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はじめに
このたびは、「 Vodafone 705SH」をお買い上げいただき、まことにあ

«Vodafone 705SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り

«本書は日本国内向けです。

«本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

«本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（ AP.18-26

«ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。 

705SHは、 3G方式と GSM方式に対応しております。

ご注意

«本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

«本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

«本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記

点がございましたらお問い合わせ先（ AP.18-26）までご連絡くださ

«乱丁、落丁はお取り替えいたします。
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に、お客様が不要となってお持ちに

クのあるお店で回収し、リサイクル

通信履歴・メール等）は

TINSJA215AFZZ

06E 199.2 DS AI388①

T M

この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。
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en Vodafone 705SH　取扱説明書

2006年６月 第１版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた

ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください

機種名： Vodafone 705SH
製造元：シャープ株式会社

携帯電話・ PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するため

なる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマー

を行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳・
　事前に消去願います。 

PRINTED WITH

SOY INK
この印刷物は、再生紙
を使用しています。

古紙配合率100 ％再生紙を使用しています
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）にした状態で待受画面からの操作

。操作の目安としてご利用ください。

ると きや、音量の調節などでは、 
使用します。

作を下のように表記しています。 

ンには「マナー」の刻印はありません

するため「 D」と表記しています。

 音量／ズームボタン F

マナー／画面切替ボタン

D
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本書では、ことわりがない限り、 Vodafone 705SHをオープンポジション（ AP.1-11

を中心に説明しています。

また、本書で記載されているイラストや画面は、実際のものとは異なる場合があります

メニュ ー項目 を選択 するときや カーソ ルを移 動する とき、

画面をスクロ ールするときな どは、マルチガイドボ タンを

使用します。

本書では、マルチガイドボタ

ンで の操 作を 右の よう に表

記しています。 
.使用するボタンによっては、

下の ように表記しているこ

ともあります。 

,

 
aや bを押すとき …………………… e 
,

 
cや dを押すとき …………………… f 
,

 
abcdを押すとき ………………… g

マナーモードを設定 す

705SH側面のボタンを

本書では、ボタンでの操

.マナー／画面切替ボタ

が、他のボタンと区別

本書の見かた

マルチガイドボタン

d

b

cÇ

aÅ %

サイドボタン

E
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す。

作を示しています。）

本書の表記

○（ f） 

し、

とを

「○○○」を選ぶ
示しています。

 705SH」を「 705SH」
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目的の操作に至るまでのメニュー操作（ %で始まる操作）は、次のように表記していま

（白背景の四角はメニューで選択する項目、グレー背景の四角はメニュー選択以外の操

■補足操作

メニュー X ○○○○○ S ○○を選ぶ S ○○を○○する S メニュー（ B） S ○○

%を押すことを
示しています。

画面表示や設定などの操作を
行うことを示しています。

メニューから「○○○○○」

を選び、 %を押すことを
示しています。

（　）内のボタンを押

メニューを表示するこ
示しています。

フォルダやファイルを

選び、 %を押すことを
示しています。 

fで
ことを

この「 Vodafone 705SH取扱 説明書」の本文 中においては、「 Vodafone
と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

■○○○○○○○○の確認：「○○○○○○」選択S%
, ○○○○○○：上記操作のあとB

操作の目的を示しています。

項目などの選択を示しています。
押すボタンを示しています。

操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示しています。
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ーティリティーソフトウェア

D-ROM）★  ※

ださい。なお、ユーテ ィリティーソフト

いただけます。

話では、ご利用になれません。

絡ください。  
D™メモリカードは 付属していません。

ードに関する機能をご利用いただくこと
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お買い上げ品の確認

