップする
 ● 着信中の機器が複数あるときは、続けて応答したい機器をタップします。
 ● 元の通話やモニターが終了し、映像が切り替わります。 
ドアホンの場合は、映像とともに周囲の音が聞こえますが、こちらの声はドア
ホン側には聞こえません。 
ドアホン側の相手と話すには、「通話」をタップします。

次ページへ
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外から電話がかかってきたとき

 ●「外線着信中」を表示します。

1 電話の呼出音が鳴る
2 電話に出るには、「外線」をタップする

 ● 元の通話やモニターは終了し、外線通話に切り替わります。

外線着信中の場合

ドアホンやセンサーカメラから呼び出し（着信）があったとき

 ● 着信中の映像を表示します。

1 外線の呼出音の途中で、「ピーンポーン」や「ピポッ」などドアホンや
センサーカメラの呼出音が鳴る

2  ■電話に出る場合

  「閉じる」 「外線」をタップする
 ● 外線通話中になります。
 ● ドアホンやセンサーカメラの映像が表示されますが、着信が終了（約30
秒）すると消えます。

 ■ドアホン側の相手と通話する場合

  「通話」をタップする
 ● ドアホン通話中になります。
 ● 外線着信の呼出音も聞こえます。

 ■センサーカメラ側をモニターする場合

  「モニター」をタップする
 ● センサーカメラモニター中になります。
 ● 外線着信の呼出音も聞こえます。

着信中・通話中・モニター中に別の 
呼び出しがあったとき（続き）
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ドアホン 
との連携 着信中・通話中・モニター中に別の 

呼び出しがあったとき（続き）

外線通話中や内線通話中の場合

ドアホンやセンサーカメラから呼び出し（着信）があったとき

 ● 外線通話中は、通話を保留して応答できます。

1 ドアホンやセンサーカメラの呼出音が鳴る
2  ■ドアホン側の相手と通話する場合

  「通話」をタップする
 ● 内線通話は終了し、外線通話は保留になります。

 ■センサーカメラ側やドアホン側をモニターする場合

  「モニター」をタップする
 ● 内線通話は終了し、外線通話は保留になります。

ドアホン親機や別の子機から室内呼び出し（ドアホン室内呼）が
あったとき

 ● 呼び出しは受けられません。 
（呼出音などでのお知らせがありません）
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ドアホン 
との連携 ワイヤレスアダプター機能を使う

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、コードレス子機
で、ドアホンとの通話ができます。（音声のみ）

 ● ドアホンアダプター（VE-DA10／ VE-DA10-H）を使って、ドアホンを接続する
ことはできません。
 ● ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピン
ポーン」、ドアホン3の呼出音は「ポーン ポーン ポーン」と鳴ります。
 ● カラーモニター子機も音声通話のみできますが、相手の映像を映したり、いろいろ
な機能を使うには、「ドアホン親機に登録する（増設・減設）」の操作を行ってくださ
い。203 ページ

（間に障害物がない場合）

ワイヤレスアダプター機能付き
テレビドアホン

（例）VL-SWD700KL

終了

タッチパネル
（タッチして
　操作する）

以下のテレビドアホンが接続できます（2013年2月現在）
品番：  VL-SWD700KL 、VL-SWD301KL、 VL-SVD301KL、 

VL-SWD300KL、VL-SVD300KL、 VL-SWD200K

お知らせ

• 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン（ドアホン親機）は１台の
みです。

• 本機はテレビドアホンとの無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。 
2.4 GHz帯を使用しているテレビドアホンには接続できません。

• 中継アンテナを設置するとき
 ‒ ドアホン親機と充電台付親機の間には、中継アンテナは使えません。
 ‒ 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
 ‒ 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてくださ
い。（同じ番号にすると使えません）
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ドアホン 
との連携

登録する
 ● ワイヤレスアダプター機能付きドアホン親機の取扱説明書と合わせて、よくお読み
ください。
 ● 登録操作中は、充電台付親機の電話機コードを抜いてください。

  ■カラーモニター子機の操作

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「接続機器の設定」をタップする

2 「ワイヤレスアダプター設定」をタップする
3 「増設」をタップする

 ● 増設可能なワイヤレスアダプターがないとき（既に増設済みのとき）は「増
設」は選べません。
 ● 続けて、約2分以内にドアホン親機を操作してください。

  ■ドアホン親機の操作（例：VL-SWD700KL）

4  トップメニューで
「設定/情報」をタッチ 
する

5  「設定を変更」をタッチ
する

6  「登録／減設」をタッチ
する

7  「登録」をタッチする

8  「ワイヤレスアダプター機能」をタッチする
次ページへ

ワイヤレスアダプター機能を使う（続き）
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ドアホン 
との連携

9  終わったら、    を押す
 ● 登録が完了します。
 ● 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、コードレス子機が鳴ることを確認
してください。 
一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
 ● 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。（ドアホン親機の取
扱説明書をお読みください）

ドアホン親機との接続をやめるとき（減設）
準備 • 充電台付親機の電話機コードを抜いておく。

  ■カラーモニター子機の操作

1   を押し、「設定」 「電話とファクス」
「接続機器の設定」をタップする

2 「ワイヤレスアダプター設定」をタップする
3 「減設」をタップする
4 「はい」をタップする
 ■ドアホン親機の操作（例：VL-SWD700KL）

5  トップメニューで
「設定/情報」をタッチする

6  「設定を変更」をタッチ
する

7  「登録／減設」をタッチ
する

8  「減設」をタッチする

次ページへ

ワイヤレスアダプター機能を使う（続き）
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ドアホン 
との連携

