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TVコールをご利用になる前に

TVコールをかける

TV コールに対応している携帯電話との間で、お互いの映像

音声電話をかけるときと同様に、電話帳や通話履歴なども利

を見ながら通話できます。

用できます。TV コールが相手とつながると双方の映像が表

自分の映像を送信しないように設定することもできます

示され、映像を見ながらスピーカーホン通話できます。

（fP.6-5）。
TVコール利用時のご注意
●

ボーダフォンのTVコールと異なる方式の携帯電話と接続した
ときに、通話が切れる場合があります。このときも、切れるま
での通話料金が課金されます。

●

スピーカーホン通話中は、受話音量を大きくすると会話しづら
くなることがあります。この場合は音量を下げるか、ステレオ
イヤホンマイクをお使いになることをおすすめします。

A 電話番号を全桁（市外局番を含む）入力する
B 電話番号を確認し、オプションメニューから
「TVコール」を選択する
C 通話が終わったらyを押す
補足
●

●

TVコール

●

周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話
ができないことがあります。この場合はステレオイヤホンマイ
クをお使いになることをおすすめします。
スピーカーホン通話のときは、相手の音声がスピーカーから流
れます。ほかの人の迷惑にならないようにご注意ください。

通話中にできる操作は（fP.6-3）

TVコールがつながらなかったときの操作について
オプションメニュー操作をうながすメッセージが表示されたと
きは、オプションメニューから「音声電話」を選択して音声電話
でかけ直したり、「メール作成」を選択して相手にメールを送信
したりできます。「電話帳表示」を選択すると、相手が登録され
ている電話帳の詳細画面を確認できます。

電話番号を入力した画面のオプションメニュー操作
（fP.2-3）
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TVコールを受ける

●

TV コールを受けると、双方の映像が表示され、映像を見な
がらスピーカーホン通話できます。

A TVコール着信中にc（通話）を押す
自画像を送信するかどうかの確認メッセージが表示さ

●

c（通話）を押した直後に表示される自分の映像について
操作1でc（通話）を押した直後には自分の映像が大画面に表
示されますが、この映像は相手に送信されていません。確認メッ
セージが表示されたら、「はい」（自画像を送信）または「いい
え」（代替画像を送信）を選択してください。選択操作後、TV
コール通話が開始されると、小画面に自画像または代替画像が
表示されます。
TVコール中にできる操作は（fP.6-5）

れた場合は
「はい」または「いいえ」を選択する

TVコール中の操作

B 通話が終わったらyを押す

ディスプレイに表示されているアイコンやオプションメ
補足
●

●

●

ステレオイヤホンマイクを接続しているときは
TVコール着信中にステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以
上押しても受けられます。TVコールを切るときもスイッチを1
秒以上押します。
TVコールに応答せずに切るには
o（転送）を押します。
自分の映像を相手に送信したくない場合は
代替画像を送信するようにあらかじめ設定できます（fP.6-5）。
通話中の操作で代替画像の送信に切り替えることもできます
（fP.6-5）。

相田名都

￥ １４４
００：００：００
スピーカーＯＦＦに切替

終了

送る オフ゜ション

c
TVコール

●

ニューを使って操作します。

着信音量を調節するには
TVコール着信中にサイドキー nまたはbを押します。

a
e
d
b
f

a大画面（通常は相手の映像）
b小画面（通常は自分の映像）
c相手の名前／電話番号
d通話時間
eカーソル位置のアイコンの意味
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f操作用アイコン
／