■電池パック（ SHBAL1）

（１タイプ　リチウムイオンバッテリー）

■急速充電器（ SHCAA1） ■ユ

（ C

※ユーティリティ ーソフトウェアは、予告 なく変更される場合が あります。あらかじめご 了承く

ウェアの最新版は、ボーダフォンホームページ「 http://www.vodafone.jp」よりダウンロード

★試供品です。オプション品としてのお取り扱いはございません。

注意 X 付属のユーティリティーソフトウェアは、 705SH／ 905SHに対応しています。他の携帯電

補足 X .その他付属品／オプション品につきましては、お問い合わせ先（ AP.18-26）までご連

. 705SHは、 microSD™メモリカードを利用することが できますが、本製品には microS

市販の microSD™メモリカードをお買い求めいただくことにより、 microSD™メモリカ

ができます。 

.本書では、「 microSD™メモリカード」を、以降「メモリカード」と記載いたします。
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るための内容を記載していますので、

、または第三者が受けられた損害につ

ています。

が高い内容を示しています。 

がある内容を示しています。 
る恐れがある内容を示していま

記号は

つける必要があることを表してい

。
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.ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してください。 

.ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す

必ずお守りください。 

.本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様

きましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。

その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分し

内容をよく理解してから本文をお読みください。

■絵表示の意味

安全上のご注意

ご使用の前に 

0 危険 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れ

0 警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れ

0 注意
誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受け

す。 

12345記号は

してはいけないこと（禁止）を表して

います。 
67記号は

しなければ ならないこと（指示）を表

しています。 
0
気を

ます
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0危険 

きや、使用する場合は、必ず

い。

池パックの液が漏れたり、発

どやけがの原因となります。

投げ込まないでください。

でください。

でたたいた り、踏みつけた り、

ださい。

ックは使用しないでください。

充電器以外は使用しないでくだ

着する場合、うまく装着できな

ないでください。

そば、炎天下など、高温の場所

しないでください。

 705SH専用です。

でください。

が目に入ったときは、こすら

で十分に洗ったあと、直ちに

さい。

ります。 

いについて

1

6
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705SHに使用する充電器および電池パック、卓上ホル