9   「ワイヤレスアダプター機能」をタッチする
10  「はい」をタッチする
11     を押す

 ドアホン親機からの減設後、電話／ファクス専用子機として使うときは、
「動作モード」を「電話」に変更してください。177�ページ   変更しないと、
正しく動作しなかったり、電波表示が圏外となって、使えないことがあり
ます。

来客があったとき
カラーモニター子機をワイヤレスアダプター機能のみ登録しているときは、
次の操作でドアホンに応答できます。（相手の映像は映りません）

 着信時にドアホンの名前を表示できます。�
（登録が必要です。174�ページ 「ドアホン名前」）

1 「通話」をタップし、話す
�相手と交互に話してください。（同時に話すと途切れることがあります）

2 終わったら、「終了」をタップする

ワイヤレスアダプター機能を使う（続き）
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電話中に来客があったとき
カラーモニター子機をワイヤレスアダプター機能のみ登録しているときは、
次の操作でドアホンに応答できます。（相手の映像は映りません）

電話を切って出る

1 「切」をタップする
 外線通話を終了します。

2 「通話」 をタップする
3 来客と話す

電話を保留して出る

1 「保留」をタップする
 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。

2 「通話」をタップする
3 来客と話す
4 終わったら、「外線」をタップする

 ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

5 電話に戻る

お知らせ

•�次のことは、できません。
�– ドアホンとの通話を子機にまわす
�– ドアホン・カラーモニター子機・コードレス子機の3�者通話
�– 留守セット中、来客者の声を録音する
�– ファクス送受信中のドアホン通話

ワイヤレスアダプター機能を使う（続き）



247

困ったとき 初期化するとき

内蔵メモリー（記憶情報や設定内容）を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

 カラーモニター子機（本機）と充電台付親機を初期化するときは、本機を充電台付親
機の近くに持ってきてください。
操作中は、充電台付親機から電話機コードを外してください。電話機コードを接
続したまま充電台付親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、
お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。
回線種別については、「準備・ご使用の前に」の「電話の回線種別を手動で設定する
とき」をお読みください。

1     を押し、「設定」「電話とファクス」
「ダイレクト番号」をタップする

2 「コード番号」をタップし、「1」「1」「1」を入力する
3 「OK」をタップする

 確認メッセージが表示されま
す。

4  ■  カラーモニター子機（本機）と充電台付親機を初期化するとき

1   「はい」をタップする

 ■  カラーモニター子機（本機）のみ初期化するとき

1   「いいえ」をタップする
 初期化が終了すると、本機は自動的に再起動し、「初期セットアップ」の画面に
戻ります。

困ったとき
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困ったとき困ったとき

下記サポートサイトの「よくあるご質問」やその他掲載情報もご活用くだ
さい。 
http://panasonic.jp/com/support/hsp/

こんなとき 原因と対応 ページ

電
話

電話をかけられない

 ● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直
してください。

「準備・ご使用 
の前に」

 ● 充電台付親機の電話機コードの接続を確
認してください。
 ● 画面ロックの設定をしていませんか？

 → 画面ロックを解除してください。

携帯電話に 
かけられない

 ●「選んでケータイ」を設定している場合、
携帯電話にかけられないことがあります。

 → 固定電話会社の事業者識別番号を正
しく登録してください。

 → 固定電話会社の事業者識別番号を入
力するとき、識別番号のあとに 「ポー
ズ」を入れてお試しください。

 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケー
タイ」を解除してください。

 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除
番号を正しく登録してください。

 ●  それでもかけられないときは、固定電話や
IP電話の各事業者にお問い合わせください。

「準備・ご使用 
の前に」

フリーダイヤル、 
天気予報、 
184や186を 
付けてかけられない

 ● IP電話などで使用しているとき、 「ポーズ」
を入れるとかからないことがあります。 
そのときは、ポーズを入れないでください。

－

 ● IP電話などで使用しているとき、NTTと
の契約に合わせて、手動で電話の回線種別
を設定してください。

「準備・ご使用 
の前に」

電話を受けられない
 ● ナンバー・ディスプレイサービスを利用し
ているときは、ナンバー・ディスプレイの
設定を「あり」にしてください。

171

キャッチホンの操作
をすると、元の相手 
との通話が切れたり、 
切り替わらないこと
がある

 ● お客様がご使用されている電話回線と、か
かってくる電話回線の種類によっては、
キャッチホンが正常に働かなかったり、
キャッチホン操作をすると、元の通話の相
手との通話が切れたりします。 
詳しくは、回線の事業者にご相談ください。

－

困ったとき

http://panasonic.jp/com/support/hsp/
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困ったとき

こんなとき 原因と対応 ページ

電
話（
続
き
）

通話中、 
自分の声が相手に 
聞こえない

 ● マイク（送話口）を指などでふさいでいま
せんか?

 → マイク（送話口）に向かって50 cm
以内でお話しください。

－

 ● ミュートになっていませんか？
 → 「ミュート」を再度タップすると解除
されます。

－

電話を保留したら、 
電話が切れた

 ● 電話をまわす操作は、通話時間のカウント
が始まってから行ってください。 
（ 電話に出てから10秒以内に操作すると、
電話が切れることがあります）

－

フ
ァ
ク
ス
送
受
信

ファクスを 
送信できない

 ● 相手が非通知電話を拒否に設定していま
せんか？

 → 電話番号の前に「1」「8」「6」を付け、
あなたの電話番号を通知して送信し
てください｡

111

 ● 光回線（ひかり電話）やADSLに接続して
いるときは 179

 ● 相手機によっては、ファクスの電話番号を 
設定しないと送信できないことがあります。

 → 「ファクスの電話番号」を設定してく
ださい。

34

 ● 画面ロックの設定をしていませんか？
 → 画面ロックを解除してください。

「準備・ご使用 
の前に」

ファクスを 
受信できない

 ● 光回線（ひかり電話）やADSLに接続して
いるときは 179

 ● 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、その
まま切っていませんか?