：スピーカーOFFに切替／スピーカーONに切替

：表示モード（相手画像大／小の切り替え）
／

：自画像静止／静止解除

（青）／ （グレー）：カメラ画像に切替／代替画像に

合は
aオプションメニューから「音・カメラON/OFF」を
選択する
b送信を停止する項目をチェックありにし、w（保

切替
／ ：相手画像静止／静止解除

送信する映像の色調／画質を設定する場合は

：外側カメラ／内側カメラの切り替え

aオプションメニューから「表示設定」→「エフェク

A TVコール中にアイコンまたはオプションメニュー
を使って操作する
スピーカーホン通話／通常の通話を切り替える場合は
／

にカーソルを移動してcを押す

相手画像の表示を大画面／小画面に切り替える場合は

TVコール

にカーソルを移動してcを押し、項目を選択する
自画像を静止／静止解除する場合は
／

にカーソルを移動してcを押す

送信する映像をカメラ画像／代替画像に切り替える場
合は
（青／グレー）にカーソルを移動してcを押す
相手映像を静止／静止解除をする場合は
／

にカーソルを移動してcを押す

外側カメラ／内側カメラを切り替える場合は
にカーソルを移動してcを押す
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カメラ映像／音声／ボタン確認音の送信を停止する場

存）を押す

ト」または「画質」を選択する
b項目を反転表示し、c（OK）を押す
送信する映像の明るさを調整する場合は
aオプションメニューから「表示設定」→「明るさ」
の順に選択する
bsで明るさを調整する
送信する映像を拡大／縮小する場合は
aオプションメニューから「ズーム」を選択する
bjで拡大／縮小する
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TVコール中のオプションメニュー操作
オプションメニュー

内

容

スピーカーOFF／ON アイコンを使った操作と同じように、ス
ピーカーホン通話と通常の通話を切り替
えます（fP.6-4）。

TVコールの各種設定
自画像の送信について設定する
お買い上げ時

■

毎回確認

音・カメラON/OFF

カメラ映像、音声、またはボタン確認音の
送信を停止します（fP.6-4）。

「毎回確認」に設定すると、TVコールを受けるたびに自画像

表示設定

送信する映像の色調、画質、または明るさ
を設定します（fP.6-4）。

A c（メニュー）を押し、
「設定」→「通話設
定」→「TVコール」→「自画像送信」の順に
選択する

ズーム

送信する映像を拡大または縮小します
（fP.6-4）。

設定

TV コールの設定を変更できます（fP.65）
。

電話帳検索

電話帳の検索画面に切り替えます。

B 設定を選択し、c（保存）を押す
TVコール

追加

を送信するかどうかを選択できます。

TV コール中の相手の電話番号を、本体ま
たは USIM カードの電話帳に登録します
（fP.5-5）。

プッシュトーン送信

ダイヤルボタンを押して c（送信）を押
すと、プッシュトーンを送信できます。

メモ

メモを作成し、保存します（fP.14-7）。

詳細

相手の電話番号が登録されている電話帳
の詳細画面を確認できます。

ヘッドセットに切替／ Bluetooth 対応のヘッドセットをご利用
本体に切替
の場合に有効です。ヘッドセットを使った
通話または通常の通話に切り替えます。
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代替画像を選択する
お買い上げ時

■

内蔵の画像（Camera Off）

自画像の代わりに送信する静止画を、データフォルダ内から
選択できます。

A c（メニュー）を押し、「設定」→「通話設
定」→「TVコール」→「代替画像」の順に選
択する
B c（変更）を押す
C ファイルの保存場所を選択してファイルを選
択し、c（保存）を押す
TVコール

補足
●

代替画像をお買い上げ時の画像に戻すには
a 操作1〜2を行う
b データフォルダ内のいずれかの画像ファイルを選択し、オプ
ションメニューから「リセット」を選択する
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TVコールがつながらなかったときの
動作を設定する
お買い上げ時

■

毎回確認

A c（メニュー）を押し、
「設定」→「通話設
定」→「TVコール」→「再発信方法」の順に
選択する
B 設定を選択し、c（保存）を押す
補足
●

設定による動作の違いは
TVコールがつながらなかったときは、次のメッセージが表示さ
れます。
「毎回確認」
：オプションメニューからの操作選択をうながす
メッセージ
「音声通話」：音声電話でかけ直すかどうかの確認メッセージ
「メール」：相手にメールを送信するかどうかの確認メッセージ
「なし」に設定した場合は、何も表示せず発信を終了します。