ダーは、ボ ーダフ ォン が指定 したも のを使 用する

（ AP.iii）

指定品 以外の ものを使 用する と、電池パ ックを 漏液・発

熱・破裂させる原因となります。また、充電器が発熱した

り、故障・感電・火災の原因となります。

充電端子どうしを金属などで接触させない

充電端子を針金 などの金属類（金属製の ストラップなど）

で接触させないでください。また、金属製のネックレスや

ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでくださ

い。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火・感電によ

り、やけどやけがの原因となります。専用ケースなどに入

れて持ち運んでください。

電池パックを充電すると

次のことを守ってくださ

正しく使用しないと、電

熱・破裂・発火により、やけ

«加熱したり、火の中へは

«分解・改造・破壊しない

«釘を刺し たり、ハンマー

ハンダ付けをしないでく

«外傷、変形の著しい電池パ

«充電するときは、専用の

さい。（ AP.iii）

«電池パックを 705SHに装

いときは、無理に装着し

«火のそばや、ストーブの

での充電・使用・放置は

«付属品の電池パックは、

他の機器には使用しない

電池パックが漏液して液

ずに、すぐにきれいな水

医師の治療を受けてくだ

目に障害を与える恐れがあ

705SH、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

6

1

電池パックの取り扱
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0警告

ったときは 

パックを取り外したあと、急速

セントから抜いて、シガーライ

ーラ イターソ ケットか ら抜い

窓口にご連絡ください。

・感電の原因となります。

場所では使用しない

ど引火性ガスや粉塵の発生する

火災の原因となります。

ダーを持ち運ぶときは、落とし

にしてください。けがや故障の

上ホルダー を落とすなどして、

場 合は、電池 パッ クを 外し て、

口にご連絡ください。そのまま

原因となります。

煙が出たり、異臭がするなどの

きは、 705SHの電源を切って電

充電器はプラグを ACコンセン

ター充電器はプラグをシガーラ

ボー ダフォン の故障受 付窓口

と、火災・感電の原因となりま

7

1

1

7
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内部に物や水などを入れない 

705SHや充電器、卓上ホルダーの開口部から内部に金属類

や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしな

いでください。火災・感電の原因となります。特にお子さ

まのいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多い所では使用

しない

火災・感電の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない 

705SHや充電器、卓上ホルダーの近くに花びん、植木鉢、

コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな

金属物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電の原因となり

ます。

電子レンジや高圧容器に、電池パックや 705SH、充電

器、卓上ホルダーを入れない

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させたり、 705SHや

充電器、卓上ホルダーを発熱・発煙・発火させたり回路部

品を破壊させる原因となります。

分解や改造はしない

«

 