 → 電話を切る前にファクスを受ける操
作をしてください。

68

 ● 本体のファクスメモリーがいっぱいに
なっていませんか？

 → 不要なファクス、手書きメモを消去し
てください。

61、74

 ● 相手の原稿や画質によっては、途中までし
か受信できないことがあります。

 → 相手に画質設定を下げて送っても
らってください。

－

困ったとき（続き）
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こんなとき 原因と対応 ページ

フ
ァ
ク
ス
送
受
信（
続
き
）

184や186を 
付けてファクスを 
送信できない

 ● ADSLに接続しているときは、NTTとの 
契約に合わせて、手動で電話の回線種別を 
設定してください。
 ● それでも送信できないときは  179 ページ

「準備・ご使用 
の前に」

ファクスを海外へ 
送信できない

 ● 電話回線のノイズが多いなど、送信しにく
いことがあります。

 → 送信前に「海外送信」の設定を「1回」
にしてください。

78、174

受信されている 
内容を消去したい  ● 1件ずつまたは、すべて消去できます。 76

B4サイズや 
A3サイズの 
ファクスを受信する
とどうなる？

 ● およそA4サイズになります。ファクス通
信の決まりで、送信側のファクスが縮小し
て送る仕組みです。（一部のファクスは除
きます）

－

ファクスを送る際、 
ダイヤルした番号と 
違う番号が表示される

 ● 送信先のファクスに登録されている相手
の電話番号が表示されています。

 → 正しくダイヤルしていれば問題あり
ません。

－

充
電

充電中の表示に 
ならない

 ● ACアダプターが電源コンセントから外れ
ていませんか？

 → しっかり取り付けてください。

「準備・ご使用 
の前に」

充電しても使用時間
が著しく短くなった、
または充電できない

 ● 充電式電池の寿命です。
 → お買い上げの販売店にご相談くださ
い。 
有償にてお取り替えさせていただき
ます。

－

約4.5時間 
充電しても､ 
充電完了にならない

 ● 充電中に使用すると、充電時間が長くかか
ります。

「準備・ご使用 
の前に」

 ● 周囲の温度が低かったり、高かったりしま
せんか？

 → 充電は周囲温度が5 ℃～ 35 ℃で
行ってください

－

 ● 電源電圧が低いときは、充電時間が長くな
ります。

－

困ったとき（続き）
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こんなとき 原因と対応 ページ

留
守
番
電
話

留守番電話の呼出 
回数を変更したい 「留守呼出回数」で変更できます。 86

留守番電話の 
応答メッセージが 
流れない

 自作応答メッセージが無音で録音されて
いませんか？

�→ 録音し直す、または固定メッセージに
戻してください。

87、88

外出先から 
留守番電話を 
操作できない

 次の内容を確認してください。
�– トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電
話機からかけていますか？

－

�– 暗証番号を登録していますか？ 90

「留守」が
点滅している

 留守セット中で、下記の場合に点滅しま
す。
�– 通話録音されたとき。
�– 新しい用件が録音されたとき。
�→ 用件を再生してください。

82

用件が録音の 
途中で切れている

 録音中に6秒以上無音が続く、または相手
の声が小さいと録音が切れます｡

�→ メッセージは続けて話す、または大き
めの声で話すよう、相手に伝えてくだ
さい｡

－

留守セットすると 
留守番電話に録音 
できないメッセージ
が聞こえる

 メモリーがいっぱいになっていません
か？

�→ 留守番電話の用件・通話録音を再生し
たあと、不要な用件などを消去してく
ださい。

83

録音した日付・時刻が 
1月1日（火） 
0：00になっている

 お買い上げ時または停電などで日付・時刻
が初期値に戻っています。

�→ 日付・時刻を合わせてください。
161

留守セットしていて
も    が     に
なる

 圏外になると、留守セットしていても留守
セット解除（� �）の表示になります。

�→ 充電台付親機に近づけてください。
－

Ｓ
Ｄ
メ
モ
リ
ー
カ
ー
ド

マルチメディアカー
ドは使えますか？  使えません。 －

困ったとき（続き）
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困ったとき

こんなとき 原因と対応 ページ

呼
出
音

呼出音が鳴らない

 ● ステータスバーを下にドラッグすると表
示される「電話・ファクス・ドアホンの状
態」に「呼出音切」が表示されていません
か？

 → ホーム画面が表示されている状態で 
「+」（音量大）を押してください。

－

 ● 呼出音が「サイレント」になっていません
か？
 → 「電話とファクス」「端末の設定」
「呼出音」の「外線」で「サイレント」
以外に設定してください。

176

 ● 本機の電池が切れていませんか？
 → 充電してください。

「準備・ご使用 
の前に」

呼出音が 
鳴り出すのが遅い

 ● 無鳴動受信の設定をしていませんか？
 → かかってきたのが電話かファクスか
を判断するため、少し遅く鳴り始めま
す。

72

在宅時、電話に出るま
で呼出音を鳴り続け
るようにしたい

 → 「在宅呼出回数」の設定を「自動応答し
ない」にしてください。 70

無鳴動受信に 
設定しても 
呼出音が鳴る

 ● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴り
ます。
 ‒ 電話がかかってきたとき。
 ‒ 留守セット（  ）のとき
 ‒ 充電台付親機のファクスメモリーが
いっぱいのとき。

