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下記の内容物がそろっていることをご確認ください。
内容物に不足がある場合は、お買い上げの販売店または（株）リアル・フリート お客様サポート
センター（１０4ページ）にご連絡ください。

■本機に増設できる子機（別売）は、「PTS-308」「PTS-408」です。
　「PT-S8」「PT-S9」は、ご使用いただけません。
■増設可能台数は、3台までです。（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）

増設子機について

親機･･･1台 親機用ACアダプター･･･1個
（AD965-1）

電話回線コード（約2m）･･･1本

子機･･･1台

子機用電池･･･1個
（PT-BT200）

充電器用ゴム脚･･･3個

充電器･･･1台

充電器用ACアダプター･･･1個
（AD910S）

取扱説明書（本書）･･･1冊

イラストとは異なることがあります

内容物の確認

ーお使いになる前にー 3

PT-408用PT-308用

PT-408用のみ
（16ページ）
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安全上のご注意

4 ーお使いになる前にー

危険

警告

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分
しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

電池について、次の点を守ること

・火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
・本機以外の機器には使用しない
・＋と－の端子を針金などの金属で接続したり
金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、
保管したりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の
治療を受ける

失明の恐れがあります。

・充電は、必ず専用の充電器でする
・分解・改造・ハンダ付けをしない
・本機にうまくつながらなかったときは、
無理に接続しないで、＋と－の向きを
確かめる

電池について、次の点を守ること

・水や海水につけたり、濡らしたりしない
・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたとき
は、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

電源はAC100Vのコンセントを使う

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・
故障の原因となります。

・液漏れ、変色、変形など、今までと
異なることに気づいたときは使用しない

危害・損害の程度とその表示 絵表示の例

この表示を無視して、誤った取り扱いをす
ると、人が死亡または重傷を負う可能性が
切迫して生じることが想定される内容を示
しています。

　 は注意（危険、警告を含む）を促す内容
です。
　 は一般的な注意の表示です。

　 は禁止の行為であることを告げるもの
です。
　 は分解禁止の表示です。

　 は必ず実行していただきたい内容を告
げるものです。
　 は必ず電源プラグを抜いてほしい表示
です。

この表示を無視して、誤った取り扱いをす
ると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをす
ると、人が重傷を負う可能性が想定される
内容および物的損害のみの発生が想定
される内容を示しています。

危険

警告

注意

Ax004_P004_準備-安全上のご注意1.ai



安全上のご注意

5ーお使いになる前にー

警告
タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

病院などの使用を禁止された区域では、
設置・使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電
しない

火災・感電・故障の原因となります。

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取って
ください。万一、内部に入ったときは、ACアダ
プターをコンセントから抜き、電池を子機から
外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因
となります。

次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因
となります。
・医用電気機器に近い場所
　（手術室・集中治療室・CCU※など）
※CCU…冠状動脈疾患監視病室

・自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に
近い場所
・心臓ペースメーカーの装着部位から22cm
以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った
容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり中に入ったりすると、火災・
感電・故障の原因となります。

異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音
がするなどの異常状態のときは、ACアダ
プターをコンセントから抜き、電池を子機
から外して、販売店へご連絡ください。
お客さまによる修理は危険ですので、絶対
にしないでください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の
原因となります。

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

付属以外のACアダプターを使用
しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着
していないか確認し、根元まで確実
に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり金属
などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないで
ください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

雷が激しいときは、ACアダプター
コードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

コードを傷つけたり、破損したり、
加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついた（芯線の露出、断線
など）ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因
となります。

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

電話回線コードのプラグに洗剤など
の液体をかけたり濡らさない

電話回線コードが濡れた場合は、すぐに
電話用コンセントから抜いて、使用しないで
ください。
そのまま使用すると火災の原因となります。

Ax005_P005_準備-安全上のご注意2.ai



6 ーお使いになる前にー

警告

注意

ホームテレホン・ビジネスホン用の
回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の
回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、
故障・発熱・火災の原因となります。
接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

隙間などから内部に金属類を差し
込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターを
コンセントから抜き、電池を子機から外して、
販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因
となります。

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。
（分解・改造は法律により禁止されています。）

電池に強い衝撃を与えたり、投げ
つけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないで
ください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

白い衣服などに皮部分を擦り付けない

本品は子機の一部および充電器（PT-408用）
に染色を施した天然皮革を使用しています。
水濡れや、摩擦などにより色移りする場合が
あります。

金属部分を指で擦らない

本品は子機の一部および充電器（PT-408用）
に金属部品を使用しております。
お子様などが金属部分を強く擦ることによって
けがをする場合があります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に
保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から
外さないように注意してください。

電池をお子さまがお使いになるときは、
保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用して
いるかどうか、注意してください。

直射日光の当たる場所や炎天下の
車内、火のそばなどの高温の場所
に放置しない

・電池を漏液させたり、性能や寿命を低下
 させる原因となることがあります。
・内部の温度が上がり、火災の原因となる
 ことがあります。

電池のプラグやコードを持って
持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

電池を保管するときは、気温の上が
らない乾燥した場所で保管する

本機を移動させるときや本機のお手
入れをするときは、ACアダプターと
電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることが
あります。

Ax006_P006_準備-安全上のご注意3.ai

安全上のご注意



安全上のご注意

7ーお使いになる前にー

注意

ACアダプターコードを熱器具に
近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となること
があります。

ACアダプターを抜くときは、必ず
ACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・
感電・故障の原因となることがあります。

子機は充電器に正しく置く

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因
となることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に
置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因
となることがあります。
万一、本機の一部が破損したときは、ACアダ
プターをコンセントから抜いて、販売店へご連
絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因
となることがあります。

ACアダプターに家具などを密着させたり、
布などで覆ったりしない

ACアダプタに熱がこもり、変形・変色の原因
となることがあります。

長期間使用しないときは、安全の
ためACアダプターをコンセントから
抜く

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることが
あります。

コンセントの差し込みがゆるく、
ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

振り回したり、投げつけない

けが・故障の原因となることがあります。

充電器の上に乗らない

けが・故障の原因となることがあります。

Ax007_P007_準備-安全上のご注意4..ai



使用上のご注意

8

デジタルコードレス電話機について

ーお使いになる前にー

■親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
　コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
　お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
■同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあり
　ます。このときは、少し移動すると改善されます。
■近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
■蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
■子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に
　傍受される恐れがありますのでご注意ください。
■ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると子機の呼び出
　し音が鳴らないことがあります。
■コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタン
　を押すと、通話ができなくなることがあります。
　また、通話中に雑音が入ったり電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコー
　ドレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。
■次のようなところでは使用しないでください。
　・親機と子機の見通しの悪いところ
　　（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
　・テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く
　　（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
　・放送局の近くや電波の強いところ
　　（誤動作や混信の恐れがあります。）
■放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または（株）リアル・
　フリートお客様サポートセンター（104ページ）へお問い合わせください。
■子機は、次のことにご注意ください。
　・流水にあてない　　　・水の中につけない　　　・濡れたまま放置しない
　・水滴がついたまま充電器に乗せない
■濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
■シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
　This can’′t be used outside of Japan.
●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。
　ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
　詳しくは、局番なしの116番（通話料無料）へお問い合わせください。
●電話回線について
　・本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
　・電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

Ax008_P008_準備-ｺｰﾄﾞﾚｽ電話機について.ai



使用上のご注意

9

電波について

電波に関するご注意

ーお使いになる前にー

2.4FH8

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業･科学･医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用され
ている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無
線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていない
　 ことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは混信回
　 避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したとき
　 など、何かお困りのことが起きたときは、 （株）リアル・フリートお客様サポートセンター（104ページ）へお問
　 い合わせください。

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機
器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により子機での通話中に音声がと
ぎれたり聞きとりにくくなることがあります。
また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。
■電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。
　電子レンジなどから3m以上離して設置してください。
　子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
■ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となり
　ます。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
■無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれたり、
　無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。
　無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。
■その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。
　これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。
　また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。
　なるべく設置場所や使用場所を離してください。
　・火災報知器　・工場や倉庫などの物流管理システム　・マイクロ波治療機器　・自動ドア
　・自動制御機器　・アマチュア無線局　・ワイヤレスAV機器（テレビ･ビデオ･パソコンなど）
　・鉄道車両や緊急車両の識別システム　・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
　・万引き防止システム（書店やCDショップなど）
　・その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など
■本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
　移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は
　80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

Ax009_P009_準備-電波について.ai



機能一覧表

10 ーお使いになる前にー

参照
ページお買い上げ時の設定設定や登録内容液晶ディスプレイ表示

【電話帳】

【呼び出し音質】

【メッセージ全消去】

【自作応答メッセージ録音】

【在宅用件録音】

【居留守モニター】

【日時設定】

【内線ボイスコール】

【クイック通話】

【ボタン操作音】

　

【不在着信表示】

PHONEBOOK

RING TONE
 

MESSAGE
ALL DELETE

ORIGINAL MSG
RECORDING

MESSAGE
RECORDING　

CALL SCREEN
※子機1のみの機能です。

DATE SETUP

VOICE CALL

QUICK CALL

KEY TONE
 

CALL DISPLAY

電話帳を登録する

外線と内線の呼び出し音の
種類をかえる

録音されているすべての用件を消す

留守番電話の応答メッセージを録音
する

在宅用件録音をする
　

居留守モニターの設定をする

日付と時刻を合わせる

内線の呼び出し方法をかえる

クイック通話の設定をする

操作ボタンを押したときの音を設定
する

呼び出し音が鳴っても電話に出な
かったときに、表示で知らせる

46

25
　

55
　

56
　

35
　

57

22

44

36

37
　

73

REMAIN：100

CALL：Bell
INTERCOM：MID

ー
　

ー
 

ー　　
　　

ON

ー

ON

ON

ON
 

OFF

いろいろな機能の設定や登録ができます。
※次の表は　　　  を押したあと、　　　 または　　　 を押したときに表示される機能を順に記載して

　います。

Ax010_P010_準備-機能一覧-1_a.ai



機能一覧表

11ーお使いになる前にー

参照
ページお買い上げ時の設定設定や登録内容液晶ディスプレイ表示

お知らせ

BASE SETUP（※）

　MSG REC TIME

　No. OF RINGER
　

　PIN NUMBER

　AUTO ANSWER

　LINE TYPE

　CALLER ID

　CALL WAIT  ID
　　

　CALLER GUARD

　LINE LEVEL

　WIFI FRIEND
　
　

　HS REGISTER
　ALL DELETE

　BASE
　INITIALIZE

HS NAME
INPUT

HS REGISTER

HANDSET
INITIALIZE

【親機設定】

【用件録音時間】

【留守呼び出し回数】

　

【暗証番号】

【オートアンサー】

【回線種別】

【ナンバー・ID】

【キャッチホン・ID】

　

【迷惑電話ガード】

【回線レベル設定】

【無線チャンネル設定】

　

　

【子機登録全消去】

【親機初期化】

　

【子機名前登録】

　

【子機登録】

【子機初期化】

親機の各機能を設定する

用件1件の録音時間をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び
出し音の回数を設定する

暗証番号を登録する

オートアンサーの設定をする

電話回線の種別をかえる

ナンバー・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの設定
をする

迷惑電話を受けないようにする

通話音量を調節する

無線LAN機器を使用している環境で、
通信状態や無線LAN機器の動作に
影響を与えているときに設定をかえる

増設されているすべての子機登録を
消す

「BASE SETUP」で設定・登録した
内容をお買い上げ時の内容に戻す

子機に名前を登録する
　

子機を増設する

設定・登録した内容をお買い上げ時
の内容に戻す

　

58

59
　　

60

61

21

67

75
　

70

91

92
　　
　

97
　

94
　

２3
　

９6

９5

　　

AUTO

TOLLSAVER
5／2

NO ENTRY

ON

ー

AUTO

OFF
　

OFF

ＮＯＲＭＡＬ

MODE 2
　
　　　

ー
　　

ー
　

HS1（内線番号）
　

ー

ー

　　

■「BASE SETUP」の各項目は、親機側で記憶されています。そのため各項目の設定・登録の前後には親機と
　通信をしますので、液晶ディスプレイに「CONNECTING」と表示されます。

　表示中に　  　　を押す、または充電器に戻すと、通信が中止されます。

（※）「BASE SETUP」の内容は、親機と子機が通信できる状態（親機の電源が入っている）のときに設定・登録する
　 ことができます。

Ax011_P011_準備-機能一覧-2_a.ai



登録ボタン

別売の子機を増設するときに
使います。（96ページ）

電話回線コード差込口（20ページ）

アンテナ（20ページ）

カバー（13ページ）

別売の子機を増設するときに
開けます。

電源ランプ［点灯,点滅］

待受中は点灯され、登録ボタンを押したときや
迷惑電話ガード動作中、電話回線の自動設定を
しているときは点滅されます。

ACアダプター接続端子（20ページ）

コード止め（20ページ）

シール（底面）

子機増設時に、シールの下段に
記載してある4桁の数字を
入力します。（96ページ）

A007
0145 ←子機登録用ID番号

シール

子機増設時に、シールの下段に
記載してある4桁の数字を
入力します。（96ページ）

各部の名前とはたらき

12

親　機

ーお使いになる前にー

右側面

内面

※カバーを開けた状態

Ax012_P012_準備-各部-親機.ai



各部の名前とはたらき

13

カバーの開けかたと閉めかた

Ax013_P013_準備-各部-親機.ai

ーお使いになる前にー

開けかた

閉めかた ４つの角をそれぞれ合わせながら、矢印の方向へ押して閉めます。

親機の凹部に爪をかけてカバーを外し、
残りの3つの角は、そのままはがすようにして矢印の方向へ開けます。

凹部

カバー



各部の名前とはたらき

14

背面

前面

子　機

ーお使いになる前にー

ダイヤルボタン

・留守番電話の設定や解除をする
 ときに使います。（52ページ）
・通話を録音するときに使います。
　　　　　　　　　（34ページ）

・録音された用件を聞くときに
 使います。（54ページ）
・迷惑な電話を切りたいときに
 使います。（33ページ）

通話をするときに使います。
　　　　　　　　　（26ページ）

・通話や操作を中止するときに使い
 ます。（26ページ）
・チャイルドロックの設定や解除を
 するときに使います。（38ページ）

設定や電話帳の相手を選ぶときに
使います。（10,50ページ）

発信や着信の履歴を確認するとき
に使います。（27,68ページ）

音量を調節するときに使います。
　　　　　　　　　（24ページ）

設定をするときに使います。
　　　　　　　　　（10ページ）

電話をかけるときや名前や電話番
号を入力するときに使います。
　　　　　　　（26,46ページ）

ダイヤル回線でプッシュホンサー
ビスを利用するときに使います。
　　　　　　　　　（39ページ）

スピーカーフォン通話をするときに
使います。（30ページ）

・キャッチホンの相手に切りかえ
 るときに使います。（74ページ）
・履歴や登録内容、用件を消すとき
 に使います。（27,４7,55ページ）

・通話を保留するときに使います。
　　　　　　　　　（32ページ）
・他の子機を呼び出すときに使い
 ます。（40,42ページ）
・文字の入力モードを選ぶときに
 使います。（48ページ）
・ポーズ（待ち時間）を入れるとき
 に使います。（26,90ページ）