705SHや充電器、卓上ホルダーのキャビネットは、開け

ないでください。感電やけがの原因となります。

内部の点検・調 整・修理は、ボーダフォンの故障受付窓

口にご依頼ください。

«

 
705SHや 充電器、卓 上ホルダ ーを改造し ないでくだ さ

い。火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入

705SHの電源を切って電池

充電器はプラグを ACコ ン

ター 充電器は プラグを シガ

てボーダフォンの故障受付

そのまま使用すると、火災

引火、爆発の恐れがある

プロパンガス、ガソリンな

場所で使用すると、爆発や

衝撃を与えない 

705SHや充電器、卓上ホル

たり、衝撃を与えないよう

原因となります。

万一、 705SHや充電器、卓

キ ャビネ ット を破 損し た

ボーダフォンの故障受付窓

使用すると、火災・感電の

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、

異常な状態に気がついたと

池パックを取り外 し、急速

トから抜いて、シガーライ

イタ ーソケッ トから抜 いて

に修理をご依頼ください。

異常な状態のまま使用する

す。 

705SH、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

1

3

1

1

2
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0警告

SHを振り回したり、投げない

などの事故や故障および破損の

電源を切る

精密 機器の故 障の原因 および

あります。

設定に注意する

注意ください。

だしたら、すぐに電源を切っ

す。 

1

6

6
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事故防止のために

«自動車や自転車などの乗物を運転するときは、 705SHを

絶対にご使用 にならないでください。安全走行を損ない

事故の原因と なります。車などを安全な所に止めてから

ご使用ください。

道路交通法に より、運転中の携帯電話の使用は罰則の対

象となります。（ 2004年１１月１日改正施行）

«自動車やバ イク、自転車などの運転中は、ステレオイヤ

ホンマイクなどを絶対に使わないでください。

交通事故の原因となります。

«歩行中は、周囲 の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ

す ぎないでく ださい。特に、踏切 や横断歩道 などでは、

十分に気をつけてください。

交通事故の原因となります。

ストラップを持って 705

本人や他人にあたり、けが

原因となります。

航空機内では、 705SHの

電波 の影響で 航空機の 電子

安全に支障をきたす恐れが

バイブレータや着信音の

心臓の弱い方は、設定にご

屋外で使用中に、雷が鳴り

て安全な場所に移動する

落雷・感電の原因となりま

705SHの取り扱いについて

1
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0警告

ショートさせない

属類 でショー トさせな いでく

・感電の原因となります。

で使用しない

使用しないでください。

火災・故障の原因となることが

運転に支障のない位置に取り付

落ちたりして、けがや事故の原

ーライターコードが傷ついた

線など）

口に交換をご依頼ください。

・感電の原因となります。

器のプラグを ACコンセントか

なります。

、乳幼児の手の届かない所で

す。

1

1

6

6

7
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指定以外の電圧では使用しない

指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

«急速充電器： AC100V〜 240V 

, 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では

責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

«シガーライター充電器： DC12／ 24V

市販の「変圧器」は使用しない

急速充電器を、海外旅行用として市販されている「変圧器」

などに接続しますと、火災・感電・故障の原因となること

があります。

シガーライター充電器はプラスアース車には使用しない

シガーライター充電器は、マイナスアース車専用です。

プラスアース車には使用しないでください。火災の原因と

なります。

充電器の取り扱いについて

«ぬれた手でプ ラグを抜き差ししないでください。感電の

原因となります。

«タコ足配線は しないでください。発熱により火災の原因

となります。

«コードを傷 つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加

工 したりしな いでくださ い。また、重い物を 乗せたり、

加熱したり、引 っぱったりすると、コードが破損し、火

災・感電の原因となります。

接続コネクターの端子を

接続 コネクタ ーの端子 を金

ださい。

充電器が発熱したり、発火

卓上ホルダーは自動車内

卓上ホルダーを自動車内で

過大な温度と振動により、

あります。

事故防止のために

シガーライター充電器は、

けてください。

取り付けが不十分な場合、

因となります。

急速充電器コードやシガ

ときは（芯線の露出、断

ボーダフォンの故障受付窓

そのまま使用すると、火災

雷が鳴りだしたら

安全のため早めに急 速充電

ら抜いておいてください。

火災・感電・故障の原因と

充電器や卓上ホルダーは

使用・保管する

感電・けがの原因となりま

充電器の取り扱いについて

1

1

1

4

1



  

ts

 

0警告

中ま たは保管 時に異臭 を感じ

変形など、今までと異なること

5SHから取り外し、使用しない

パックを漏液・発熱・破裂・発

端末等の使用に関する指針」（電波環

査研究報告書」（平成 13年 3月「社団

ことを守って使用してくださ

CU）、冠状 動脈 疾 患監 視 病室

持ち込まない。

を切る。

に医用電気機器がある場合は、 

止、持ち込み禁止等の場所を定

療機関の指示に従う。

で、植込み型心臓ペースメー

器以外の医用電気機器を使用

る影響について個別に医用電

ください。

6

6

6
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«充電の際に所 定充電時間を超えても充電が完了しないと

きには、充電 をやめてください。発熱・破裂・発火の原

因となります。

«電池パックが 漏液したり、異臭がするときには直ちに火

気より遠ざけてください。

漏液した電 解液に引火し、発火・破裂する原因となりま

す。

電池 パックの 使用中や 充電

たり、発熱したり、変色・

に気がついたときには、 70
でください。

そのまま使用すると、電池

火させる原因となります。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話

境協議会［平成９年４月］）に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調

法人　電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を

装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位か

ら 22cm以上離して携行および使用してください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除

細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付近に植込み型心

臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着してい

る方がいる可能性がありますので、 705SHの電源を切

るようにしてください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除

細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次の

い。

«手術 室、集中 治 療室（ I

（ CCU）には、 705SHを

«病棟内では 705SHの電源

«ロビー等であっても、付近

705SHの電源を切る。

«医療機関が個々に使用禁

めている場合は、その医

自宅療養等医療機関の外

カおよび植込み型除細動

される場合は、電波によ

気機器メーカ等にご確認

電池パックの取り扱いについて

6

医用電気機器の近くでの取り扱いについて

6

6
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0注意

ついて 

、 705SH が熱くなることがあ

触れたまま使用していると、低

ます。

、特にご注意ください。

温になる場所には置かない 

くなり、やけどの原因となるこ

スピーカーについて 

口）とスピーカーが兼用になっ

時等に、レシーバー（受話口）／

音が 直接耳に 入る恐れ があり

から離すなど注意してお使いく

激すると聴力に悪い影響を与え

分に気をつけてください。

痛める原因となることがありま

いように適度な音量でお楽しみ

 