 ‒ 相手が受話器を取って手動でダイヤル
し、ファクスを送信したとき。

73

 ● かけてきた相手の回線や接続機器によっ
ても鳴ることがあります。

－

ドアホンの呼出音が
鳴らない

 ● 充電台付親機とワイヤレスアダプター機
能付きテレビドアホン親機の電源プラグ
を差し込み直してください。

－

困ったとき（続き）
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困ったとき

こんなとき 原因と対応 ページ

ナ
ン
バ
ー
・
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

かけてきた 
相手の電話番号を 
表示しない

 NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が
完了していますか？

	→ NTT窓口（116）にお問い合わせく
ださい｡

111

 構内交換機・ホームテレホンに接続してい
ると表示できません｡

－

 充電台付親機をほかの電話機と並列に接続
していると表示できないことがあります｡ 180

 ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」
になっていませんか？

	→ 設定を「あり」にしてください｡
171

 キャッチホン・ディスプレイサービスの契約
をしているときに、キャッチホン・ディスプ
レイの設定が「なし」になっていませんか？

	→ 設定を「あり」にしてください｡

112

 ISDN回線でご使用の場合、ターミナルア
ダプターの設定を確認してください｡

 直らない場合は、ターミナルアダプター
のメーカーにお問い合わせください｡

180

 相手または本機がIP電話サービスに加入
しているとき、相手の電話番号が表示され
ないことがあります。

	→ IP 電話サービス事業者にお問い合わ
せください｡

－

相手先を表示しない
ときがある

 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いと
きに電話がかかってきています。

－

着信した日付・時刻が 
「1/1 0：00」になっ
ている

 お買い上げ時または停電などで日付・時刻
が初期値に戻っています。

	→ 日付・時刻を合わせてください。
161

ド
ア
ホ
ン（
画
面
表
示
）

相手の映像が 
表示されない

 パナソニック製の「テレビドアホン」の「ド
アホン親機」に登録（増設）していますか？

	→ 登録（増設）すると、相手の映像表示
などのドアホンとの連携機能が使え
ます。

202

人の顔が暗く映る

 ドアホンを逆光になる位置に設置してい
ると、来客の顔が暗く映り、識別しにくく
なります。

	→ 映像表示中に、逆光補正をしてください。

212

困ったとき（続き）
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困ったとき

こんなとき 原因と対応 ページ

ド
ア
ホ
ン（
画
面
表
示
）（
続
き
）

映像全体が白っぽい、
または黒っぽい

 明るさの設定は適切ですか？
�→ �映像表示中に、明るさを調整してく
ださい

211

映像が乱れる
または、
映像の更新が遅い
（約5秒以上かかる）

 本機がドアホン親機から離れすぎている、
またはドアホン親機との間にコンクリー
ト壁などの障害物がありませんか？

�→ ドアホン親機の近く、または障害物の
ない場所に本機を移動させてくださ
い。

－

ド
ア
ホ
ン（
通
話
／
室
内
通
話
）

通話が途切れる 
または、ほとんど 
聞こえない

 自分の周り、または通話相手の周りで、車
や電車などが通る音、ペットの鳴き声、テ
レビの音、子供の泣き声など、大きい音が
していませんか？

�→ 周りの音が大きいと、通話が途切れる
ことがあります。プレストーク通話に
切り替えると、話しやすくなります。

207

 本機が、ドアホン親機から離れすぎてい
る、またはドアホン親機との間にコンク
リート壁などの障害物がありませんか？

�→ ドアホン親機の近く、または障害物の
ない場所に本機を移動させてくださ
い。

－

雑音（ハウリング） 
が聞こえて通話 
できない

 通話中の相手との距離が近すぎると、雑音
（ハウリング）が聞こえます。

�→ 少し離れた場所で通話してください。
－

相手に、こちらの声が
まったく聞こえない 
（こちらには相手の 
音声が聞こえる）

 プレストーク通話になっていませんか？
（ を表示）

�→ プレストーク通話では、「プレストー
ク」を押している間だけ、相手にこち
らの声が聞こえます。

207

困ったとき（続き）
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困ったとき

こんなとき 原因と対応 ページ

こ
ん
な
と
き
は

タッチパネルが 
操作できない

 ● 液晶保護フィルムなどを貼っているとき
は、フィルムを外してください。

－正しく操作しても 
動かない

 ● 下記の操作を行ってみてください。（リセッ
ト）電源キーを10秒以上押して電源を
切ったあと、電源を入れ直してください。動作がおかしい

お知らせランプが点
滅している

 ● ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、
電話に出られなかったときに点滅します。

 → 着信履歴を見てください。
110

 ● ファクスを受信すると点滅します。
 → 受信したファクスを見てください。

69

 ● 窓センサーの開閉情報を受信すると点滅
します。

 → 窓センサーの開閉状態を確認してく
ださい。

192、 236

 ● 留守セット中に用件が録音されたときに
点滅します。

 → 録音された用件を再生してください。
82

本機、 
コードレス子機、 
充電台付親機が 
温かい

 ● 異常ではありません｡ 
（夏は冬に比べて少し熱く感じることがあ
ります）

 → 異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店にご相談ください。

－

液晶ディスプレイが
消えている

 ●「画面消灯」を設定していませんか
 → 電源キーを押すと表示されます。

 → 本機を操作したり、電話がかかってき
たりすると表示されます。

163

転居などで電話番号
が変わったときは？  ● 新しい電話番号を登録し直してください。 34

停電のとき
使えますか？

 ● 内蔵の充電式電池が残っている間は動作
しますが、充電台付親機やドアホン、無線
ルーターなど、停電で使用できない機器を
使った操作はできません。

－

 ● 充電台付親機に登録している内容・応答
メッセージ・用件・受信したファクスなど
は消えません。（日付・時刻が初期値に戻る
ことがあります）

 → 戻ったときは、日付・時刻を合わせて
ください。

161

困ったとき（続き）
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困ったとき 困ったとき（続き）

こんなとき 原因と対応 ページ

こ
ん
な
と
き
は（
続
き
）

かかってきた電話を
直接転送したい

 NTTのボイスワープを利用するとできま
す。

�→ NTT窓口（116）にお問い合わせく
ださい。�
（ただし、電話もファクスも区別なく
転送されます）

－

ACアダプター、 
カラーモニター子機
から音が聞こえる

 異常ではありません。�
（待機中に小さな音が聞こえることがあり
ます）

－

液晶ディスプレイに
黒い点が現れたり、 
常時点灯（赤や青、緑
の点）している

 液晶ディスプレイは、精密度の高い技術で
作られていますが、液晶ディスプレイの画
面上に黒い点が現れたり、常時点灯（赤や
青、緑の点）することがあります。これは故
障ではありません。�
液晶ディプレイの画素については
99.99％以上の高精度管理をしておりま
すが、0.01%以下で画素欠けするものが
あります。�
これらの点は、内蔵メモリーやSDメモ
リーカードの映像には記録されませんの
でご安心ください。