液晶ディスプレイ（15ページ）

スピーカー

電話の呼び出し音や
録音された用件が聞こえます。

受話口

マイク
通話をするときなどに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意
　ください。

Ax014_P014_お使い_各部-子機_DH3.ai



液晶ディスプレイ

15ーお使いになる前にー

各部の名前とはたらき

ＬＩＮＥ　ＩＮ　ＵＳＥ
　８／２８　　１３：０５

ＴＥＬ　ＮＵＭＢＥＲ？
０Ｐ１２３４５６７８

ＭＥＳＳＡＧＥ　３
　８／２８　　１３：０５

録音された日付と時刻が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてき
　た相手の電話番号が表示されます。

ＨＳ１
　８／２８　　１３：０５

ＣＡＬＬ　　　　０’１１
　　０３１２３４５６７８

ＮＡＭＥ？　［ ＣＨＡＲ ］
ａｍａｄ

留守番電話が設定されているときに表示
されます。（52ページ）

新しく用件が録音されているときに点滅します。
すべての用件を再生すると点灯へかわります。
　　　　　　　　　　　　　　（54ページ）

着信履歴を確認しているときに表示され
ます。（68ページ）

発信履歴を確認しているときに表示され
ます。（27ページ）

呼び出し音の音量が「切」に設定されて
いるときに表示されます。（24ページ）

充電中に表示されます。（18ページ）

■電話番号登録中

■用件再生中

■待受表示中 （何も操作していないときの表示です。設定や登録を行うときは、待受表示の状態で操作してください。）

ナンバー・ディスプレイの設定が「ON」のときに表示されます。（65ページ）
キャッチホン・ディスプレイの設定が「ON」のときは「 　  」と表示されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（75ページ）

子機の内線番号、または子機に名前を登録したときは名前が表示されます。（23ページ）

日付･時刻が表示されます。（22ページ）

■通話中

■文字登録中

■他の子機で通話中

通話時間表示
相手との通話時間が表示されます。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは
表示されないことがあります。
（通話時間の表示はおおよその目安です。）

文字の入力モードが
表示されます。

電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46ページ）

機能の設定状態により表示されます。
※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

電話番号表示
電話をかけたときは、電話番号が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

Ax015_P015_お使い_各部-子機_DH3.ai



各部の名前とはたらき

16

充電器

ーお使いになる前にー

PT-308用

PT-408用

充電端子（93ページ） ACアダプター接続端子
　　　　　（17ページ）

充電端子（93ページ）

■縦置きで使用する場合

ライト

ライトスイッチが「ON」のときは、
充電中に点灯します。

充電器用ゴム脚

付属の充電器用ゴム脚を
3カ所、図のように貼って
ご使用ください。

ライトスイッチ
ON ： 子機を充電中にライトが点灯します。
　　　充電完了後も、ライトは消灯されません。
OFF ： ライトは点灯しません。

ACアダプター接続端子
　　　　　（17ページ）

Ax016_P016-2_お使い_各部-子機_DH3.ai



電池ブタを開ける

電池のプラグを差し込み
電池を入れる
※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電池ブタを閉める

電池の緑色のカバーは取らないでください。

充電器用ACアダプターを
接続する
※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

■充電時間の目安は
　約13時間
■使用時間の目安は
　連続通話：約6時間
　待ち受けのみ：約120時間
■子機をお使いのあとは
　充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすす
　めします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込
　んでおいてください。
■電池の交換時期は（19ページ）

※図のように
　矢印の方向へ
　引いてください。

電源コンセント（AC100V）

電源コンセント（AC100V）

ACアダプター

電池ブタ

ACアダプター

電源コンセント（AC100V）

ACアダプター

コード

電池
コネクタ

黒黒

赤
赤

プラグ

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約13時間充電してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。
※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いたとき「PLEASE WAIT」と表示されます。故障ではありませんのでその
　まま充電してください。10分以上表示が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認
　してください。（下記手順 　　を参照）

コードを溝に沿って
押し込んでください。

プラグ

ACアダプター
接続端子

コードを溝に沿って押し込んでください。

プラグ

プラグ

ACアダプター接続端子

次ページへつづく→

コードを溝に沿って押し込んでください。

ACアダプター
接続端子

PT-308用充電器

PT-408用充電器【横置き】

PT-408用充電器【縦置き】

子機を充電する

ーお使いになる前にー 17

Ax017_P017_お使い-電池交換_DH3.ai



子機を充電器に置いて充電する

お知らせ

■親機の電波が届く距離で充電してください。「BASE OUT 
　OF RANGE」の状態では充電時間が長くなります。
■充電不足になると、液晶ディスプレイに「PLEASE
　CHARGE」と表示されます。通話中は約10秒ごとに
　「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電
　してください。
　さらに充電不足が続くと「BATTERY LOW」と表示され
　ます。
■長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外して
　おくことをおすすめします。
■電池を外したまま充電器に置くと「PLEASE WAIT」と
　表示され、　　が点滅します。電池を入れてください。
■電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、
　使用できる時間が短くなります。
■作業中は指などを挟まないように注意してください。

子機から手を離すときは、確
実に子機を充電器に置いて
から手を離してください。

※縦置きで使用する場合、
　付属の充電器用ゴム脚
　をご利用ください。
　　　　　　 （16ページ）

「ポッ」と鳴り充電を始めます。
（充電開始時5秒間液晶ディスプレイの
バックライトが点灯します）
充電中は、　　 が点灯します。

前後どちらの向きに置いても充電できます。
■ナンバー・ディスプレイを利用しているときは
　ボタン面を上に向けて置くことをおすすめ
　します。
■充電完了後も、　　は消灯されません。
　そのまま充電を続けても問題はありません。

PT-308用充電器

PT-408用充電器【横置き】

PT-408用充電器【縦置き】

子機を充電する

18 ーお使いになる前にー

磁石の位置

磁石の位置

磁石の位置

PT-408用

PT-308用

Ax018_P018_お使い-充電する-2_DH3.ai

ご注意
子機と充電器には磁石を使用しています。
クリップ等の金属物がくっつくと、うまく充電できな
いことがありますのでご注意ください。
また、磁気に弱いもの（キャッシュカードなどの各種
磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテープ、
フロッピーディスクなど）を近づけないでください。



電池の交換のしかた

子機を充電器に置いて
充電する

お知らせ

■電池を抜くと、日付・時刻はお買い上げ時の設定に
　戻ります。
　日付・時刻を合わせるには22ページをご覧ください。
■交換用電池の購入を希望される場合は、電池の
　型名（3ページ）をご確認の上、（株）リアル・フリート
　お客様サポートセンター（104ページ）にご連絡くだ
　さい。

■当社指定以外の電池は故障の原因となりますので
　使用しないでください。
　当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動
　作が生じても当社はその責任を負いかねますので
　あらかじめご了承ください。

子機を充電する

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源
です。交換後不要になった電池、および使用済み
製品から取り外した電池のリサイクルに際しては
ショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子
を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサ
イクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れて
ください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先
・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・最寄りのリサイクル協力店へ
・詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホーム
・ページをご参照ください。
・ホームページ http://www.jbrc.com

リサイクル時のご注意
・電池はショートしないようにしてください。
・火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでくだ
・さい。
・電池を分解しないでください。

電池のリサイクルについて連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレ
イに「PLEASE CHARGE」または「BATTERY 
LOW」が表示されるときは、新しい電池と交換し
てください。

製品名
電　 　圧
電池タイプ

ニッケル水素電池
DC 3.6V
円筒密閉型
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Ax019_P019_お使い-電池交換_DH3.ai

電池ブタを開ける

電池のプラグを差し込み
電池を入れる
※プラグは奥まで確実に差し込んでくだ
　さい。

電池ブタを閉める

電池の緑色のカバーは取らないでください。

※図のように矢印の方向へ引いて
　ください。

電池ブタ

ーお使いになる前にー

コード

電池

コネクタ
黒黒

赤
赤

プラグ



親機を接続する

20 ーお使いになる前にー

電話機プレート　　　　　ローゼット

お知らせ

■本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。
　ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買い
　かえたときはそのままでは接続できません。そのまま
　接続すると、故障の原因となることがあります。
　お買い上げの販売店または（株）リアル・フリートお客
　様サポートセンター（１０4ページ）にお問い合わせください。

■電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは
　＜3ピンプラグ式のときは＞
　　市販の3ピンプラグ変換
　　アダプターをお買い上げ
　　ください。
　＜直接配線方式のときは＞
　　お近くのNTTにご相談ください。

■子機が「ピピピピピ」と鳴り「PLS CONNECT 
　TEL LINE 」と表示されるときは
　86ページをご覧になり、接続を確認してください。

付属の電話回線
コード（2芯）

電源コンセント
（AC100V）

電話用
コンセント

親機用ＡＣアダプター

プラグ

付属の電話回線コードを
親機と電話用コンセントに差し込む

親機用ACアダプターを
親機と電源コンセントに差し込む
 プラグは奥まで確実に差し込んでください。

ACアダプターを接続すると、電源ランプが点滅
します。

電話回線の種別の自動設定を始めますので、
約30秒間は使用できません。設定が終わると
電源ランプが点灯にかわります。
※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなく
　なることがあります。
→「177」や「117」へダイヤルして、電話が
　 かけられることを確かめる
　 ※電話がつながると通話料金がかかります。

アンテナを立てる

ADSL、ISDN回線、光回線をご利用のときは、88ページへ

コード止め
※ACアダプターコードと
　電話回線コードを一緒に
　止めないでください。

ACアダプターコードの止めかた

Ax020_P020_準備-接続.ai



電話回線の種別をかえる

21ーお使いになる前にー

お知らせ

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

「LINE TYPE」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び、

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

電話回線の種別を選ぶ

「20PPS」「TONE」の中から選びます。

20PPS ： ダイヤル回線
TONE ： プッシュ回線

■電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業
　所にお問い合わせください。

　　 　 を押す

　　 　 を押す

 「177」や「117」へダイヤルして電話が
かけられることを確かめる
※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話
　解除番号を押したあとで、「177」や「117」を
　ダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

接続のときに電話回線の種別を自動設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、
電話回線の種別をかえてください。

ＬＩＮＥ　ＴＹＰＥ
　２０ＰＰＳ

ＬＩＮＥ　ＴＹＰＥ
［ ２０ＰＰＳ ］

ＬＩＮＥ　ＴＹＰＥ
［ ＴＯＮＥ　 ］

Ax021_P021_準備-回線種別_a.ai



日付と時刻を合わせる

22 ーお使いになる前にー

お知らせ

■子機1の日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くとき
　に録音された日付と時刻を音声でお知らせします。　
　　　　　　　　　　　　　  （タイムスタンプ機能）

■日付と時刻を入力中に間違えたときは

　　　 　または　　  　を押してカーソル（■）を間違

　えた位置に移動し、正しい数字を入力します。

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

「DATE SETUP」を選ぶ

ダイヤルボタンで
日付と時刻を入力する
・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例）「2010年9月3日午後4時5分」
　　と設定するときは

　　 　 を押す

　　 　 を押す

時計が動き始めます。

日付と時刻を合わせてください。
※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

時刻

日月西暦

ＤＡＴＥ　ＳＥＴＵＰ
　１／　１　　　０：００

Ax022_P022_準備-日付時刻_a.ai

２００８
０１／０１　　００：００

２０１０
０９／０３　　１６：０５



子機に名前を登録する

23ーお使いになる前にー

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

「HS NAME INPUT」を選ぶ

　　 　 を押す

　　 　 を押す

ダイヤルボタンで名前を入力する
　　　　　　　　　（48ページ）

　　　 を押して文字を消したあと
入力してください。
8文字まで入力できます。

■名前を入力中に間違えたときは

　　　 　  を押します。
■名前を変更するには
　もう一度最初から登録し直します。

子機に名前を登録することができます。
名前を登録すると、待受表示の液晶ディスプレイに名前が表示されます。
また、子機間通話などで相手の子機を選ぶときも名前が表示されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 　　　　  　　【お買い上げ時は、「HS1（内線番号）」】

ＨＳ　ＮＡＭＥ
ＩＮＰＵＴ

ＮＡＭＥ？　［ ＣＨＡＲ ］
ＬＩＶＩＮＧ

Ax023_P023_準備-子機名前登録_a.ai

ＮＡＭＥ？　［ ＣＨＡＲ ］
ＨＳ１



24

呼び出し音量

受話音量

スピーカー音量

音量を調節する

電
話
を
す
る

ー電話をするー

お知らせ

■呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量
　を調節するには

　　　　　　を押す

　　　　　　または　　　  を押して音量を調節する

　　  ※呼び出し中は呼び出し音の音量を「MUTE」に
　　　  することはできません。
■留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を
　聞こえないようにするには、57ページ「メモ」を参照くだ
　さい。

　　 　 または　　　　を押して

音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴り
ます。
「MUTE」にしたときは「ピピッ」と鳴り、
「　 」が表示されます。

※外線と内線は、同時に変更されます。

外線と内線の音量を「MUTE（鳴らない）」と
5段階の中から選ぶことができます。
 　 　 【お買い上げ時は、「音量3（■■■□□）」】

通話中に受話口から聞こえる音量を4段階の
中から選ぶことができます。
 　  　 【お買い上げ時は、「音量2（■■□□）」】

用件、応答メッセージ、スピーカーフォンなど、
スピーカーから聞こえる音量を4段階の中から
選ぶことができます。
 　  　　【お買い上げ時は、「音量3（■■■□）」】

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

音量を調節する

通話中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

音量を調節する

スピーカーから音声が流れているときに

　　 　 を押す

■呼び出し音の音量を「MUTE」にしたときは、呼び出し
　音の種類や着信音割り当て機能の呼び出し音の種
　類をかえるときは「音量1」の音量で鳴ります。

「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

ＲＩＮＧＥＲ　ＶＯＬ
ＭＵＴＥ■■□□□ＭＡＸ

ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＶＯＬ
　ＭＩＮ■■■□ＭＡＸ

ＳＰＥＡＫＥＲ　ＶＯＬ
　ＭＩＮ■■■■ＭＡＸ

1
2

Bx001_P024_電話-音量調節_a.ai



呼び出し音の種類をかえる

25ー電話をするー

お知らせ

■呼び出し音の種類について
外線

内線

■手順　　 ,　　 の操作で呼び出し音は、現在設定
　されている音量で鳴ります。音量を「MUTE」にしてい
　るときは、「音量1」の音量で鳴ります。

ＣＡＬＬ
［ Ｂｅｌｌ　　　　 ］

ＣＡＬＬ
［ Ｍａｒｉｍｂａ　］

外線は、メロディー（4曲）の中から選ぶことができます。
内線は、ベル（3種類）の中から選ぶことができます。
 　    　　　　　　　　　　　　　　  　　  【お買い上げ時は、「CALL：Bell」「INTERCOM：MID」】

　　 　 または　　　　を押して
変更する呼び出し音を選ぶ
「CALL」「INTERCOM」の中から
選びます。

CALL  ： 外線
INTERCOM ： 内線

　　 　 または　　　　を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

　　 　 を押す

現在設定されている呼び出し音が
鳴ります。

　　 　 を押す
待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

「RING TONE」を選ぶ

　　 　 を押す

Bell
Marimba
Ordinary
Synth

MID
HIGH
LOW

液晶ディスプレイ表示

液晶ディスプレイ表示

Bx002_P025_電話-呼び出し音質_a.ai



電話をかける

26 ー電話をするー

お知らせ

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは　　　 を
押します。

■相手の声の大きさを調節するには
　　　　　　　　　　　  （24ページ「受話音量」）
■電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