たときは、自動車の車種によっ

影響を及ぼすことがあります。 

について

0

1

0

0

0
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置き場所について

«ぐらついた台 の上や傾いた所など、不安定な場所に置か

ないでくだ さい。落ちたりして、けがや故障の原因とな

ることがあります。

«調理台や加湿 器のそばなど油煙や湯気があたるような場

所に置かな いでください。火災・事故の原因となること

があります。

«冷気が直接吹きつける所へは置かないでください。

露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

«直 射日光が長 時間あたる場 所（特に密閉し た自動車内）

や暖房器具の近くには置かないでください。

キャビネッ トが変形・変色したり、火災の原因となるこ

とがありま す。また、電池パックが変形して、使用でき

なくなることがあります。

«極端に寒い場 所に置かないでください。故障や事故の原

因となることがあります。

«火気の近くに 置かないでください。故障や事故の原因と

なることがあります。

使用場所について

«ほこりの多い 所では使用しないでください。放熱が悪く

なり、焼損・発火の原因となることがあります。

«海辺や砂地な ど内部に砂の入りやすい所で使用しないで

ください。故障や事故の原因となることがあります。

«キャッシュカ ード、テレホンカードなどの磁気を利用し

たカード類を 705SHに近づけないでください。カードに

記録されているデータが消えることがあります。 

705SHの温度（発熱）に

705SHを 長時間利用すると

ります。

また、 705SHを長時間肌に

温やけどになる恐れがあり

気温や室温が高い場所では

真夏の自動車内など、高

705SHのキャビネットが熱

とがあります。

レシーバー（受話口）／

705SHはレシーバー（受話

ているため、音の再生・着信

スピ ーカー部 分から大 きな

ます。ご使用の際には、耳

ださい。大きな音で耳を刺

る可能性があります。

音量の設定について

音量の設定については、十

思わぬ大音量が出て、耳を

す。

また、耳をあまり刺激しな

ください。

自動車内でご使用のとき

705SHを自動車内で使用し

て、まれに車両電子機器に

705SH、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

0

0

 705SHの取り扱い
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0注意

などが生じることがあります。 

材料、表面処理

塗装処理［下地：アクリル系 UV硬化塗
）］

塗装処理（下地：アクリル系塗装）

ミ（ベース）

下地：ニッケルメッキ）

下地：ニッケルメッキ）／アクリル系 UV

下地：ニッケルメッキ）／アクリル系 UV
ウレタン）

装処理（下地：ウレタン系塗装）

：ニッケル、銅）

ニッケルメッキ） 
り）  

ッケルメッキ）

6
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皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ医師の診断を受ける