－

特定のウェブサイト
しか表示できない

ウェブサイトの動画
が再生できない

 無線ルーターの設定の変更で対応できる
場合がありますので、お使いの無線ルー
ターの取扱説明書をお読みいただくか、設
置業者や提供元にお問い合わせください。

－

アプリケーションの
動作が遅い

 同時に複数のアプリケーションが起動して
いると、動作が遅くなることがあります。

�→ タスクビューアでアプリケーション
を終了してみてください。�

��を押し、「アプリ一覧」「タスク
ビューア」をタップする終了させ
てもよいアプリケーションをタップ
し、「はい」をタップしてください。

149
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困ったとき こんな表示が出たら

 ■ ステータスバー

お知らせランプが点滅したら、ステータスバーに下記のメッセージが表示
されます。ステータスバーを下にドラッグして、内容を確認してください。

表示 原因と対応 ページ

お
知
ら
せ

SDカードに古い形式
のデータが存在します
SDメモリーカードの 
整理を実行します

 SDメモリーカードに前の機種で保存され
た古い形式のデータがあります

�→ SDメモリーカードの整理をしてく
ださい。

108

SDメモリーカードの
データが消去されて 
います 
SDメモリーカードの 
整理を実行します

 パソコンなどでフォルダーやファイルを
消去したり、名前を変更したため、本機で
再生できない不要なデータが残っていま
す。

�→ SDメモリーカードの整理をしてく
ださい。

108

新しいソフトウェア
が見つかりました

 本機のソフトウェアおよびアプリケー
ションの更新データがあります。

�→ 更新してください。
155

新しい用件が録音さ
れました 
用件を確認します

 留守セット中に新しい用件が録音されま
した。

�→ 用件を再生してください。
82

回線種別が設定でき
ませんでした 
回線種別の設定を行
います

 電話の回線種別の自動判定ができません
でした。

�→ 手動で設定してください。
「準備・ご使用 

の前に」

確認が必要な窓があり
ます
窓の状態を確認します

 開いている窓や圏外（電波が届いていな
い）の窓センサーがあります。

�→ 窓センサーの番号と状態を確認して
ください。

192、 236

 窓センサーに親機からの電波が届いてい
ません。

�→ 中継アンテナを設置してください。
184

新着の未確認画像が
あります 
画像を再生します

 新しく録画された画像があります。
�→ 録画一覧を表示させ、画像を確認して
ください。

222

着信がありました 
着信履歴を表示します

 電話に出られなかったときに表示します。
�→ ナンバー・ディスプレイサービスを利
用しているときは、着信履歴を確認し
てください。

110
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困ったとき

表示 原因と対応 ページ

お
知
ら
せ（
続
き
）

ファクスが届いています 
受信したファクスを
確認します

 ● ファクスを受信しました。
 → ファクス一覧を表示させ、受信した
ファクスを確認してください。

74

ファクスの受信を中
止しました 
通信レポートを確認
します

 ● ファクスの受信中にエラーが発生しまし
た。

80

ファクスをXX枚送信
しました 
通信レポートを確認
します

 ● 送信したファクスの枚数を表示します。

80

ファクスを送信でき
ませんでした 
通信レポートを確認
します

 ● ファクスの送信中にエラーが発生しまし
た。

80

録音中停電　U83 
用件を確認します

 ● 留守番電話の用件録音中・通話録音中に停
電になり、録音内容が途中で消えています。

 → 用件を確認してください。
82

確
認

メモリーがいっぱいです
録音できません　U82
不要な用件を消去し
てください

 ● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーが
いっぱいになっています。

 → 用件・通話録音を再生したあと、不要
な用件などを消去してください。

83

メモリーがいっぱいです
ファクス受信できま
せん　U81 
不要なファクスや 
手書きデータを 
消去してください

 ● 親機のファクスメモリーがいっぱいのため、 
ファクスや手書きメモを保存できませんでした。

 → 親機のファクスメモリーのファクスや
手書きメモを表示して内容を確認した
あと、不要なファクスや手書きメモを
消去し、もう一度やり直してください。

61、74

電池切れの窓セン
サーがあります 
窓センサーの電池を 
交換してください

 ● 電池の残量が少ない窓センサーがあります。
 → 窓センサーの電池を交換してくださ
い。

－

電話機コードを接続
してください

 ● 充電台付親機の電話機コードが正しく接
続されていません。

 → 正しく接続してください。

「準備・ご使
用の前に」

 ● 充電台付親機の電話機コードが正しく接
続されている場合は、回線業者に確認して