　　  待受表示中に番号を1桁以上入力する
　　  ※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力する
　　　  ことはできません。

　　 　　  　 を押す

　　  1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

　　  ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

　　  充電器から取り上げる

　　  充電器から外しているときは　　　　を押す

■通話時間の表示はおおよその目安です。
■手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに
　電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち
　時間）を入れてください。（「メモ」参照）

発信音「ツー」が聞こえたら

ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

相手が出たら話をする
通話中は、電話番号と通話時間が
表示されます。

話が終わったら

　　 　  を押す、

または充電器に戻す
電話番号と通話時間が約5秒間表示
されたあと、待受表示に戻ります。

クイック通話の設定が「ON」のときは、
充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作を
しないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警
告音が鳴り、電話が切れます。

充電器から取り上げたときは約15秒以内に
　　　 またはダイヤルボタンを押してください。

→「クイック通話を設定する（36ページ）」

子機を充電器から取り上げたときは

1

3

2

4

ＣＡＬＬ　　　１２´３４
　　０３１２３４５６７８

Bx003_P026_電話-電話をかける.ai



電話をかけ直す（リダイヤル）

27ー電話をするー

お知らせ

■リダイヤルできる電話番号は32桁までです。
■通話中にダイヤルボタンを押すと、次にリダイヤルを
　するときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかか
　ることがありますので注意してください。
■記憶された相手が10件を超えたときは、古い履歴から
　順に消されます。

相手が出たら話をする
■スピーカーフォンのときは、マイクに
　向かって話をします。

■発信履歴を電話帳に登録するには

　　 手順 　　,

　　　　　　を押す

　　 46ページの「登録する」の手順  　   へ

■発信履歴を消すには

　　 手順 　　,

　　　　　　を押す

　　　　　　を押す

　８／２８　　　９：０５
０３１２３４４３２１

電話をかけた相手が話し中のときや、用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直す
ことができます。電話をかけた相手の電話番号は、10件まで記憶されます。（発信履歴）

待受表示中に

　　 　 を押す

最後に電話をかけた電話番号、発信
日時と「　　」が表示されます。
電話帳に登録した相手のときは、名前
が表示されます。
名前が表示されているときに　　　 を
押すと、名前と電話番号が交互に表示
されます。

　　 　 または　　　　を押して

相手を選ぶ

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは　　　 を
押します。
　　 　を押すとスピーカーフォンになり
ます。（30ページ）

話が終わったら

　　 　 を押す、

または充電器に戻す
電話番号と通話時間が約5秒間表示
されたあと、待受表示に戻ります。

1
2

1
2

3

3

Bx004_P027_電話-リダイヤル_a.ai



電話帳を使って電話をかける

28 ー電話をするー

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは

　　 　を押します。

　　 　を押すとスピーカーフォンになり

ます。（30ページ）

待受表示中に

電話帳検索で相手を表示させる
　　　　　　　　　（50ページ）

相手が出たら話をする
■スピーカーフォンのときは、マイクに
　向かって話をします。

話が終わったら

　　　  を押す、

または充電器に戻す
電話番号と通話時間が約5秒間表示
されたあと、待受表示に戻ります。

電話帳の登録のしかたは、46ページをご覧ください。

ａｍａｄａｎａ
０３１２３４５６７８

Bx005_P028_電話-電話帳発信.ai



電話を受ける

29ー電話をするー

■相手の声の大きさを調節するには
　　　　　 　　　　　　  （24ページ「受話音量」）
■呼び出し音の大きさを調節するには
　　　　　  　　  　　（24ページ「呼び出し音量」）
■呼び出し音の種類をかえるには（25ページ）

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは、
を押します。

相手と話をする
通話中は、通話時間が表示されます。

話が終わったら

　　　  を押す、

または充電器に戻す
通話時間が約5秒間表示されたあと、
待受表示に戻ります。

Bx006_P029_電話-電話を受ける.ai



スピーカーフォンを使う

30 ー電話をするー

お知らせ

■電話番号を間違えたときは

　　　  　を押し、最初から操作をやり直します。

■相手の声の大きさを調節するには
　　　　　　　　　  （24ページ「スピーカー音量」）
■耳に当てた通話にかえたいときは

　　　  　を押します。

　充電器に置いているときは、充電器から取り上げます。

■天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き
　取りにくくなります。

　このようなときは、　　 　を2秒以上押してからダイヤ

　ルすると、聞き取りやすくなります。
　ただし、相手との通話はできません。（オンフックモード）
　オンフックモード中は「ONHOOK」と表示されます。

発信音「ツー」が聞こえたら

ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

相手が出たら

マイクに向かって話をする

待受表示中に

　　　　を押す

話が終わったら

　　　  を押す、

または充電器に戻す

電話をかける

子機を置いたまま通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。
※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

スピーカーフォンについて
■まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。静かなところでお話しいただ
　くか、聞き取りにくいときは、子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
■相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。
　相手の話が終わらないうちに話すと、声が強弱したり、途切れて聞こえることがあります。
■電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなることがあります。

Bx007_P030_電話-スピーカーフォン-1_a.ai



スピーカーフォンを使う

31ー電話をするー

話が終わったら

　　　  を押す、

または充電器に戻す

電話を受ける

■相手の声の大きさを調節するには
　　　　　　　　　　（24ページ「スピーカー音量」）
■呼び出し音の大きさを調節するには
　　　　　　　　　　 （24ページ「呼び出し音量」）
■呼び出し音の種類をかえるには（25ページ）
■耳に当てた通話にかえたいときは

　　　  　を押します。

　充電器に置いているときは、充電器から取り上げます。

マイクに向かって話をする

呼び出し音が鳴ったら

　　　　を押す

Bx008_P031_電話-スピーカーフォン-2_a.ai



電話の相手に待っていただく（保留）

32 ー電話をするー

お知らせ

■子機を充電器に置いてのスピーカーフォン中に

　　　　  を押したときは、子機を充電器から取り上げ
　ても保留メロディーは止まりません。

　通話に戻すには　　　  を押してください。

■手順　　 の操作後、電話の相手に保留メロディーが
　約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため
　自動的に電話が切れます。
　5分以内に通話に戻してください。
■保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

通話中に

　　　  を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は
聞こえません。

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは、
　　 　を押します。

保留メロディーが止まり、再び話ができ
ます。

　　　  を押す、

または充電器に戻す

ＨＯＬＤ
　８／２８　　１９：２５

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー ： Daisy

Bx009_P032_電話-保留.ai



迷惑な電話を切りたいときは（迷惑電話回避機能）

33ー電話をするー

ＮＵＩＳＡＮＣＥ
［ ＣＥＬＬ　ＰＨＯＮＥ ］

ＮＵＩＳＡＮＣＥ
［ ＤＯＯＲ　ＢＥＬＬ　 ］

お知らせ

迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときにきっかけ音（3種類）を
流して電話を切りやすくすることができます。

通話中に

　　　  を押す

手順　  　のあと10秒以内に

　　 　 または　　　　を押して

きっかけ音を選ぶ

手順　  　のあと10秒以内に

　　　  を押す

きっかけ音がお互いに1回聞こえます。

※きっかけ音が1回流れると、通話状態
　に戻ります。

■手順　　 、　   のあとに10秒以上経過したときは、
　きっかけ音を選ぶことはできません。
　最初から操作をやり直してください。
■きっかけ音が流れているときは、お互いの声が聞こえ
　ます。

■きっかけ音の種類について

CELL PHONE  携帯電話の着信音
DOOR BELL  ドアホンの音
CALL WAIT  キャッチホンの音

液晶ディスプレイ表示 きっかけ音

Bx010_P033_電話-迷惑電話回避機能.ai



電話の相手との通話を録音する（通話録音）

34 ー電話をするー

お知らせ

通話中に

　　　  を2秒以上押す

通話内容が録音されます。

録音を終わるときは

　　　  を押す

録音を終わります。

液晶ディスプレイの「　　」が点滅
します。

■録音できる時間は、約30分
　（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセー
　 ジの合計録音時間）
　※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっ
　　ぱいまで録音できません。
■録音できる件数は、最大50件
　（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセー
　 ジの合計録音件数）
　※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音
　　できません。
■通話録音中は音量を調節することはできません。
■音楽などは録音しないでください。
　雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
■録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。
　「ピピピピピ」と鳴り「The message box is 
　currently full.」（訳：録音がいっぱいです）
　と聞こえます。
　不要な録音内容を消してください。（55ページ）
■三者通話中（42ページ）は通話録音をすることはでき
　ません。

■録音した内容を聞くには（54ページ）
■録音した内容を消すには（55ページ）

ＣＡＬＬ　ＲＥＣＯＲＤ
ＲＥＣＯＲＤＩＮＧ

通話内容を録音することができます。
大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことがで
きます。　

Bx011_P034_電話-通話録音.ai



メッセージを録音する（在宅用件録音）

35ー電話をするー

お知らせ

　　 　 または　　　　を押して
「MESSAGE RECORDING」
を選ぶ

待受表示中に

　　　  を押す

■録音した内容を聞くには（54ページ）
■録音した内容を消すには（55ページ）

ご家庭の中で伝言板のかわりに、用件を録音することができます。

「Please record a message.」「ピーピー」
（訳：録音をどうぞ） と聞こえたら

マイクに向かって用件を話す
約20～30cmの距離でお話しください。

■録音残量の目安として「■」が表示
　されます。「■」の表示が減ると、録音
　できる時間が少なくなります。

　　　  を押す

録音を終わるときは

　　　  を押す

「ピー」と鳴り「Your message has 
been recorded.」
(訳：録音が終わりました)と聞こえます。
液晶ディスプレイの「　　」が点滅
します。

ＭＥＳＳＡＧＥ
ＲＥＣＯＲＤＩＮＧ

ＭＳＧ　　　ＲＥＣ
Ｅ■■■■■■■■□Ｆ

ＭＳＧ　１　ＲＥＣ
Ｅ■■■■■■■■□Ｆ

■録音できる時間は、約30分
　（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセー
　 ジの合計録音時間）
　※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっ
　　ぱいまで録音できません。
■録音できる件数は、最大50件
　（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセー
　 ジの合計録音件数）
　※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音
　　できません。
■音楽などは録音しないでください。
　雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
■録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。
　「ピピピピピ」と鳴り「The message box is 
　currently full.」（訳：録音がいっぱいです）
　と聞こえます。
　不要な録音内容を消してください。（55ページ）

Bx012_P035_電話-在宅用件録音_a.ai



クイック通話を設定する

36 ー電話をするー

　　 　 または　　　　を押して

「QUICK CALL」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

クイック通話の設定を選ぶ

ON ： 充電器から取り上げるだけで
電話がつながる

OFF ： 充電器から取り上げても

を押すまではつながらない

　　　  を押す

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつな
がり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても　　　を押すまでは電話がつながりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お買い上げ時は、「ON」】

ＱＵＩＣＫ　ＣＡＬＬ
　ＯＮ

ＱＵＩＣＫ　ＣＡＬＬ
［ ＯＮ　 ］

ＱＵＩＣＫ　ＣＡＬＬ
［ ＯＦＦ ］

クイック通話の設定が「ON」のときは、
充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作を
しないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警
告音が鳴り、電話が切れます。

充電器から取り上げたときは約15秒以内に
　　　 またはダイヤルボタンを押してください。

子機を充電器から取り上げたときは

Bx013_P036_電話-クイック_a.ai



操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン操作音）

37ー電話をするー

　　 　 または　　　　を押して

「KEY TONE」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

KEY TONEの設定を選ぶ

ON ： 音を鳴らす

OFF ： 音を鳴らさない

　　　  を押す

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができ
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お買い上げ時は、「ON」（鳴らす）】

ＫＥＹ　ＴＯＮＥ
　ＯＮ

ＫＥＹ　ＴＯＮＥ
 ［ ＯＮ　 ］

ＫＥＹ　ＴＯＮＥ
 ［ ＯＦＦ ］

Bx014-1_P037_電話-ボタン操作音_a.ai



チャイルドロックを使う

38

設定する

解除する

ー電話をするー

お知らせ

■チャイルドロック設定中は次のことができません。
　・電話をかける
　・（110番や119番などの緊急電話も含む）
　・設定や登録操作
■チャイルドロック設定中に操作をしようとすると、
　「ピピピピピ」と鳴ります。

小さなお子様などによる誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することが
できます。（チャイルドロック）
チャイルドロックを設定していても、外線や他の子機からの呼び出しは受けることができます。

待受表示中に

　　　 を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、チャイルドロックが設定され、
「KEY-LOCK」と表示されます。

「KEY-LOCK」と表示しているときに

　　　 を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、チャイルドロックが解除され、
「KEY-LOCK」の表示が消えます。

ＫＥＹ－ＬＯＣＫ
　８／２８　　１２：３４

Bx014-2_P038_電話-チャイルドロック_a.ai



プッシュホンサービスを利用する

39ー電話をするー

お知らせ

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは　　　  を

押します。

発信音「ツー」が聞こえたら

ダイヤルボタンで
サービス提供先へ電話をかける

電話がつながったら

　　　  を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切り
かわります。

サービス提供先の指示に従い
操作をする

■一部の地域やサービス内容によっては、利用できない
　ことがあります。
　詳しくは、サービス提供先へお問い合わせください。
■一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答したあとにトーンボタンを押す
と、チケット予約などのサービスを利用することができます。

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

Bx015_P039_参考-ﾌﾟｯｼｭﾎﾝ_a.ai



子機と他の子機で話をする

40

受ける側呼び出す側

ー電話をするー

待受表示中に

　　　  を押し、

　　　  または　　　  を押して
呼び出す相手を選ぶ

 一斉呼び出し
■すべての子機を呼び出すには
　「ALL」を選びます。

子機と話をする
■子機を充電器に置いてスピーカー
　フォン中に充電器から取り上げる
　と、耳に当てての通話になります。

話が終わったら

　　　  を押す、

または充電器に戻す

話が終わったら

　　　  を押す、

または充電器に戻す

呼び出し音が鳴ったら

呼び出し音が2回鳴ると
自動的につながる
　　　　　　（内線ボイスコール「ＯＮ」）

液晶ディスプレイに呼び出しをしている
子機の内線番号（名前）が表示されます。

子機と話をする（スピーカーフォン）
■子機を充電器に置いてスピーカー
　フォン中に充電器から取り上げる
　と、耳に当てての通話になります。

　　　  を押す

呼び出しを始めます。
充電器に置いたまま操作をすると
スピーカーフォンになります。

■呼び出しを中止するには
　　　　 を押します。

子機と他の子機で話をすることができます。（子機間通話）
子機間通話の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に呼び出す
方法（一斉呼び出し）があります。
※「子機間通話」は子機が2台以上のときにできる機能です。
※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。