下記の箇所に金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹

705SHの取り扱いについて

使用箇所 使用

キャビネット（サブディスプレイ側）、ヒンジカバー 
ABS樹脂／アクリル系 UV硬化
装、不連続蒸着（ブラック色

キャビネット（ディスプレイ側、操作ボタン側、電池パック側）、

電池カバー 
ABS樹脂／アクリル系 UV硬化

ディスプレイ窓、サブディスプレイ窓、カメラ透明窓 アクリル樹脂

ロゴバッジ アクリル系 UV硬化樹脂／アル

接写スイッチ ABS樹脂

スモールライト窓 PC樹脂

カバー（開閉当たり部）、ネジカバー（操作ボタン上部） ウレタン樹脂

マルチガイドボタン（センター部分） ステンレス（クロムメッキ／

マルチガイドボタン（カーソルキー部分）
ステンレス（クロムメッキ／

硬化塗装処理

開始ボタン、電源／終了ボタン、メールボタン、ボーダフォンライ

ブ ! ボタン  、ショートカット／ A/aボタン、クリア／バックボタン、
マルチメディア／文字ボタン、ダイヤルボタン

ステンレス（クロムメッキ／

硬化塗装処理（抜き文字部：

サイドボタン PC樹脂／アクリル系 UV硬化塗

ボタンライン ウレタン樹脂

イヤホンマイク端子カバー、外部機器端子キャップ ウレタン系樹脂

電池パック PC樹脂

充電端子 ステンレス／ Auメッキ（下地

ネジ（ディスプレイ側、操作ボタン側、電池パック側） SWCH12A／ Niメッキ 
microSDピン りん青銅／金メッキ（下地：

microSDカバー ステンレス、 LCP（ガラス入

USIMピン 銅合金／金メッキ（下地：ニ
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0注意

用しない

通し のよい状 態でご使 用くだ

だりしないでください。

が変形し、火災の原因となるこ

は使用しない

使用になるときは、必ずエンジ

。エンジンを切ったまま使用す

耗させる原因となることがあり

ときは

器はプラグを ACコンセントか

充電器 はプラ グをシガ ーライ

 705SHを取り外してください。

プラグを ACコンセントから抜

器はプラグをシガーライターソ

ださい。感電やけがの原因とな

ケーブル類の配線について

または車の乗降に支障がないよ

や事故の原因となることがあり

1

1

7

7

0
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急速充電器コードやシガーライターコードの取り扱い

について

«プラグを抜くときは、コードを引っぱらないでください。

コードを引 っぱるとコードが傷つき、火災・感電の原因

となることがあります。

急速充電器や シガーライターのプラグを持って抜いてく

ださい。

«コードを熱器 具に近づけないでください。コードの被覆

が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

«

 
ACコンセントやシ ガーライターソ ケットへの差し 込み

がゆるくぐら ついていたり、コードやプラグが熱いとき

は使用を中止してください。

そのまま使 用すると、火災・感電の原因となることがあ

ります。

«シガーライタ ーソケットの中は、きれいにしておいてく

ださい。灰など で汚れているときは、プラグを接続しな

いでください。発 熱によりやけどの原因となることがあ

ります。

通電中は卓上ホルダーに長時間触らない

低温やけどの原因となります。

指定以外のヒューズは使用しない

シガーライター充電器のヒューズは、 1A（アンペア）のも

のを使用してください。

指定以 外のヒュ ーズを使 用した り、針金など で代用 する

と、火災・故障の原因となります。

風通しの悪い場所では使

充電 器や卓上 ホルダー は風

さい。

布や布団で覆ったり、包ん

熱がこもり、キャビネット

とがあります。

エンジンが切れた状態で

シガーライター充電器をご

ンをかけておいてください

ると、車のバッテリーを消

ます。

長期間ご使用にならない

安全のため、必ず急速 充電

ら抜 いて、シガー ライタ ー

ターソケットから抜いて、

お手入れのときは

安全のため、急速充電 器は

いて、シガーライター充電

ケットから抜いて行ってく

ることがあります。

シガーライター充電器の

ケーブル類の配線は、運転

うにご注意ください。けが

ます。

充電器の取り扱いについて

1

6

1

1
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0注意

囲温度５℃〜 35℃の場所で行っ

囲以外で充電すると、漏液や発

性能や寿命を低下させる原因と

ご使用の場合は、保護者が取扱

ださい。

、取扱説明書のとおりに使用し

ください。

使用の際に、異臭・発熱や、そ

は、使用しないで、ボーダフォ

絡ください。

状態で、保管・放置はしないで

間保管・放置されるときは、半

クの補充電を行ってください。

電池パックが使用できなくなり

0
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衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