ください。（電話回線に何らかの不具合が
ある場合があります）

－

こんな表示が出たら（続き）
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困ったとき

 ■ その他
表示 原因と対応 ページ

A
〜
Z
行

SDメモリーカードに受
信したファクスがあり
ません

 ● SDメモリーカード内にファクスが保存さ
れていません。

－

SDメモリーカードの
データがいっぱいです

 ● 保存されたファクスやお客様で保存された
データでSDメモリーカードがいっぱいに
なっています。

 → 不要なファクスなどを消去してくださ
い。

61、
100、
101

SDメモリーカードが
入っていません 
カードを入れてください

 ● SDメモリーカードが入っていません。
 → SDメモリーカードを入れてください。

「準備・
ご使用
の前に」

SDカードのマウントを
解除すると…

 ● SDメモリーカード内のデータやアプリケー
ションを使っているときなどにSDメモ
リーカードのマウント解除の操作を行うと、
「SDカードのマウントを解除すると、使用
中のアプリケーションの一部が停止し、SD
カードを再マウントするまで使用できなく
なる場合があります。」が表示されます。

 → 編集中のデータがある場合は、「キャン
セル」をタップしたあと、保存してから
再度SDメモリーカードのマウント解
除を行ってください。

－

カ
行

外線使用中  ● 子機が外の相手と電話中に表示されます。 －

書き込みに 
失敗しました

 ● SDメモリーカードへの書き込み中にSDメ
モリーカードが抜かれたときなど、SDメモ
リーカードへのデータの書き込みに失敗し
たときに表示されます。

 → SDメモリーカードを入れ直してみて
ください。

「準備・
ご使用
の前に」

携帯電話にかけるとき
電話会社の 
通話料金割引ｻｰﾋﾞｽを 
利用しますか？

 ●「 選んでケータイ」の設定が終わっていません。
 → 「はい」または「いいえ」をタッチして機
能を使うかどうかを選択してください。

「準備・
ご使用
の前に」

このSDメモリーカー
ドは書き込み保護が 
かかっています

 ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっ
ていませんか？

 → SDメモリーカードの書き込み禁止ス
イッチを解除してください。

94

こんな表示が出たら（続き）
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困ったとき

表示 原因と対応 ページ

サ
行送信できませんでした

 下記の原因で送信できなかったときに表示
します。
	– 回線状況が悪い。
	– キャッチホンの信号が入った。
	– 相手側が受信を中断した。
	– 相手側の記録紙がなくなっている。
	– 海外に送れなかった。
	– 送信前に「海外送信」を「1回」に設定して
送ってください。

78、174

タ
行

通信ｴﾗｰ  
相手が話し中でした

 相手が話し中で送信できませんでした。
	→ しばらく待ってから送り直してくださ
い。

－

通信ｴﾗｰ  
相手のファクスが 
応答しませんでした 
相手に確認してください

 相手のファクスが応答しなかったため、送信
できませんでした。

	→ 相手に確認してください。
－

転送できませんでした

 子機が充電台付親機から離れすぎていませ
んか？

	→ 充電台付親機に近づけてください。
「準備・
ご使用
の前に」 子機の電池が切れていませんか？

	→ 充電してください。

 転送先（子機）の電話帳に空きはありますか？
	→ 子機で不要な相手先を消去してください。

52

電話帳に 
登録されていません

 カラーモニター子機の内蔵メモリーに電話
帳が保存されていません。 50

登録失敗

 充電台付親機、ドアホン、中継アンテナ、窓
センサーに登録時、指定時間内に登録操作が
完了しなかったため、登録に失敗しました。

	→ もう一度最初からやり直してください。

－

ナ
行

内線使用中  子機と子機が内線電話中に表示されます。 －

ナンバー・ディスプレイ
が使えるようになると 
この機能がはたらきます

 ナンバー・ディスプレイの契約をしていま
すか？ 111

 ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、
本機を接続してから一度も電話がかかってき
ていないときに表示される場合があります。

	→ 一度電話がかかってくると、表示され
ません。

－

こんな表示が出たら（続き）
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困ったとき

表示 原因と対応 ページ

ハ
行

表示圏外
 ナンバー・ディスプレイサービスの契約を
しているときに、海外など番号を通知できな
い電話からかかってきています。

－

変換に失敗しました

 SDメモリーカードがいっぱい、もしくは前
の機種と本機のファクスの合計が、本機で
保存できる件数（1,000件）を超えているた
め、新しい形式への変換に失敗しました。