Bx017-1_P040_電話-子機間通話-1.ai



子機と他の子機で話をする

41ー電話をするー

お知らせ

■内線の呼び出し方法をかえるには（44ページ）
■内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや一斉
　呼び出しのときは
　約20秒以内に充電器から取り上げるか
　または　　　  を押してください。
　呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に呼び
　出しが終わります。
■子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは
　呼び出し音が鳴ります。
　　　　  を押すと外線の相手と話ができます。
　※ナンバー・ディスプレイの便利な機能（65ページ）が
　　正しく動作しないことがあります。

■子機の内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイ
　に表示されています。
■一斉呼び出しのあと子機間通話ができるのは、最初
　に出た相手のみです。他の相手と話をすることはでき
　ません。
■充電器に置いていないときは、スピーカーフォンから耳
　に当てての通話に切りかえることはできません。

Bx017-2_P041_電話-子機間通話-2.ai



外からかかってきた電話をまわす

42

受ける側呼び出す側

ー電話をするー

通話中に

　　　  を押し、

　　　  または　　　  を押して
呼び出す相手を選ぶ

 一斉呼び出し
■すべての子機を呼び出すには
　「ALL」を選びます。

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
または  　　　を押します。

　　　  を押す

呼び出しを始めます。

■外線の相手に戻すには
　　　　 を押します。

話し中の電話を他の子機へまわすことができます。（子機間転送）
子機間転送の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に呼び出す
方法（一斉呼び出し）があります。また、転送先の子機と外線の相手の3人で同時に話をすること
ができます。（三者通話）
※「子機間転送」「三者通話」は子機が2台以上のときにできる機能です。
※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。

子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える 

 三者通話に切りかえるには

 　　　 　 を押す

 　 「CONFERENCE」と表示されたら

　　　　　を押す

話が終わったら

　　　  を押す、

または充電器に戻す
■三者通話のときは、どちらかが

　　 　　を押すと外線の相手との

　通話に戻ります。

呼び出す側の子機が電話を切ると
外線の相手につながる

外線の相手と話をする
■話が終わったら　　　 を押す、

　または充電器に戻します。

■三者通話のときは、どちらかが

　　 　　を押すと外線の相手との

　通話に戻ります。

子機と話をする

■三者通話をすることもできます。

1
2

Bx019-1_P042_電話-子機間転送-1.ai



外からかかってきた電話をまわす

43ー電話をするー

お知らせ

■近くの子機に電話をまわすには
　保留状態にして、近くの子機で電話を受けます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（32ページ）

■子機の内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイ
　に表示されています。
■転送中は、外線の相手には保留メロディーが流
　れます。
■「一斉呼び出し」のあと子機間通話ができるのは、
　最初に出た相手のみです。
　他の相手と話をすることはできません。
■三者通話について
　・三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には
保留メロディーを流します。

　・受ける側では、三者通話に切りかえることはできま
せん。

　・三者通話中は通話録音をすることはできません。

Bx019-2_P043_電話-子機間転送-2.ai



内線の呼び出し方法をかえる（内線ボイスコール）

44

お知らせ

■内線ボイスコールは、子機間通話のときにできる機能
　です。
　次のときは、内線ボイスコールはできません。
　・受ける側が呼び出し音量を「切」にしているとき
　　　　　　　　　　　　　　　　　（24ページ）
　・一斉呼び出しのとき（40,42ページ）
　・子機間転送のとき（42ページ）
■液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と表示
　されているときは、内線ボイスコールはできません。

内線ボイスコールの動作について
　「ON」のとき
　受ける側の呼び出し音（プルルル プルルル 
　プルルル）が2回鳴ったあと自動的につながり、
　そのままスピーカーフォンで話ができます。

　「OFF」のとき
　電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴り
　ます。呼び出しをしても出ないときは、自動的に
　呼び出しが終わります。

ー電話をするー

　　 　 または　　　　を押して

「VOICE CALL」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

呼び出し方法を選ぶ

ON ： 自動的につながる

OFF： 自動的につながらない

　　　  を押す

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

内線ボイスコールの設定を「ON」にすると、他の子機からの呼び出しを自動的に受けて、そのまま
スピーカーフォンで話をすることができます。
「OFF」に設定すると、約20秒間呼び出し、電話に出ないときは自動的に呼び出しが終わります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お買い上げ時は、「ON」】

ＶＯＩＣＥ　ＣＡＬＬ
　ＯＮ

ＶＯＩＣＥ　ＣＡＬＬ
［ ＯＮ　 ］

ＶＯＩＣＥ　ＣＡＬＬ
［ ＯＦＦ ］

Bx016_P044_電話-ボイスコール_a.ai
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電話帳を登録する

46

電
話
番
号
を
登
録
す
る

ー電話番号を登録するー

お知らせ

■名前や電話番号を入力中に間違えたときは

　　　　  を押します。

■電話帳で電話をかけるには（28ページ）
■電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

　　　　  を押します。
　1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

■電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず
　市外局番から登録してください。
■電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできま
　せん。

登録する

待受表示に戻すには

　　　  を押す

　　　  を押す

ナンバー・ディスプレイを利用している
ときは、相手によって呼び出し音をかえ
ることができる「着信音割り当て機能」
の設定ができます。
　　　 　（69ページの手順 　　へ）

よくかける相手を電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
電話帳は100件まで登録できます。

　　 　 または　　　　を押して

「PHONEBOOK」を選ぶ
登録できる残り件数が表示されます。

ダイヤルボタンで
名前を入力する（48ページ）
12文字まで入力できます。

ダイヤルボタンで
電話番号を入力する
32桁まで入力できます。

　　　  を押す

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

■
ＮＡＭＥ？　［ ＣＨＡＲ ］
ａｍａｄａｎ

ＰＨＯＮＥＢＯＯＫ
ＲＥＭＡＩＮ ：１００

■
ＴＥＬ　ＮＵＭＢＥＲ？
０３１２３４５６７８

Cx001_P046_登録-電話帳-1.ai



電話帳を登録する

47ー電話番号を登録するー

変更する 消す

ダイヤルボタンで名前を
入力し直す（48ページ）

ダイヤルボタンで
電話番号を入力し直す

　　　  を押す

　　　  を押す

　　  　を押す

ナンバー・ディスプレイを利用している
ときは、相手によって呼び出し音をかえる
ことができる「着信音割り当て機能」の
設定ができます。
　　　　　（69ページの手順 　　へ）

待受表示中に

　　 　 または　　　　を押して

変更したい相手を表示させる

　　　  を押す

　　　  を押す

待受表示中に

　　 　 または　　　　を押して

消したい相手を表示させる

ＰＨＯＮＥＢＯＯＫ
ＤＥＬＥＴＥ？

ＰＨＯＮＥＢＯＯＫ
ＤＥＬＥＴＥＤ

Cx002_P047_登録-電話帳-2.ai



文字入力のしかた

48 ー電話番号を登録するー

文字を入力する画面で

　　　  をくり返し押して

文字の入力モードを選ぶ
「CHAR」「NUM」の中から選びます。

CHAR ： 英字モード
NUM ： 数字モード

ダイヤルボタンを
くり返し押して入力する（49ページ）
カーソル（■）の位置に文字が入力
されます。

■カーソル（■）を移動するには
　　　　  または　　　  を押します。

■入力した文字を消すには

　　 　　　  または　　　  を押して

　　 カーソル（■）を消す文字に移動させる

　　 　　　  を押す

　　 カーソル上の文字が消されます。

■同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて
　入力するには
　カーソル（■）を右へ移動してから入力します。
　＜例：「AB」を入力するとき＞

　　　　　　　 を押す

　　　　　　　 を押してカーソルを右へ移動させる

　　　　　　　 を2回押す

ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。
入力できる文字は、英字・数字・記号です。
文字は「CHAR」「NUM」の2つの入力方法（入力モード）があります。

1

1
2

2

3

入力モード

カーソル

Cx003_P048_登録-文字入力-1.ai

ＮＡＭＥ？　［ ＣＨＡＲ ］
■

■
ＮＡＭＥ？　［ ＣＨＡＲ ］
ａｍａｄａｎ



文字入力のしかた

49ー電話番号を登録するー

■文字入力表

押すボタン
CHAR（英字） NUM（数字）

入力モード

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

＊

♯

A  B  C  a  b  c

D  E  F  d  e  f

G  H  I  g  h  i

J  K  L  j  k  l

M  N  O  m  n  o

T  U  V  t  u  v

W  X  Y  Z  w  x  y  z

P  Q  R  S  p  q  r  s

・ ． ー ＿ ／ ： ！ ？ ＆  ’（  ） 

＿　　（スペース）

文字の入力モードを切りかえる

カーソル（■）を左へ移動する

カーソル（■）を右へ移動する

カーソル上の文字を消す

文字入力例
＜Kodaniと入力するとき＞

　　　　　　を2回押す

　　　　　　を6回押す

　　　　　　を4回押す

　　　　　　を4回押す

　　　　　　を5回押す

　　　　　　を6回押す

1
2
3
4
5
6

Cx004_P049_登録-文字入力-2.ai



電話帳の相手を選ぶ（電話帳検索）

50 ー電話番号を登録するー

お知らせ

■表示の順
　電話帳は名前の頭文字をもとに、
　次の順で並べかえ表示されます。

全検索で選ぶ 時短検索で選ぶ

待受表示中に

　　 　 または　　　　を押して

相手を選ぶ
相手が表示されます。

待受表示中に

相手の名前の頭文字が
割り当てられているダイヤル
ボタンを2秒以上押す
「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。
※電話帳の表示になるまで離さないで
　ください。

　　 　 または　　　　を押して

相手を選ぶ
＜手順 　   で　　　  を押したとき＞
「2→A→a→B→b→C→c」の順に
　表示されます。

■頭文字の割り当て表

1

2、ＡａＢｂＣｃ

3、ＤｄＥｅＦｆ

4、ＧｇＨｈＩｉ

5、ＪｊＫｋＬｌ

6、ＭｍＮｎＯｏ

7、ＰｐＱｑＲｒＳｓ

8、ＴｔＵｕＶｖ

9、ＷｗＸｘＹｙＺｚ

0、＿

＊

＃、・．ー＿／：！？＆’（  ）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

■名前の頭文字にスペース（空白）を入れているときは、
　スペース（空白）の次の文字で並びかえ表示されます。

数字（0ー9）

英字（アルファベット順）

記号

電話番号（名前登録無し）

Cx005_P050_登録-電話帳検索.ai
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留守番電話を使う

52 ー留守番電話ー

固定応答メッセージについて
※応答メッセージを選ぶには53ページ「メモ」を参照ください。

■用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしたとき（58ページ）
　【英　語】
　「Thank you for calling.We can’t reach the phone at the moment.
　  If you wish to leave a voice mail message,please do so after the beep.
　  We will get back to you as soon as possible.」
　【日本語】
　「お電話ありがとうございます。ただ今留守にしております。
　  ピーという合図のあと、メッセージをお願いいたします。」

■録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（58ページ）と録音がいっぱいになったとき
　【英　語】
　「Thank you for calling.We can’t reach the phone at the moment.
　  Please call us again later.」 　 
　【日本語】
　「お電話ありがとうございます。ただ今留守にしております。
お手数ですが、もう一度おかけ直しください。」

設定した回数の
呼び出し音が鳴る（59ページ）

用件を録音します

相手が電話をかけてくると

留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して、応答メッセージを流し、
用件を録音します。

待受表示中に

　　　  を押す

応答メッセージが流れ、液晶ディス
プレイに「　　  」が表示されます。

留
守
番
電
話

Dx001-1_P052_留守番-留守設定-1.ai



留守番電話を使う

53ー留守番電話ー

お知らせ

次のときは、留守番電話に設定すると、応答メッセージのあとにガイドが流れます。 
※英語の応答メッセージに設定しているときは英語のガイドが流れ、日本語の応答メッセージに設定
　しているときは日本語のガイドが流れます。

　・録音できる残り時間が約1分以内のとき
　 「Recording memory is nearly full.」　「録音時間、残りわずかです。」

　・録音時間が約30分録音されているとき
　 「The message box is currently full.」　「録音がいっぱいです。」

　・録音件数が50件録音されているとき
　 「No additional messages can be recorded.」　「これ以上録音できません。」

　・録音時間が「応答専用」のとき
　 「No message can be recorded with this function.」　「応答専用です。」

■留守番電話を解除するには

　　　　  を押します。
　液晶ディスプレイの「  　　」が消えます。
■応答メッセージを切りかえるには

　応答メッセージの再生中に　　　  または　　　  

　を押します。
　「自作」「固定（英語）」「固定（日本語）」の順に切り
　かわり、再生しているメッセージに設定されます。

■録音できる時間は、約30分
　（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセー
　 ジの合計録音時間）
　※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱ
　　いまで録音できません。
■録音できる件数は、最大50件
　（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセー
　 ジの合計録音件数）
　※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音
　　できません。
■音楽などは録音しないでください。
　雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
■録音中に録音残量がなくなると録音が停止され、
　「ピピピピピ」と鳴り「The message box is 
　currently full.」（訳：録音がいっぱいです）と流れて
　電話が切れます。
　停止されるまでの録音は残ります。
　応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答
　メッセージに切りかわります。
　不要な録音内容を消してください。（55ページ）

Dx001-2_P053_留守番-留守設定-2.ai



メッセージを聞く（用件再生）

54 ー留守番電話ー

お知らせ

■用件再生中に電話がかかってきたときは
　再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。
■ナンバー・ディスプレイを利用しているときは
　用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音した
　相手の電話番号が表示されます。
　電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。
　※電話番号の情報が正しく送られて来なかったときや、
　　正しく読めなかったときは、電話番号は表示されま
　　せん。
■音量を調節するには（24ページ「スピーカー音量」）

■「 　  」表示について
　新しく用件が録音されたときや再生されていない用件
　があるときに点滅します。
　すべての用件を再生すると点灯へかわります。
　すべての用件を消すと消灯します。

録音されている用件を聞くことができます。
※新しく用件が録音されると、液晶ディスプレイの「　　」が点滅します。

待受表示中に

　　　  を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と
用件が再生されます。
用件の再生後、録音された日付と時刻
が聞こえます。（タイムスタンプ機能）

次の用件を聞く

聞いている用件の
用件番号を確認する

1つ前の用件に戻す

再生を中止する　　

用件番号の再生中に

を押す

を押す

を押す

を押す

＜用件の再生中にできる操作＞

ＭＥＳＳＡＧＥ　１
　８／２８　　１０：１５

Dx002_P054_留守番-用件再生.ai

ＭＥＳＳＡＧＥ　ＰＬＡＹ
　３ＭＳＧ



メッセージを消す（用件消去）

55ー留守番電話ー

1件ずつ消す（部分消去） すべて消す（全消去）

「ピー」と鳴りすべての用件が
消されます。

　　　  を押す

「ピー」と鳴り「The message has 
been deleted.」（訳：消去しました）
と聞こえ、用件が消されます。
用件が残っているときは、
次の用件が再生されます。

用件を消すには、1件ずつ消す方法（部分消去）と、すべて消す方法（全消去）があります。
録音できる時間や件数がいっぱいになると、新たな用件が録音できなくなります。
不要な録音内容を消してください。