 → 前の機種で不要なデータを削除して再
度 SD メモリーカードを挿入し、新し
い形式へ変換してください。

108

保存したデータが■
ありません

 SDメモリーカード内にパソコンデータが
保存されていません。

－

 手書きデータが保存されていません。 －

マ
行

窓センサーが増設され
るとこの機能がはたら
きます

 窓センサーが登録されていません。
 → 窓センサーを使うときは、登録操作を

行ってください。
187

未保存のファクスがあ
りません

 親機のメモリー内に、まだSDメモリーカード
に保存したことがないファクスがありません。 98

「無鳴動」

「無鳴動受信」の設定が「常にする」または
「ﾀｲﾏ（ー時刻設定）」になっています。

 → 呼出音を鳴らすには、設定を「しない」
にしてください。

72

迷惑設定の件数が■
いっぱいです■
登録できません

 迷惑電話着信拒否に空きがありません。
 → 不要な電話番号を個別に解除してくだ

さい。
116

メモリーがいっぱいで
送信できませんでした
不要なファクス、手書き
メモを消去してくださ
い

 不要なファクス、手書きメモを消去してくだ
さい。 61、74

 スキャンデータをファクスで送る場合、デー
タ容量が大きいときは送信できません。

 → 「文字」でスキャンしてください。
 → スキャナー側で「明度」などを調整してみ

てください。

67

ヤ
行
読み込みに■
失敗しました

 SDメモリーカードからの読み込み中にSD
メモリーカードが抜かれたときなど、SDメ
モリーカードからのデータの読み込みに失
敗したときに表示されます。

 → SD メモリーカードを入れ直してみて
ください。

－

こんな表示が出たら（続き）
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その他 商標／著作権／ライセンスについて

この項目では、各権利や商標など、法律にかかわる知的財産権を詳しく 
説明しています。

商標について
 SDXC ロゴはSD-3C, LLC の商標です。
“Wi-Fi CERTIFIED”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”の認証マークです。
 Wi-Fi Protected Setup のマークは、“Wi-Fi Alliance”の商標です。
“Wi-Fi”、“Wi-Fi Protected Setup”、“WPA”、“WPA2”は“Wi-Fi Alliance”の 
商標または登録商標です。
 Contains Adobe® Reader technology by Adobe Systems Incorporated. 
This Product contains Adobe® Reader software under license from 
Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2012 Adobe 
Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Reader are either 
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in 
the United States and/or other countries.
 AOSS™ は、株式会社バッファローの商標です。
 Facebook and the Facebook marks are trademarks of Facebook
 mixi、ミクシィ、mixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。
 radiko.jpという名称やロゴ、『r』アイコンは、（株）radikoの登録商標です。
 Skypeの名称、これに関連する商標とロゴおよび「S」ロゴは、Skypeまたはそれに
関連する団体の商標です。
 Twitter and the Twitter marks are trademarks of Twitter,Inc
 Epson iPrintはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
 ジョルテ 及び Jorte は、(株)ジョルテの登録商標です。
 その他、本書に記載の各種名称・会社名・ロゴ・商品名・ソフトウェア名などは各社の
商標または登録商標です。なお、本文中では™、® マークは一部明記していません。

著作権について
インターネットからのダウンロードなどによる画像や音楽ファイル、文章、ソフトウェア、
または、カラーモニター子機を利用して撮影された静止画や動画など第三者が著作権を 
有するコンテンツは、私的使用の目的で行われる複製や引用など、著作権法で認められた
場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆への送信などを行うことはできません。

興行、実演、展示物などでは、私的使用の目的であっても撮影や録音を制限または、禁止し
ている場合がありますのでご注意ください。

その他
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その他

本機で使用しているオープンソフトウェアについて
この製品のカラーモニター子機には、フリーソフトウェア財団の GPL、LGPL、およびその他
の条件に基づいたオープンソースソフトウェアを使用しています。関連する条件はこのソフト
ウェアに適用されます。そのため、本製品をお使いになる前に、本製品に表示される GPL や 
LGPL のライセンス情報、オープンソースソフトウェアについての情報をお読みください。
カラーモニター子機のホーム画面で  を押し、「設定」 「端末情報」
「法的情報」をタップすると、ご確認いただけます。GPL、LGPL の条件のもとで認可さ
れたソースコードは公開されています。これらのソフトウェアについては保証の範囲外
となりますので、あらかじめご了承ください。製品販売後、少なくとも3 年間、パナソニッ
クシステムネットワークス株式会社はコンタクトしてきた個人・団体に対し、GPL ／ 
LGPL の利用許諾条件の下、実費にて、GPL ／ LGPL ソフトウェアに対応する、機械
により読み取り可能な完全なソースコード、および著作権表示のリストを頒布します。
上記記載内容へのお問い合わせや関連するソースコードの入手方法については、以下
のホームページにあるお問い合わせフォームへお問い合わせください。
http://panasonic.jp/com/support/hsp/

一部のコンテンツは、Google が作成、提供しているコンテンツをベースに変更した
もので、クリエイティブコモンズの表示3.0 ライセンスに記載の条件に従って使用し
ています。詳細は下記URLを参照ください。
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Adobe エンドユーザーライセンス契約
サードパーティの通知およびサードパーティ製品に関する使用許諾条項は、
http://www.adobe.com/jp/products/eula/third_party/ に掲載しています。

その他のエンドユーザーライセンス契約
【MPEG-4 Visual】
本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされて
おり、以下に記載する行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはラ
イセンスされておりません。
(i)  画像情報をMPEG-4 Visual規格に準拠して（以下、MPEG-4ビデオ）記録すること。
(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 ビデオ、または、MPEG 

LAからライセンスを受けた提供者から入手したMPEG-4 ビデオを再生すること。
詳細についてはMPEG LA, LLC ホームページ（http://www.mpegla.com）をご参
照ください。
【AVC/H.264】
本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載す
る行為に係るお客様の個人的又は非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
(i)  画像情報をAVC規格に準拠して（以下、AVCビデオ）記録すること。
(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオ、または、ライセン

スを受けた提供者から入手したAVCビデオを再生すること。
詳細についてはMPEG LA, LLC ホームページ (http://www.mpegla.com) をご参
照ください。
【Thomson MPEG Layer-3】
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

商標／著作権／ライセンスについて（続き)

http://panasonic.jp/com/support/hsp/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.adobe.com/jp/products/eula/third_party/
http://www.mpegla.com
http://www.mpegla.com
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その他さくいん

数字・アルファベット

184（電話番号非通知） ………… 111
186（電話番号通知） …………… 111
ADSLに接続するとき ………… 179
Gmail ……………………………… 144
Google Play ストア …………… 137
Google Play ミュージック 119, 124
Google Play ムービー … 119, 124
IP アドレス ……………………… 154
IP 電話解除 ……………………… 172
ISDN回線に接続するとき ……… 180
JEM-A 対応機器 ………………… 237
MACアドレス …………………… 154
Play ストア ……………………… 137
Play ミュージック ……… 119, 124
Play ムービー …………… 119, 124
radiko.jp（ラジコ） ……………… 143
SDメモリーカード ………………… 94

 ● 残量表示 ……………………… 95
 ● データ整理 ………………… 108
 ● パソコンデータ 
（表示／転送／メール） …… 101
 ● ファイル形式 ………………… 97
 ● ファクス 
（表示／転送／メール） …… 100
 ● ファクス（保存） ……………… 98
 ● フォーマット ……………… 107
 ● フォルダー構造 ……………… 97
 ● 保存枚数 ……………………… 95
 ● 容量 …………………………… 95

Skype（スカイプ） ……………… 141
SNS（ソーシャルネットワーキング 
サービス） ………………………… 139
TA／スプリッタ接続 …………… 172
URL ……………………………… 132
Wi-Fi ……………… 150, 154, 162
WPS ……………………………… 151

あ

アイコン……………………………… 23
アカウント追加…………………… 160
アカウントと同期………………… 159
アプリケーション…………… 28, 117
アプリケーションの管理………… 156

アプリケーションメニュー………… 28
暗証番号……………………………… 90
あんしん応答………………………… 48
あんしん応答メッセージ………… 172
一覧

 ● メッセージ一覧 …………… 178
一覧画面

 ● アプリケーション一覧 
 ……………………… 117, 118
 ● 画像一覧 …………………… 129
 ● 再ダイヤル …………… 36, 113
 ● 着信履歴一覧 ………… 36, 113
 ● パソコンデータ一覧 ……… 101
 ● ファクス一覧 ………… 74, 100
 ● 連絡先一覧 …………………… 52

ウィジェット………………………… 31
ウェブサイトを見る……………… 132
選んでケータイ…………………… 172
応答メッセージ……………………… 87
お知らせ…………………………… 155
音設定……………………………… 163
音質を変える 
（ボイスチェンジ）…… 39, 176, 210
音声内線呼出……………………… 172
音量を変える

 ● 電話 …………………………… 37

か

カーソル（自動カーソル移動） … 167
海外送信……………………… 66, 174
外出先から留守番電話を聞く……… 90
回線種別…………………………… 171
顔サーチ…………………………… 215
壁紙…………………………………… 29
画面の明るさ……………………… 163
画面ロック………………………… 164
機能一覧表………………………… 162
キャッチホン………………………… 38
キャッチホン・ディスプレイ 
サービス…………………………… 112
ギャラリー……………… 29, 30, 129
共有（画像） ……………………… 131
くらしモード……………………… 227
減設

 ● 窓センサー ………………… 191

さくいん
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その他さくいん さくいん（続き)

公衆電話着信……………… 114,■171
子機減設…………………… 177,■183
子機増設…………… 177,■181,■182
固定の応答メッセージ……………… 87
コピーする

 ● 文字 ………………………… 135
ゴミ箱………………………… 32,■148

さ

再生する
 ● radiko.jp for Panasonic 143
 ● ドアホン録画 ……………… 222
 ● ビデオ ……………………… 129
 ● 留守番電話の用件 
（外出先から） ………………… 92
 ● 留守番電話の用件 
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再ダイヤル（ファクス） …………… 65
在宅呼出回数………………… 70,■173
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自作応答録音……………………… 173
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 ● 消去 …………………………… 89
 ● 録音 …………………………… 88
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自動受信…………………………… 174
自動で受ける（ファクス） ………… 70
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消去する
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 ● 手書きメモ ……………… 61,■63
 ● ドアホン画像 ……………… 224
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 ● 連絡先 ………………………… 53

ショートカット……………………… 31
ズーム（ドアホン） ……………… 214
ステータスバー……………………… 22

スプリッタ………………………… 179
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増設

 ● 子機 ………………………… 181
 ● 中継アンテナ ……… 185,■186
 ● 窓センサーを接続する …… 188

ソフトウェアの更新通知………… 177

た

ターミナルアダプター…………… 180
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着信音……………………………… 163

 ● 音量 ………………………… 163
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停電………………………………… 255
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……………………………………… 177
転送

 ● SD メモリーカードから … 100
 ● 電話帳 ………………………… 55
 ● ドアホン画像 ……………… 226
 ● ドアホン通話 ……………… 216
 ● パソコンから ……………… 124



266
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その他さくいん さくいん（続き)さくいん（続き)
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