用件の再生中に

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「MESSAGE ALL DELETE」
を選ぶ

　　　  を2回押す

待受表示中に

　　　  を押す

ＭＥＳＳＡＧＥ
ＡＬＬ　ＤＥＬＥＴＥ

ＭＥＳＳＡＧＥ
ＤＥＬＥＴＥ　ＡＬＬ？

　ＣＯＮＮＥＣＴＩＮＧ
　　　　＞＞＞＞

ＭＥＳＳＡＧＥ
ＡＬＬ　ＤＥＬＥＴＥＤ

Dx003_P055_留守番-用件消去.ai

ＭＥＳＳＡＧＥ　１
ＤＥＬＥＴＥ？

ＭＥＳＳＡＧＥ　１
ＤＥＬＥＴＥＤ



自作応答メッセージを録音する

56 ー留守番電話ー

お知らせ

■録音を中止するには

　　　　  を押します。

■自作応答メッセージを確認するには

　　　　  を押します。

　応答メッセージが再生され、留守番電話に設定され
　ます。
　留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの

　再生後にもう一度　　　  を押すと、留守番電話が

　解除されます。
■自作応答メッセージを消すには
　　 消したい自作応答メッセージの再生中に

　　 　　　  を押す

　　 　　　  を押す

■自作応答メッセージの録音を間違えたときは
　間違えた自作応答メッセージを消して、録音し直して
　ください。

■すでに自作応答メッセージを録音しているときに録音
　しようとすると「ピピピピピ」と鳴り「No additional 
　masseges can be recorded.」
　（訳：これ以上録音できません） と聞こえます。
■録音中に録音残量がなくなると録音が停止され、
　「ピピピピピ」と鳴り「The message box is 
　currently full.」（訳：録音がいっぱいです）
　と流れます。
　停止されるまでの録音は残ります。
■録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に
　「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （52ページ）
　不要な録音内容を消してください。（55ページ）

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守
番電話の応答メッセージとして使うことができます。
録音できる件数は1件です。

　　 　 または　　　　を押して

「ORIGINAL MSG  
RECORDING」を選ぶ

　　　  を押す

録音を終わるときは

　　　  を押す

「ピー」と鳴り「Your message 
has been recorded.」
（訳：録音が終わりました）と聞こえます。

「Please record a message.」「ピーピー」
（訳：録音をどうぞ）と聞こえたら

マイクに向かって
応答メッセージを話す
約20～30cmの距離でお話しください。

■録音残量の目安として「■」が表示
　されます。「■」の表示が減ると、録音
　できる時間が少なくなります。

待受表示中に

　　　  を押す

ＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＭＳＧ
ＲＥＣＯＲＤＩＮＧ

ＯＧＭ　ＲＥＣ
Ｅ■■■■■■■■□Ｆ

ＯＧＭ　ＲＥＣ
Ｅ■■■■■■■■□Ｆ

1

2

D004_留守番-自作応答メッセージ.ai



相手を確かめてから電話に出る(居留守モニター）

57

居留守モニターの動作について
電話がかかってくると、留守番電話が応答
し、応答メッセージや録音中の相手の声を
子機1のスピーカーから聞くことができます。

■居留守モニター中に電話を受けるには
　充電器から取り上げる
　充電器から外しているときは、  　　　を
　押します。

　録音が中止され、相手と話ができます。
　電話に出るまでの録音内容は残ります。

ー留守番電話ー

お知らせ

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声を確かめてから
電話に出ることができます。
※居留守モニターを設定できるのは、子機1だけです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　【お買い上げ時は、「ON」】

■留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声
　を聞こえないようにするには

　手順　　で「OFF」を選びます。

■呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定
　するには

　　　　  を押します。

　※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは相手の
　　電話番号を確認してから留守番電話に設定するこ
　　とができます。
■留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数
　をかえるには（59ページ）

　　 　 または　　　　を押して

「CALL SCREEN」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

居留守モニターの設定を選ぶ
ON  ： 応答メッセージや録音中の相手

の声が聞こえる

OFF ： 応答メッセージや録音中の相手
の声が聞こえない

　　　  を押す

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

■液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と表示さ
　れているときは、居留守モニターはできません。

ＣＡＬＬ　ＳＣＲＥＥＮ
　ＯＮ

ＣＡＬＬ　ＳＣＲＥＥＮ
［ ＯＮ　 ］

ＣＡＬＬ　ＳＣＲＥＥＮ
［ ＯＦＦ ］

ＣＡＬＬ　ＳＣＲＥＥＮ
ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ

Dx005_P057_留守番-居留守モニター.ai



メッセージの録音時間をかえる

58

Dx006_P058_留守番-用件録音時間.ai

ー留守番電話ー

お知らせ

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。
録音するときは「AUTO」「30 SEC」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは
「REPLY ONLY」を選びます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　【お買い上げ時は、「AUTO」】

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

録音時間を選ぶ
「AUTO」「30 SEC」
「REPLY ONLY」の中から選びます。

　　 　 または　　　　を押して

「MSG REC TIME」を選ぶ

　　　  を押す

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

■録音できないときは
　録音時間を「AUTO」に設定していても、電話回線の
　状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホーム
　テレホンシステムに接続してお使いのときは、録音され
　ないことがあります。
　このときは「30 SEC」に設定してください。

録音時間による違い

　■「AUTO」（自動）を選んだとき
　　最大約5分間録音できます。
　　相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると
　　自動的に録音が終了されます。
　　※約10秒間相手が何も話さなかったときは
　　　自動的に録音を終了して電話が切れます。

　■「30 SEC」（30秒）を選んだとき
　　約30秒間録音します。
　　相手が何も話さなかったり、約30秒以内
　　に相手が電話を切っても、約30秒間録音
　　されます。
　　※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を
　　　終了して電話が切れます。

　■「REPLY ONLY」（応答専用）を
　　選んだとき
　　用件は録音しません。
　　応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が
　　切れます。

ＭＳＧ　ＲＥＣ　ＴＩＭＥ
［ ＲＥＰＬＹ　ＯＮＬＹ ］

ＭＳＧ　ＲＥＣ　ＴＩＭＥ
［ ＡＵＴＯ　　　　　　 ］

ＭＳＧ　ＲＥＣ　ＴＩＭＥ
　ＡＵＴＯ



留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

59ー留守番電話ー

お知らせ

1「TOLLSAVER」を選ぶ

2 　　　 を押す

3 ダイヤルボタンで
用件がないときの回数と
用件があるときの回数を
入力する

2回～9回の中から選びます。
呼び出し音の回数は、3回以上
あけることをおすすめします。

「2 TIMES」「5 TIMES」
「8 TIMES」「11 TIMES」の中
から選ぶ

■電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる
　呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なること
　があります。
■トールセーバーを設定し、用件の録音時間が「REPLY
　ONLY」のときは、用件があるときの呼び出し音の回数
　でつながります。

トールセーバーを設定するとき

　　　  を押す回数を指定するとき

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。
指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【お買い上げ時は、「TOLLSAVER、5/2」】

トールセーバーについて
用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえることで、
外出先から用件録音の有無を確認することができます。
※お買い上げ時は、用件が録音されているときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音され
　ていないときは、5回の呼び出し音で応答するように設定されています。
　呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。
　このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

「No.OF RINGER」を選び

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

呼び出し音の回数を選ぶ

待受表示中に

　　　  を押す

Ｎｏ．ＯＦ　ＲＩＮＧＥＲ
［　８　ＴＩＭＥＳ　 ］

Dx007_P059_留守番-留守呼ひ?出し回数.ai

■
ＴＯＬＬＳＡＶＥＲ
Ｗ／０：７　Ｗ／：４

Ｗ／０ = Wi thou t（用件なし）
Ｗ／ = Wi th（用件あり）



暗証番号を登録する

60 ー留守番電話ー

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

■暗証番号を入力中に間違えたときは

　　　　  を押し、もう一度最初から登録します。

■暗証番号を変更したいときは
　もう一度最初から登録します。
■暗証番号を消すには

　　  手順　　  ～

　　 　　　  を押す

　　 　　　  を押す

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や
解除をするときは、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お買い上げ時は、「NO ENTRY」】

　　 　 または　　　　を押して

「PIN NUMBER」を選ぶ

　　　  を押す

　　　  を押す

ダイヤルボタンで
4桁の数字を入力する

1
2
3

ＰＩＮ　ＮＵＭＢＥＲ
ＮＯ　ＥＮＴＲＹ

ＰＩＮ　ＮＵＭＢＥＲ？
■

Dx008_P060_留守番-暗証番号.ai

■
ＰＩＮ　ＮＵＭＢＥＲ？
０９０３



電話が自動的につながるようにする（オートアンサー）

61ー留守番電話ー

お知らせ

■「OFF」に設定すると、留守番電話に設定されていな
　いときは、呼び出し音が何回鳴っても応答メッセージが
　流れないため外出先からのリモート操作ができません。

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり応答専
用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作（62ページ）をすることができます。
このとき、電話の相手には通話料金がかかります。
自動的につながらないようにするには、「OFF」に設定してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お買い上げ時は、「ON」】

　　 　 または　　　　を押して

「AUTO ANSWER」を選ぶ

　　　  を押す

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

設定を選ぶ

ON  ： 自動的につながる

OFF ： 自動的につながらない

ＡＵＴＯ　ＡＮＳＷＥＲ
　ＯＮ

ＡＵＴＯ　ＡＮＳＷＥＲ
［ ＯＦＦ ］

Dx009_P061_留守番-ﾘｰﾓｰﾄ･ﾀｰﾝ･ｵﾝ.ai



外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）

62 ー留守番電話ー

自宅に電話をかける

ダイヤルボタンで
暗証番号（4桁）を入力する

操作を終わるときは 電話を切る

応答メッセージが聞こえ始めたら

　　 を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、
「Prease input your PIN number.
（訳：暗証番号をどうぞ）」と聞こえます。

「You have ○ messages. Please press 
 the code for the function you require.
（訳：○件のメッセージがあります。リモートを
どうぞ）」と聞こえたら

　　 を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と
用件が再生されます。

メッセージの再生と消去をする

聞いている用件の
用件番号に戻す

1つ前の用件に戻す

次の用件を聞く

用件を1件ずつ消す

用件をすべて消す

再生中にできる操作

再生後に

用件番号の再生中に

、 、

、

すべての用件を聞き終わると「Please press 

the code for the  function you require.

（訳：リモートをどうぞ）」と聞こえます。

引き続き、他のリモート操作ができます。

ボタンを押す間隔は約10秒以内です。

何も操作をしなければ、約10秒後に

「The remote operation has been 

completed.（訳：リモートを終わります）」と

聞こえ電話が切れます。

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。
また、留守番電話に設定したり解除することもできます。
※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。（60ページ）

Dx010_P062_留守番-外線リモート-1.ai



外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）

63ー留守番電話ー

お知らせ

■電話代節約のために（トールセーバー）
　自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが
　分かります。（59ページ）
　お買い上げ時は、次の回数に設定されています。
　・用件が録音されているとき　→2回でつながる
　・用件が録音されていないとき→5回でつながる
　呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときはすぐに電話を切れば電話料金が節約できます。
■リモート操作できる電話機について
　プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、
　トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

■トーン信号に切りかえる電話機から操作をするときは、手順　　 で　　  を押す前にトーン信号に切りかえてくだ
　さい。
■用件が録音されているときは

　手順　　 で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

■　　  を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。
■暗証番号を3回間違えると「The remote operation has been completed.（訳：リモートを終わります）」と聞こえ
　自動的に電話が切れます。

■手順　　 で  　　、　　 を押すとタイムスタンプ（22ページ）が再生されます。ナンバー・ディスプレイを利用して
　いるときは、相手の電話番号も読み上げます。
　※電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は読み上げません。

Dx011-1_P063_留守番-外線リモート-2.ai



外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）

64 ー留守番電話ー

お知らせ

■「留守番電話を解除する」の手順 　　の操作後、もう

　一度  　　を2回押すと、留守番電話に設定すること

　ができます。

自宅に電話をかける
20回呼び出し音が鳴ると応答専用の
固定応答メッセージが流れます。

※オートアンサーの設定が「OFF」の
　ときは、リモート操作をすることはでき
　ません。（61ページ）

ダイヤルボタンで
暗証番号（4桁）を入力する
「ピー」と鳴り、応答メッセージが再生
されたあと、留守番電話に設定されます。

■応答メッセージの再生中に　   
　または　　を押すと、応答メッセージ
　を選ぶことができます。

応答メッセージが聞こえ始めたら

　　 を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、
「Please input your PIN number.
（訳：暗証番号をどうぞ）」と
聞こえます。

電話を切る

自宅に電話をかける

59ページで設定した回数の呼び出し
音が鳴ります。

ダイヤルボタンで
暗証番号（4桁）を入力する

応答メッセージが聞こえ始めたら

　　 を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、
「Please input your PIN number.
（訳：暗証番号をどうぞ）」と
聞こえます。

電話を切る

「You have ○ messages.
 Please press the code for the
 function you require.（訳：○件、メッセージ
があります。リモートをどうぞ）」と聞こえたら

　　 を2回押す

「ピー」と鳴り「The answering 
machine has been turned off.
Please press the cord for the 
function you require.
（訳：留守録音を解除しました。リモートを
どうぞ）」と聞こえます。

留守番電話を設定する 留守番電話を解除する

Dx011-2_P064_留守番-外線リモート-3.ai



ナンバー・ディスプレイを利用する

65

契
約
が
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

ー契約が必要なサービスー

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの 116（通話料無料）へ
お問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに
表示されるサービスです。
ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。（有料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

ナンバー・ディスプレイを利用できる
電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。
電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに「　　」が表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約し、サービスが開始されると、次の便利な機能を
利用することができます。

■コールバック（68ページ）
　かけてきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直す
　ことができます。

■着信音割り当て機能（69ページ）
　電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることが
　できます。

■迷惑電話ガード（70～72ページ）
　電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

Ex001_P065_契約-ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ-1_a.ai



ナンバー・ディスプレイを利用する

66

■本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナン
　バー・ディスプレイが利用できないことがあります。
■NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど、正常に動
　作しないことがあります。
　・本機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティーなど）
を接続したとき

　・ADSLに接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき
（詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。）
　・ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき
（詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーにお問い合わせください。）
　・IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき
■2.4GHzの周波数帯を使用している機器（電子レンジ･無線LAN機器･ワイヤレスAV機器など）の近くで使用した
　ときは、正常に動作しないことがあります。（8,9ページ）

お知らせ

■ナンバー・ディスプレイの設定が「AUTO」のとき、「　　」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用でき
　ない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「　　」が消えます。
　回線によっては「　　」が消えないことがあります。ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、67ページの手順で
　「OFF」に設定してください。

ー契約が必要なサービスー

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

液晶ディスプレイ表示

着信

着信（非通知）

着信（公衆）

着信（圏外）

着信（不明）

内　　　　容

電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき
（電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは名前を表示）

電話の相手が公衆電話からかけてきたとき

・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外（国際電話など）のとき
やサービス対象外の電話会社を使用したとき
・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき

・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき
・データが読めなかったとき（「お知らせ」参照）

・電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき
・電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき

ＩＮＣＯＭＩＮＧ
０３１２３４５６７８

ＩＮＣＯＭＩＮＧ
ＡＮＯＮＹＭＯＵＳ

ＩＮＣＯＭＩＮＧ
ＰＡＹＰＨＯＮＥ

ＩＮＣＯＭＩＮＧ
ＯＵＴ　ＯＦ　ＡＲＥＡ

ＩＮＣＯＭＩＮＧ

Ex002_P066_契約-ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ-2_a.ai



ナンバー・ディスプレイを利用する

67ー契約が必要なサービスー

ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 【お買い上げ時は、「AUTO」】

　　 　 または　　　　を

押して「CALLER ID」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して
ナンバー・ディスプレイの設定を
選ぶ

ON ： 設定する

OFF： 解除する

　　　  を押す

　　　  を押す

手順　　で「ON」を選んだときは

「　　」と表示されます。

■ナンバー・ディスプレイの設定を「AUTO」に戻す
　には

　　 手順 　　～

　　 　　　  または　　　  を押して「AUTO」を選ぶ

　　 　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

ＣＡＬＬＥＲ　ＩＤ
　ＡＵＴＯ

ＣＡＬＬＥＲ　ＩＤ
［ＡＵＴＯ］

ＣＡＬＬＥＲ　ＩＤ
［ＯＮ　　］

1
2
3

Ex003_P067_契約-ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ-3_a.ai



電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

68 ー契約が必要なサービスー

お知らせ

　　 　 または　　　　を押して

相手を確認する

■着信履歴を1件ずつ消すには

　　 手順 　　,

　　 　　　  を押す

　　 　　　  を押す

■記憶した相手が30件を超えたときは、古い履歴から順
　に消されます。
■ナンバー・ディスプレイを利用していないときは、日付時
　刻だけを記憶し表示されます。
■電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく
　読めなかったときは、電話番号は表示されません。

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。
着信履歴を使って電話をかけることができます。（コールバック）
※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

待受表示中に

　　　  を2回押す

一番新しく記憶された電話番号、
着信日時と「　　」が表示されます。
電話帳に登録した相手のときは、名前
が表示されます。
名前が表示されているときに　　　 を
押すと、名前と電話番号が交互に表示
されます。

待受表示に戻すには

　　　  を押す

■着信履歴を使ってできること

■電話をかける（コールバック）

手順 　　,　　 で相手を選ぶ

手順 　　,　　 で相手を選ぶ

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは　 　　 を
押します。

■電話帳に登録する

　　　 を押す

■電話を受けないように設定する

手順 　　,　　 で相手を選ぶ

46ページの「登録する」の手順  　　へ

71ページの「着信履歴を使って登録
する」の手順  　　へ

1
2
3

　８／２８　　１０：１５
０３１２３４５６７８

　８／２８　　１０：１２
０３１２３４１２３４

1
2

2
3

1

1
2

Ex004_P068_契約-着信履歴_a.ai



呼び出し音で相手を知らせる（着信音割り当て機能）

69ー契約が必要なサービスー

■着信音割り当て機能を解除するには
　手順 　　で「NOT SET」を選びます。

■呼び出し音の種類について

電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音を
かえることができます。
呼び出し音は、メロディー（4曲）の中から選ぶことができます。
※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 【お買い上げ時は、「NOT SET」】

　　 　 または　　　　を押して

呼び出し音の種類を選ぶ
選んだ呼び出し音が鳴ります。

　　　  を3回押す

　　　  を押す

待受表示中に

電話帳検索で
指定する相手を表示させる
　　　　　　　　　（50ページ）

Bell
Marimba
Ordinary
Synth

ＲＩＮＧ　ＡＳＳＩＧＮ
 ［ Ｂｅｌｌ　　　　 ］

ＲＩＮＧ　ＡＳＳＩＧＮ
 ［ ＮＯＴ　ＳＥＴ　 ］

ａm a d a n a
０３１２３４５６７８

液晶ディスプレイ表示

Ex005_P069_契約-着信音割り当て_a.ai



迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

70

電話番号を表示しない電話を受けないようにする

お知らせ

■迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊
　急電話が受けられませんのでご注意ください。
■海外からの電話は表示圏外となります。

■迷惑電話ガードを解除するには
　手順 　　で「OFF」を選びます。

迷惑電話ガードの動作について

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

ー契約が必要なサービスー

待受表示中に

　　　  を押す

　　　  を押す

　　　  を押す

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「ON」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

ガードしたい電話を選ぶ
「ANONYMOUS」
 非通知の電話を受けないとき
「PAYPHONE」 
 公衆電話の電話を受けないとき
「OUT OF AREA」
 表示圏外の電話を受けないとき
「UNKNOWN」
 不明な相手の電話を受けないとき

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けない
ようにすることができます。
また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることがで
きます。（71ページ）
※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「CALLER GUARD」を選ぶ

【お買い上げ時は、ANONYMOUS「OFF」、REJECT No.「OFF  0件」、PAYPHONE「OFF」、
 OUT OF AREA「OFF」、UNKNOWN「OFF」】

ＵＮＫＮＯＷＮ
　ＯＦＦ

ＵＮＫＮＯＷＮ
［ ＯＦＦ ］

ＵＮＫＮＯＷＮ
［ ＯＮ　 ］

ＣＡＬＬＥＲ　ＧＵＡＲＤ

ＡＮＯＮＹＭＯＵＳ
　ＯＦＦ

Ex006_P070_契約-迷惑ガード-1_a.ai



迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

71

特定の電話番号の電話を受けないようにする

ー契約が必要なサービスー

電話番号を入力して登録する 着信履歴を使って登録する

お知らせ

　　　  を押す

登録できる残り件数が表示されます。

　　　  を押す 　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「REJECT No.」を選ぶ

ダイヤルボタンで
電話を受けたくない相手の
電話番号を入力する
20桁まで入力できます。

70ページの手順　　 ～ 　　　  を2回押す

電話番号の登録方法は次の2つがあります。電話番号は30件まで登録できます。

　　 　 または　　　　を押して

登録する電話番号を選ぶ

　　　  を押す

　　　  を押し、　　　   を押す

■電話番号を入力中に間違えたときは

　　　　  を押します。
■電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく
　読めなかったときは、着信履歴を使っての登録ができ
　ません。
■電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず
　市外局番から登録してください。
■迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊
　急電話が受けられませんのでご注意ください。

ＲＥＪＥＣＴ　Ｎｏ．　１
■

ＡＮＯＮＹＭＯＵＳ
　ＯＦＦ

ＲＥＪＥＣＴ　Ｎｏ．　２
０３０１２３４５６７

迷惑電話ガードの動作について

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

Ex008_P071_契約-迷惑ガード-3_a.ai



迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

72 ー契約が必要なサービスー

登録した電話番号を確認する 登録した電話番号を消す

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「REJECT No.」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

電話番号を確認する

70ページの手順　　 ～

　　　  を押す

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「REJECT No.」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して
消したい電話番号を表示させる

70ページの手順　　 ～

■登録した電話番号を変更するには

　　 「登録した電話番号を確認する」の

　　 手順 　　～

　　 　　　  を押す

　　 　　　  をくり返し押して電話番号を消す

　　 ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す

　　 　　　  を押し、　　　 を押す

■番号ガードを解除（0FF）するには
　登録した電話番号をすべて消します。　

　　　  を押し、  　　　 を押す

待受表示に戻すには

　　　  を押す

ＲＥＪＥＣＴ　Ｎｏ．　１
０３１１１１２２２２

ＡＮＯＮＹＭＯＵＳ
　ＯＦＦ

ＲＥＪＥＣＴ　Ｎｏ．　１
０３１１１１２２２２

ＡＮＯＮＹＭＯＵＳ
　ＯＦＦ

1

2
3
4
5

Ex009_P072_契約-迷惑ガード-4_a.ai



新しい着信を知らせる（不在着信表示）

73ー契約が必要なサービスー

お知らせ

■不在着信表示を設定した子機で電話を受けたとき
　以外は、「MISSED CALL」と表示されます。
■新しい着信履歴を表示して確認したあとは、
　「MISSED CALL」の表示は消えます。
■迷惑電話ガードが動作したときは、「MISSED CALL」
　と表示されません。

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「MISSED CALL」と表示され、電話があった
ことをお知らせすることができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 【お買い上げ時は、「OFF」】

待受表示中に

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

不在着信表示の設定を選ぶ

ON  ： 新しい着信があったことを
表示する

OFF ： 新しい着信があったことを
表示しない

　　 　 または　　　　を押して

押して「CALL DISPLAY」を
選ぶ

　　　  を押す

　　　  を押す

ＣＡＬＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ
　ＯＦＦ

ＣＡＬＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ
［ ＯＦＦ ］

ＣＡＬＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ
［ ＯＮ　 ］

Ex010_P073_契約-新着表示_a.ai



キャッチホンサービスを利用する

74 ー契約が必要なサービスー

お知らせ

通話中に

　　　  を押す

新しくかかってきた相手に電話がつな
がります。
もとの相手には保留メロディーが流れ
ます。

もとの相手に戻すには、もう一度

　　　  を押す

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。（有料）
お近くのNTTにお申込みください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

■キャッチホンの利用以外に　　　  を押すと電話が

　切れることがありますのでご注意ください。

■ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類

　によっては　　　  が使えないことがありますが、フッ

　キング検出時間の調節などで使えることがあります。
　ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い
　合わせください。

キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの 116（通話料無料）へ
お問い合わせください。

Ex011_P074_契約-ｷｬｯﾁﾎﾝｻｰﾋﾞｽ_a.ai



キャッチホン・ディスプレイを利用する

75

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

ー契約が必要なサービスー

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【お買い上げ時は、「OFF」】

■手順　　で「ピピピピピ」と鳴り、「SET CALLER 
　ID ON」と表示されたときは
　ナンバー・ディスプレイの設定（67ページ）を「ON」に
　してから、キャッチホン・ディスプレイの設定をやり直し
　ます。

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえる
ことができます。
キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプ
レイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※ナンバー・ディスプレイの設定が「AUTO」のときは、自動で「ON」または「OFF」に設定され
　ますので、本機の操作は必要ありません。

　　 　 または　　　　を押して

「CALL WAIT ID」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

キャッチホン・ディスプレイの設定
を選ぶ

ON ： 設定する
OFF ： 解除する

　　　  を押す

　　　  を押す

手順　　で「ON」を選んだときは
「　　」と表示されます。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの 116（通話料無料）へ
お問い合わせください。

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　　  を押す

待受表示中に

　　　  を押す

ＣＡＬＬ　ＷＡＩＴ　ＩＤ
　ＯＦＦ

ＣＡＬＬ　ＷＡＩＴ　ＩＤ
［ ＯＦＦ ］

ＣＡＬＬ　ＷＡＩＴ　ＩＤ
［ ＯＮ　 ］

Ex012-1_P075_契約-ｷｬｯﾁﾎﾝ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ-1_a.ai



キャッチホン・ディスプレイを利用する

76 ー契約が必要なサービスー

キャッチホン・ディスプレイを利用する

お知らせ

通話中に

　　　  を押す

新しくかかってきた相手に電話がつな
がります。
もとの相手には保留メロディーが流れ
ます。

もとの相手に戻すには、もう一度

　　　  を押す

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえ
相手の電話番号を約10秒間表示

■次のときは電話番号が表示されません。
　・電話番号が表示される前に　　　  を押したとき
　・保留中や留守番電話動作中のとき
■次のときは電話番号が表示されないことがあります。
　・大きな声で通話しているとき
　・NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
■迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
■キャッチホンの利用以外に　　　  を押すと電話が切れることがありますのでご注意ください。
■ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては　　　  が使えないことがありますが、フッキング
　検出時間の調節などで使えることがあります。
　ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。
■ナンバー・ディスプレイの設定が「AUTO」のとき「　　」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できな
　い回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「　　」が消えます。
　回線によっては「　　」が消えないことがあります。
　キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは、75ページの手順で「OFF」に設定してください。
■用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音され
　ます。

Ex012-2_P076_契約-ｷｬｯﾁﾎﾝ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ-2_a.ai
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故障かな？と思ったら

78

困っていることは？ ここを確認します！ → 解決のしかた

ー困ったときー

電話をかけられない

電話をかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、（株）リアル・フリートお客様サポートセンター（１０4ページ）へご連絡
ください。

・電話をかけるとき、「ツー」と
音が聞こえない

・電話をかけるとき、「ツーツー」
（話し中の音）と音が聞こえる

■電話回線コードが抜けていませんか？
　→抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（20ページ）

■本機に他の通信機器（ADSL、SKY PerfecTV！、セキュリティー）
　を接続していませんか？
　→装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話回線を
　　壁のモジュラージャックに直接差し込んで確認してください。

■ISDN回線ですか？
　→ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。確認して
　　も「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い合わせください。

■ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか？
　→ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）には、そのままでは接
　　続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、
　　お買い上げの販売店または（株）リアル・フリートお客様サポート
　　センター（１０4ページ）にお問い合わせください。

■光回線、または直収固定電話ですか？
　→光電話または直収固定電話の回線を確認してください。

・電話をかけるとき、「ツー」と
音はするが、ダイヤルボタンを
押しても「ツー」という音の
ままになる

・NTTなどの特番（117,177,0120など）
がかけられない

■電話回線の契約は、プッシュ回線ですか？ダイヤル回線ですか？
　→電話回線の種別を確認して設定し直してください。（21ページ）

■ISDN回線ですか？
　→ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。

■電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、
　契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能
　番号ではないと思われます。
　→契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認して
　　ください。
　　IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかけると電
　　話がかけられることがあります。（このとき、IP回線ではなくNTT回
　　線を使用することになります。）

携帯電話につながらない ■NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、
　NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービス
　またはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか？
　→0036,0039などの特番を付加して電話をかける通話サービスは
　　利用できません。

■IP電話サービスをご利用で事業者番号を付加して電話をかけると
　き、IP電話解除番号付加していますか？
　→IP電話解除番号を付加して電話をかけてください。
　　（このとき、IP電話サービス回線は使用できません。）

困
っ
た
と
き
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故障かな？と思ったら

79

困っていることは？ ここを確認します！ → 解決のしかた

ー困ったときー

電話をかけられない

どのボタンを押しても反応がない ■電池が充電不足になっていませんか？
　→子機を充電器に置いて充電してください。（18ページ）

■電池のプラグが外れていませんか？
　→電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。（17ページ）

■当社指定以外の電池を使用していませんか？
　→当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても、
　　当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

「ピピピピピ」と鳴り
電話をかけられない

■親機のACアダプターが外れていませんか？
　→ACアダプターを電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端
　　子へ、奥まで確実に差し込んでください。（20ページ）

■チャイルドロックが設定されていませんか？
　→チャイルドロックを解除してください。（38ページ）

■他の子機を使用していませんか？
　→他の子機が使い終わるまでお待ちください。

■親機と離れすぎていませんか？
　→離れすぎているときは、親機に近づけてください。
　→親機のアンテナを立ててください。（20ページ）

■外来ノイズ等 が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。
　→子機を親機へ登録してください。（96ページ）

■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など
　強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？
　→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。
　→親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信
　　機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに
　　接続しないでください。
　→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置の
　　メーカーへお問い合わせください。

電話をかけるとき
「ピピッ、ピピッ…」と鳴る

■充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか？

　→　　  　 を押す、または電話番号を押してください。

■電池が充電不足になっていませんか？
　→子機を充電器に置いて充電してください。（18ページ）

充電器から取り上げても
電話がつながらない

■クイック通話の設定が「OFF」になっていませんか？
　→クイック通話の設定を「ON」にしてください。（36ページ）

■充電器のACアダプターが外れていませんか？
　→ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター
　　接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（17ページ）

電話をかけるとき、相手に電話
番号を通知したい

■回線の契約を「回線ごと非通知」にしていませんか？
　→電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。
　　その通話に限り、電話番号が通知されます。
　→回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。

Fx001-2_P079_困った-電話2.ai



故障かな？と思ったら

80

困っていることは？ ここを確認します！ →解決のしかた

ー困ったときー

電話をかけられない

電話を受けられない

電話をかけるとき、相手に電話
番号を通知したい

■本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を
　接続していますか？
　→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メー
　　カーへお問い合わせください。

電話をかけるとき、相手に電話
番号を通知したくない

■回線の契約を「通話ごと非通知」にしていませんか？
　→電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。
　　その通話に限り、電話番号が通知されません。
　→回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。

■本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を
　接続していますか？
　→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メー
　　カーへお問い合わせください。

国際電話をかけたい ■電話番号の前に「010（国際電話識別番号）」を付けてダイヤルしてください。
　→「010（国際電話識別番号）」－国番号－相手先番号
　　＜事業者番号を付けるとき＞
　　　0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号

　　＜IP電話をお使いのとき＞
　　　0000等（IP電話解除番号）－0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）
　　　－国番号－相手先番号

電話をかけてきた相手には、
話し中の音が聞こえる

■ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？
　→契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」に
　　してください。（67ページ）

■電話回線が原因のときがあります。
　→NTT故障係（局番なしの113）へ確認してください。

相手には「プルルルルー」と聞こ
えるが、本機には反応がない

■電話回線コードが抜けていませんか？
　→抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（20ページ）

■ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか？
　→通信機器の設定を確認してください。（本機を接続している端子
　　に、着信の信号が流れるようにしてください。）

■構内交換機に接続していませんか？
　→ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしてください。（67ページ）

■外来ノイズ等が原因で誤動作している。
　→親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう
　　一度差し込んで確認してください。

呼び出し音が鳴らない ■呼び出し音量を「切」にしていませんか？
　→呼び出し音量を調節してください。（24ページ）

Fx002-1_P080_困った-電話3.ai



故障かな？と思ったら

81

困っていることは？ ここを確認します！ → 解決のしかた

着信時　　 　を押しても
呼び出し音が鳴り続ける

■同じ回線上にコードレス子機付き電話機を接続していませんか？
　→他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。

■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など
　強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？
　→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。
　→親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機
　　器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接
　　続しないでください。
　→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置の
　　メーカーへお問い合わせください。

電話に出ると切れる ■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など
　強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？
　→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。
　→親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機
　　器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接
　　続しないでください。
　→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置の
　　メーカーへお問い合わせください。

■クイック通話の設定が「ON」のとき、子機の呼び出し音が鳴らない
　うちに、電話に出ていませんか？
　→呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは
　　　　　　を押してください。

■日付時刻表示が点滅していたり、「0：00」になっていませんか？
　→電池のプラグは奥まで確実に差し込んでください。（17ページ）
　→電池のプラグを差し込んでも直らないときは、新しい
　　電池に交換して確認してください。（１9ページ）

ー困ったときー

電話を受けられない

特定の相手だけ、電話を受ける
ことができない

■迷惑電話ガードを設定していませんか？
　→設定を解除してください。（70～72ページ）

呼び出し音が連続して鳴る ■本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）
　を接続していませんか？
　→通信機器の設定を確認してください。

着信すると、すぐに留守番電話に
なる

■留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか？
　→留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。（59ページ）

Fx002-2_P081_困った-電話4.ai



故障かな？と思ったら

82 ー困ったときー

困っていることは？ ここを確認します！ → 解決のしかた

通話中に困っていること

■ご利用の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）が
　正しく切りかわっていないと思われます。
　→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキン
　　グ検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器
　　の製造メーカーへお問い合わせください。

相手の声が聞き取りにくい ■音量が小さくありませんか？
　→音量を調節してください。（24ページ）
　　※直らないときは、回線レベル設定を変更してください。（91ページ）

通話中、約10秒ごとに
「ピピッ」または「ピピピピピ」
と鳴る

■充電不足をお知らせしています。
　→子機を充電器に置いて充電してください。（17ページ）
　　いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、電
　　池を交換してください。（19ページ）

通話中に、雑音が入ったり
通話が切れる

■親機と離れすぎていませんか？
　→離れすぎているときは、親機に近づけてください。
　→親機のアンテナを立ててください。（20ページ）

■マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話
　を使われているときにおこる可能性があります。
　→しばらく時間をおいてからかけ直してください。

■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など
　強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？
　→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。
　→親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機
　　器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接
　　続しないでください。
　→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置の
　　メーカーへお問い合わせください。

■コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉がありませんか？
　→子機間通話をして、通話できる範囲を確認してください。（40ページ）

・キャッチホンに切りかえると
電話が切れる

・　　　  を押しても

キャッチホンに切りかわらない

キャッチホンサービスを受けて
いるのに、キャッチホンの音が
しない

■キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。
　→NTTへお問い合わせください。
　→他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）をご利
　　用のときは、通信機器の設定を確認してください。

Fx003-1_P082_困った-電話5.ai

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり
誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは・・・

●親機のＡＣアダプターを電源コンセントから抜き、約５秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。
●子機の電池のプラグをコネクタから抜き、もう一度接続してください。
※電池を抜くと、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買上げ時の設定に戻ります。
　日付時刻を合わせるには22ページをご覧ください。



83ー困ったときー

故障かな？と思ったら（留守番電話）

困っていることは？ ここを確認します！ → 解決のしかた

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、（株）リアル・フリートお客様サポートセンター（104ページ）へご
連絡ください。

「　　」は表示されるが
応答メッセージが流れない

■自作応答メッセージを無言で録音していませんか？
　→自作応答メッセージを消去してください。（56ページ）

・用件が録音できない

・自作応答メッセージが録音
  できない

・応答メッセージが応答専用に
 なっている

・自作応答メッセージを録音したが
 固定応答メッセージしか流れない

■録音件数や録音時間がいっぱいになっていませんか？
　→不要な用件を消去してください。（55ページ）
　→不要な自作応答メッセージを消去してください。（56ページ）

■用件の録音時間の設定を「応答専用」にしていませんか？
　→用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（58ページ）

「　　」が点滅している ■新しい用件が録音されていませんか？
　→用件を再生してください。（54ページ）
　　消灯したいときは、用件をすべて消してください。（55ページ）
　　（一度消した用件は、再度聞くことはできません。）

外出先からのリモート操作が
できない

■暗証番号は登録していますか？
　→暗証番号を登録してください。（60ページ）

■外出先の電話機からトーン信号（ピッポッパ音）が出ていますか？
　→トーン信号の出る電話機を使ってください。

■ボタンを早く押していませんか？

■リモート操作をする電話機は、公衆電話ですか？
　→ゆっくり押してください。

■リモート操作をする電話機は、携帯電話ですか？
　→ダイヤルボタンの［＊］を押すとき、長く押すと携帯電話のモード
　　に入ることがあります。長く押さないでください。

Fx003-2_P083_困った-留守番.ai
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故障かな？と思ったら（ナンバー・ディスプレイ）

困っていることは？ ここを確認します！ → 解決のしかた

ー困ったときー

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、（株）リアル・フリートお客様サポートセンター（104ページ）へご
連絡ください。

ナンバー・ディスプレイを契約
しているのに、
電話番号が表示されない

■ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？
■ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。
　→ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67ページ）

■1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか？
　→1つの回線を2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続
　　（ブランチ接続）しないでください。

■相手がIP電話でかけてきたときだけですか？
　→ADSLのナンバー・ディスプレイを確認してください。

キャッチホン・ディスプレイを
契約しているのに、
電話番号が表示されない

■キャッチホン・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？
　→キャッチホン・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（75ページ）

相手は電話番号を通知してかけて
きているが、
「ＯＵＴ OF AREA（表示圏外）」
または「ANONYMOUS（非通知）」と
表示される

■ISDN回線ですか？
　→NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないときデジタル
　　回線からの電話だけ番号は表示されます。

相手が非通知で電話をかけてきて
いるが、
「ＯＵＴ OF AREA（表示圏外）」と
表示される

■ISDN回線ですか？
　→ターミナルアダプターの設定を確認してください。

・着信音割り当て機能の設定画面が
出てこない

・迷惑電話ガードの設定ができない

・キャッチホン・ディスプレイの
設定ができない

■ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？
　→ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67ページ）

Fx003-3_P084_困った-ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ.ai
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故障かな？と思ったら（その他）

困っていることは？ ここを確認します！ → 解決のしかた

ー困ったときー

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、（株）リアル・フリートお客様サポートセンター（104ページ）へご
連絡ください。

光ファイバーケーブル、ADSLに
接続しても大丈夫ですか？

■はい、接続しても大丈夫です。
　→接続方法を間違えないようにご注意ください。（88,89ページ）
　　※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。
　　　電話をかけられなくなることがあります。

どのボタンを押しても動かない ■使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷に
　よる電源電圧の異常など）を受けたりすると、誤動作することが
　あります。
　→親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってか
　　らもう一度差し込んでください。
　→子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。
　　※電池を抜いても、設定・登録した内容はそのまま残りますが、
　　　日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
　　　日付時刻を合わせるには、22ページをご覧ください。

・充電できない

・充電中、何も操作していないのに
　「ピピッ、ピピッ」と鳴る

■充電端子が汚れていませんか？
　→充電器のACアダプターを電源コンセントから外して、子機と充電
　　器の充電端子を薄手の布などできれいにしてください。（93ページ）

■電池のプラグが外れていませんか？
　→プラグは奥まで確実に差し込んでください。（18ページ）

■充電器のACアダプターが外れていませんか？
　→ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続
　　端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（18ページ）

ACアダプターが温かい 　→使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので、
　　そのままお使いください。

「ピピピピピ」と鳴り使えない ■チャイルドロックが設定されていませんか？
　→チャイルドロックを解除してください。（38ページ）

Fx003-4_P085_困った-その他.ai
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こんな表示が出たときは

ー困ったときー

液晶ディスプレイに次のような表示が出たときは、各項目をお読みになり、解決してください。
それでもなお解決できないときは、（株）リアル・フリートお客様サポートセンター（104ページ）へご
連絡ください。

液晶ディスプレイ表示 ここを確認します！ → 解決のしかた

■親機のACアダプターが外れていませんか？
　→ACアダプターを電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、
　　奥まで確実に差し込んでください。（20ページ）

■親機と離れすぎていませんか？
　→離れすぎているときは、親機に近づけてください。
　→親機のアンテナを立ててください。（20ページ）

■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など
　強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？
　→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。
　→親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の
　　電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないで
　　ください。
　→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカー
　　へお問い合わせください。

■子機が親機へ登録されていない。
　→子機を親機へ登録してください。（96ページ）

■外来ノイズ等が原因で、親機への登録が消えてしまうことがあります。
　→子機を親機へ登録してください。（96ページ）

■停電になっていませんか？
　→停電が復旧するまでお待ちください。（98ページ）

■子機が親機へ登録されていない。
　→子機を親機へ登録してください。（96ページ）

■外来ノイズ等が原因で、親機への登録が消えてしまうことがあります。
　→子機を親機へ登録してください。（96ページ）

■電話回線コードは親機に接続されていますか？
　→電話回線コードを親機の電話回線コード差込口へ差し込んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20ページ）

■電話回線コードを接続しても、回線種別が設定できなかった。

　→　　　　を押したあと、電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を

　　合わせてください。（21ページ）

ＢＡＳＥ
ＯＵＴ　ＯＦ　ＲＡＮＧＥ

ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ
ＥＲＲＯＲ

ＰＬＳ　ＣＯＮＮＥＣＴ
ＴＥＬ　ＬＩＮＥ

Fx003-5_P086_困った-こんな表示か?1.ai
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こんな表示が出たときは

ー困ったときー

液晶ディスプレイ表示 ここを確認します！ → 解決のしかた

■「CONNECTING」表示中に　　　　を押していませんか？

　→最初から操作をやり直してください。

　　「CONNECTING」表示中は、　　　　を押さないでください。（11ページ）

■親機のACアダプターが外れていませんか？
　→ACアダプターを電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、
　　奥まで確実に差し込んでください。（20ページ）

■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い
　電波や雑音を発生する機器がありませんか？
　→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。
　→親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の
　　電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないで
　　ください。
　→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカー
　　へお問い合わせください。

■子機の電池のプラグが外れていませんか？
　→プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。（17ページ）

■電池の容量が少ないときに、充電器に置いた。
　→そのまま充電してください。（18ページ）

■電池が充電不足になっていませんか？
　→充電器に置いて充電してください。（18ページ）
　→連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換して
　　ください。（19ページ）

■電池残量がなくなっていませんか？
　→充電器に置いて充電してください。（18ページ）
　→連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換して
　　ください。（19ページ）

■他の子機が使用中、または迷惑電話ガードの動作中ではありませんか？
　→表示が消えてからお使いください。

ＰＬＥＡＳＥ　ＷＡＩＴ

　　　ＰＬＥＡＳＥ
　　　ＣＨＡＲＧＥ

ＢＡＴＴＥＲＹ　ＬＯＷ

ＬＩＮＥ　ＩＮ　ＵＳＥ
　８／２８　　１３：０５

ＳＥＴＵＰ　ＥＲＲＯＲ

ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ
ＦＡＩＬＥＤ

Fx004_P087_こんな表示が2.ai



本機に付属の
電話回線コード
　　　（2芯）

電話機コード

ターミナルアダプター

親機

ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型
(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。
※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要なものがあります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット
64）の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要
です。
※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

親機

いろいろな接続について

88

ADSLをご利用のときは

ISDN回線をご利用のときは

ーご参考ー

回線

電話機

電話用
コンセント

ADSLモデム

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
　詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
　詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

回線

電話機

電話用
コンセント

電話機コード

本機に付属の
電話回線コード
 　　　（2芯）

＜接続例＞

＜接続例＞

Fx005_P088_いろいろな接続1.ai

ご
参
考



■NTTの特番（117,177,0120など）の電話がかけられ
　ないときは
　ADSLモデムやターミナルアダプター（TA）、ブロード
　バンドルータの種類によっては、電話回線の種別の
　自動設定が正しくできないことがあります。
　こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（21ページ）

本機に付属の電話
回線コード（2芯）

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

LAN
コード

光ファイバー

親機

いろいろな接続について

89ーご参考ー

光回線をご利用のときは

お知らせ

■電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業
　者へお問い合わせください。
■電話をかけることができない番号があるときは、接続可
　否番号をご契約の通信業者へお確かめください。

ブロードバンドルータ 回線終端装置

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
　詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

LAN網接続ポート

TELポート

WAN網接続ポート

Fx006_P089_いろいろな接続2.ai



構内交換機に接続してお使いになるときは

90

かかってきた電話を他へまわす外線に電話をかける

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

ーご参考ー

お知らせ

待受表示中に

外線につなぐ番号

（ 　  　　 や 　　　  など）

を押す

　　      を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの
　待ち時間（ポーズ）を自動的に
　取ります。
　 （1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

相手の電話番号を押す

充電器から取り上げる
充電器から外しているときは　　　  を

押します。

通話中に

　　　  を押す

電話の相手には、保留メロディー
が流れます。

ダイヤルボタンで
転送先の番号を押す
■電話の相手との通話に戻すには
　　　　 を押します。

転送先が出たら
電話をまわすことを伝え
電話を切る

■構内交換機の種類によっては、　　　  が使え
　ないことがあります。
　構内交換機のフッキング検出時間の調節などで
　改善されることがあります。構内交換機の保守
　業者へお問い合わせください。

Fx007_P090_参考-構内交換機_a.ai



回線レベル設定を変更する

91ーご参考ー

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

「LINE LEVEL」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

設定を選ぶ

NORMAL ： 標準

MAXIMUM ： 声を大きくする

MINIMUM ： 声を小さくする

　　 　 を押す

　　 　 を押す

音量を調節しても、声が大きすぎたり小さすぎたりして聞き取りにくいときは、回線レベルの設定
をかえると改善されることがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　【お買い上げ時は、「NORMAL」】

ＬＩＮＥ　ＬＥＶＥＬ
　ＮＯＲＭＡＬ

ＬＩＮＥ　ＬＥＶＥＬ
［ ＮＯＲＭＡＬ　 ］

ＬＩＮＥ　ＬＥＶＥＬ
［ ＭＡＸＩＭＵＭ ］

Fx006-2_P091_参考-回線レベル_a.ai



無線チャンネル設定を変更する

92 ーご参考ー

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

「WIFI FRIEND」を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して

モードを選ぶ

「MODE 0～3」から選びます。

　　 　 を押す

　　 　 を押す

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなどの通話状況がよくないときや、無線LAN
機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあり
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　【お買い上げ時は、「MODE 2」】

ＷＩＦＩ　ＦＲＩＥＮＤ
　ＭＯＤＥ　２

ＷＩＦＩ　ＦＲＩＥＮＤ
［ ＭＯＤＥ　２ ］

ＷＩＦＩ　ＦＲＩＥＮＤ
［ ＭＯＤＥ　３ ］

Fx006-3_P092_参考-無線チャンネル_a.ai



お手入れについて

93

親機と子機のお手入れ

革について

充電端子のお手入れ

■本品は子機の一部および充電器（PT-408用）に天然皮革を使用しております。天然皮革は
使用する場所により、表面の色ムラ・シワ等がありますが、品質に問題はありません。

■お手入れの際は、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。強く擦り過ぎたり、ベンジン、
　シンナー等の揮発性のもので拭くと、変色や色落ちの原因となります。
■水分をこぼしたり、汚してしまったりした場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置してお
くと、カビやシミ、変色の原因となります。
■皮革の表面に付いたホコリは汚れの原因となります。小まめにお手入れしてください。
■湿気が多い所での保管は避けてください。水分を吸い込むと皮革の繊維が縮んで硬くなり、
変形することがあります。

■直射日光に長時間当てないでください。また、暖房器具の傍に近づけたり、放置したりしない
でください。熱・紫外線により、変色・変形することがあります。

ーご参考ー

お知らせ

お手入れの前に、親機や充電器のACアダプターを抜いてください。
※チャイルドロック（38ページ）を使うと、子機の電池を外さずにお手入れすることができます。

充電端子が汚れると、充電ができないこと
があります。
汚れたときは、薄手の布などできれいに
してください。

柔らかい布で拭いてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ
固くしぼってからふき取ってください。

■ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないで
　ください。

充電端子

充電端子

充電端子

Fx008_P093_参考-お手入れ.ai

PT-308用 子 機

PT-408用



お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

94

親機を初期化する

ーご参考ー

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を

押して「BASE INITIALIZE」
を選ぶ

　　 　 または　　　　を押して

「BASE SETUP」を選び

　　 　 を押す

　　 　 を押す

　　 　 を押す

　　 　 を押す

■初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、親機
　のACアダプターを抜かないでください。
■初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできま
　せん。
　また、子機を使用しないでください。

お知らせ

各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべての子機を
初期化することをおすすめします。
※西暦･日付･時刻の設定は初期化されません。

　ＣＯＮＮＥＣＴＩＮＧ
　　　　＞＞＞＞

ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥＤ

初期化される内容

・機能一覧表の「BASE SETUP」の各項目
※次の項目は初期化されません。
　　・「HS REGISTER ALL DELETE」

・留守番電話の設定

・録音された用件、通話録音、在宅用件録音、
　自作応答メッセージ

ＢＡＳＥ
ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ

ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ？

ＣＯＮＦＩＲＭ
ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ？

Fx009_P094_参考-初期化-1_a.ai



お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

95

子機を初期化する

ーご参考ー

待受表示中に

　　 　 を押す

　　 　 または　　　　を押して
「HANDSET INITIALIZE」を
選ぶ

　　 　 を押す

　　 　 を押す

　　 　 を押す

■初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、子機
　の電池を抜かないでください。
■初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできま
　せん。
　また、子機を使用しないでください。

お知らせ

ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＩＮＧ
　　　　＞＞＞＞

ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥＤ

初期化される内容

・機能一覧表の各項目
※次の項目は初期化されません。
　　・「MESSAGE ALL DELETE」
　　・「ORIGINAL MSG RECORDING」
　　・「MESSAGE RECORDING」
　　・「DATE SETUP」
　　・「BASE SETUP」
　　・「HS REGISTER」

・音量の設定

・発信履歴

・着信履歴

ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ？

ＨＡＮＤＳＥＴ
ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ

ＣＯＮＦＩＲＭ
ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ？

Fx010_P095_参考-初期化-2_a.ai



子機増設（親機への登録）のしかた

96 ーご参考ー

液晶ディスプレイの表示によって手順が
異なります

増設子機は、ご使用の前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録を行なってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

　登録をする前の準備

増設子機を30分以上充電する

親機の電源が入っていることを
確認する

親機のカバーを開ける（13ページ）

親機と増設子機を並べる

「ピー」と鳴り登録が完了します。
親機の電源ランプが点灯します。

登録が終わったら、約5秒たってから
子機から他の子機を呼び出し、正しく登録
されているかを確認してください。

親機の登録ボタン

（　　　　　）を2秒以上押す

親機の電源ランプが点滅し、子機登録
可能状態になります。
約60秒間点滅されますので、点滅中に
手順　　,　　 の操作をしてくだ
さい。

親機内面または底面にある
シール（　 　 　）の下段に記載
の4桁の数字をダイヤルボタンで
入力する

親機のカバーを閉める
　　　　　　　　（13ページ）

△△△△
○○○○

　　　  を押す

　　　  を押す

→「BASE OUT OF RANGE」と表示
　 手順　　から操作をします。

→「REGISTRATION ERROR」と表示
　 手順　　から操作をします。

待受表示中に

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「HS REGISTER」を選ぶ

ＳＥＴＵＰ　ＢＡＳＥ　＞
ＳＥＴ　ＨＳ　ＭＥＮＵ

　ＣＯＮＮＥＣＴＩＮＧ
　　　　＞＞＞＞

ＨＳ２　ＲＥＧＩＳＴＥＲ
ＤＯＮＥ

ＲＥＧＩＳＴＥＲ　Nｏ．
ＩＮＰＵＴ

登録

Fx011_P096_契約-子機増設-1_a.ai



子機増設（親機への登録）のしかた
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お知らせ

ーご参考ー

■電気雑音の影響を受けると増設登録ができないこと
　がありますので、雑音源から離れて操作をしてください。
■子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

■操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは
　最初から操作をやり直します。
■子機の登録をすべて消すには

　　 待受表示中に　　　  を押す

　　 　　　  または　　　  を押して

　　 「BASE SETUP」を選び

　　 　　　  を押す

　　 　　　  または　　　  を押して

　　 「HS REGISTER ALL DELETE」を選ぶ

　　 　　　  を3回押す

　　 すべての子機の登録が消え、液晶ディスプレイに
　　 「REGISTRATION ERROR」と表示されます。
　　 もう一度子機を使用するときは、すべての子機の
　　 登録操作が必要です。
　　 ※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録
　　　 （23ページ）は消されます。

1

3

2

4

Fx012_P097_契約-子機増設-2_a.ai



停電のとき

98 ーご参考ー

お知らせ

■電話をかけることも受けることもできません。

■通話中のときは、電話が切れます。

■留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。

■子機が充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と
　表示され、さらに電池残量が少なくなると「BATTERY LOW」と表示されます。
　液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。（他の登録内容は消え
　ません。）
　停電が復旧すると、日付時刻は「1/1　0：00」から動き始めます。
　日付時刻を合わせてください。（22ページ）

■設定/登録/録音している内容は
　消えることはありません。
　※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

■停電が復旧しても操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってから
　もう一度電源コンセントに差し込んでください。

Fx013_P098_参考-停電.ai



さくいん
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※ ボ夕ン名などは、１2 一１6ページの「各部の名前とはたらき」をこ覧ください。

か

アフ夕ーサービス … 104 
暗証番号 … 60 
安全上のご注意 … 4ー7

一斉呼び出し … 40,42
居留守モ二ター … 57

液晶ディスプレイ
　子機 … 15
　こんな表示が出たときは … 86

オートアンサー … 61
応答専用 … 58
応答メッセージ
　選ぶ … 53,64
　消す … 56
　固定応答メッセージ … 52
　再生 … 52,56,64
　自作応答メッセージ … 56
　録音 … 56
お客様サポートセンター … 104 
お手入れ … 93
親機設定 … 11
親機への登録のしかた … 96
オンフックモード … 30
音量調節する … 24

回線の種別をかえる … 21 
回線レベル設定 … 91

きっかけ音 … 33
機能一覧表 … 10,11 
キャッチホンサービス … 74
キャッチホン・ディスプレイ … 75

ADSL … 88
ISDN … 88

構内交換機 … 90
コールバック … 68
子機間通話 … 40
子機間転送 … 42
子機増設のしかた … 96
故障かな?と思ったら … 78ー85
固定応答メッセージ … 52
こんな表示が出たときは … 86

再生
　応答メッセージの再生 … 52,56,64
　用件の再生 … 54,62
在宅用件録音 … 35
三者通話 … 42

自作応答メッセージ … 56
時短検索 … 50
修理ご相談窓口 … １０4
充電する … 17,18
受話音量 … 24
仕様 … 102
使用上のご注意 … 8,9
初期化 … 94,95

クイック通話 … 36
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※ ボ夕ン名などは、12一16ページの「各部の名前とはたらき」をこ覧ください。

て

接続
　ADSL … 88
　ISDN回線 … 88
　親機の接続 … 20
　光回線 … 89
全検索 … 50
全消去
　子機 … 97
　用件 … 55

夕イムス夕ンプ機能 … 22,54

チャイルドロック … 38
着信音割り当て機能 … 69
着信履歴 … 68

通話録音 … 34

トールセーバ一 … 59
トーン信号 … 39

スピーカー音量 … 24
スピーカーフォン … 30

二ッケル水素電池 … 19

発信履歴 … 27

光回線 … 89
日付・時刻 … 22

内線ボイスコール … 44
内容物 … ３ 
名前登録 … 23
ナンバ一・ディスプレイ … 65ー67

停電のとき … 98
電池 … 17ー19
電話回線の接続 … ２０
電話帳
　消す … ４７
　着信履歴からの登録 … 68
　検索 … 50
　電話をかける … 28
　登録する … 46
　発信履歴からの登録 … 27 
　変更する … 47
電話を受ける … 29
電話をかける … 26

不在着信表示 … 73
プッシュ信号 … 39
プッシュホンサービス … 39
部分消去 … 55

ポーズ … 26,46,90
ボ夕ン操作音 … 37
保留 … 32
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文字入力のしかた … 48

用件
　聞く … 54,62
　消す … 55,62
　録音時間を変更する … 58
呼び出し音
　音量 … 24
　種類 … 25
呼び出し回数 … 59

リサイクル … 19
リダイヤル … 27
リモート操作 … 62ー64

留守番電話の解除 … 53,64
留守番電話の設定 … 52,64
留守番電話のリモート操作 … 62ー64
留守呼び出し回数 … 59

迷惑電話ガード … 70,71
迷惑電話回避機能 … 33
メロディー … 25,69

録音
　件数 … 34,35,53
　時間 … 34,35,53
　通話録音 … 34
　自作応答メッセージ … 56
　在宅用件録音 … 35

無線チャンネル設定 … 92

※ ボ夕ン名などは、１2 一１6ページの「各部の名前とはたらき」をこ覧ください。



主な仕様

102 ーご参考ー

Fx015_P102_参考-仕様.ai

項  目

ダイヤル方式 回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

５℃～３５℃

●ＡＣアダプター
入力：ＡＣ１００Ｖ±１０％
　　　５０/６０Ｈｚ

出力：ＤＣ９Ｖ
　　　６５０ｍＡまたは
　　　６００ｍＡ

●ニッケル水素電池
ＤＣ３.６Ｖ

７００ｍＡｈ

●ＡＣアダプター
入力：ＡＣ１００Ｖ±１０％
　　　５０/６０Ｈｚ

出力：ＤＣ９Ｖ
　　　200ｍＡまたは
　　　1００ｍＡ

０.２μＦ

約１８５ｇ 約１７４ｇ 約265ｇ約１５５ｇ（電池含む）

１３時間以上

２０ｍＡ ２８０Ω、３０ｍＡ ２０３Ω、４０ｍＡ １６３Ω

待受時：約３.２Ｗ
動作時：約４.３Ｗ

幅１１５ｍｍ×奥行き３５ｍｍ
×高さ１１５ｍｍ

幅４３ｍｍ×高さ１８０ｍｍ
×厚さ２３ｍｍ

幅５０ｍｍ
×奥行き１４４ｍｍ
×高さ８３ｍｍ

幅221ｍｍ
×奥行き51ｍｍ
×高さ83ｍｍ

待受のみ：約１２０時間
連続通話：約6時間

待機中：約１.5Ｗ
充電中：約２.５Ｗ

待機中：約1.5W
充電中：約2.7W
（ライト点灯時）
充電中：約2.5W
（ライト消灯時）

直流抵抗値

消費電力

静電容量

使用可能時間

満充電完了時間

電 源

質 量

使用温度範囲

寸 法
（アンテナ部除く）

親　機 子  機 充 電 器
PT-308用 PT-408用
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Fx016_P103_白ページ.ai





「amadana」カスタマー登録のお勧め

105

Gx002_P105_カスタマー登録.ai

P124T30
PT-308用 PT-408用

P124T40

子機の電池を外したところに記載されている番号です。
製造番号
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Gx003_P106_保証書.ai

コードレス電話機 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した
場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけく
ださい。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し
受けます。

1．ご転居、ご贈答などでお買い上げの販売店にお申しつけできない場合には、弊社のお客様サポートセ
ンターにお申しつけください。

2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
（ロ）お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障または損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外

部要因による故障または損傷。
（ニ）業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故

障または損傷。
（ホ）本書の提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書

き換えられた場合。
（ト）消耗部品の交換、仕様変更など

3．本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective  only  in  Japan.

4．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証
期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポート
センターにお問い合わせください。 
■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスに
　ついての項をご覧ください。　

型　名

お名前

ご住所

修理メモ

TEL

保証期間
お買い上げ日より

本体1年

■
お
客
様
■お買い上げ日

　年　月　日

■販売店名・住所

 PT - 308

株式会社 リアル・フリート
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-27-8　tel 03-5774-0947

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

 PT - 408

demane
見本
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