電池パッ クを直 射日光の 強い所や 炎天下の 車内など の高

温の場所で使用したり、放置しないでください。

発熱・発火、電池パックの性能や寿命を低下させる原因と

なることがあります。

水や海水などにつけたり、ぬらさないでください。

電池パックの破損や性能・寿命を低下させる原因となるこ

とがあります。

電池パッ クが漏 液して液 が皮膚や 衣類に付 着したと きに

は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶ

れたりする原因となることがあります。

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てない

でください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、

最寄りのボーダフォンショップへお持ちください。

電池を分別している市町村では、その規則に従って処理し

てください。

電池パッ クは乳 幼児の手 の届かな い所に保 管してく ださ

い。けがなどの原因となることがあります。また、使用す

る際にも 乳幼児 が機器か ら取り外 さないよ うにご注 意く

ださい。

«電池パックの充電は、周

てください。この温度範

熱したり、電池パックの

なることがあります。

«電池パックをお子さまが

説明書の内容を教えてく

また、使用中においても

ているかどうかをご注意

«電池パックをはじめてご

の他異常と思われたとき

ンの故障受付窓口にご連

«電池パックを使い切った

ください。

また、電池パックを長期

年に１回程度、電池パッ

そのままにしておくと、

ます。

電池パックの取り扱いについて

1

1

5

6

1

6
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、ラジオ等をお使いになっている近く

、雑音が入るなどの影響を与えること

意ください。 

。 
号を利用した傍受されにくい商品です

る関係上、通常の手段を超える方法を

者が故意に傍受するケースもまったく

この点をご理解いただいたうえで、ご

者が別の受信機で故意または偶然に受

たときは、自動車の車種によって、ま

響を与えることがありますので、ご注
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.事故や故障などにより 705SH／メモリカードに登録したデー

タ（電話帳・画像・サウンドなど）が 消失・変化した場合の

損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらか

じめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えを

とっておかれることをおすすめします。 

.

 
705SH は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、ト

ンネル内などでは電波が届きにくくなり、通 話が困難になる

ことがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動

すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじ

めご了承ください。 

.

 
705SH を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たち

の迷惑にならないようにご注意ください。 

.

 
705SH は電波法に定められた無線局です。したがって、電波

法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじ

めご了承ください。 

.一般の電話機やテレビ

で 705SHを使用すると

がありますので、ご注

.傍受にご注意ください

705SH は、デジタル信

が、電波を利用してい

とられたときには第三

ないとはいえません。

使用ください。

傍受（ぼうじゅ）とは

無線連絡の内容を第三

信することです。 

.運転中は、 705SHを絶対にご使用にならないでください。 

.

 
705SH をご使用になるために、禁止された場所に駐停車しな

いでください。 

.

 

705SHを車内で使用し

れに車両電子機器に影

意ください。 

.航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。

（電源も入れないでください。）

運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

自動車内でのご使用にあたって

航空機の機内でのご使用について



  

ts

  

なっていません。

の高い所に置かないでください。 

ポケットに入れたり、手に持って持ち

 

に置かないでください。急激な温度変

が腐食する原因となります。 

入れないでください。ポケットなどに

たりすると、洗面所に落としたり、水

す。 

きは、海水がかかったり直射日光があ

グなどに入れてください。 

り、汗をかいた衣服のポケットに入れ

身体の汗が 705SHの内部に浸透し、故

あります。  
かるような場所には置かないでくださ

となります。  

ートの前、または後ろのポケットに入

んだり座席や椅子などに座らないでく

地の衣服のときはご注意ください。 

などに入れるときは、重たい物の下に

ください。  
ク端子に指定品以外のものは取り付け

作を起こしたり、 705SHが破損するこ

ときは、必ず 705SHの電源を切ってか

。

の送信等の動作中に電池パックを取り

デ ータの消失・変化・破損などの恐れ

お取り扱いについて
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en . 705SHの電池パックを長い間外していたり、電池残量のない

状態で放置したりすると、お客様が登録・設 定した内容が消

失または変化してしまうことがありますので、ご注意くださ

い。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、

当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

.

 
705SHは温度：５℃〜 35℃、湿度： 35％〜 85％の範囲でご使

用ください。

極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保

管は避けてください。 

.カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィ

ルターが変色して、画像が変色することがあります。 

.

 
705SHを落下させたり衝撃を与えたりしないでください。 

.お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。

また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色が

あせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご

使用にならないでください。 

.雨や雪、湿気の多い場所でご使用になるときは、水 にぬらさ

ないよう十分ご注意ください。 

.

 
705SHは精密部品で作られた無線通信装置です。

絶対に分解、改造はしないでください。 

.

 
705SHのディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないよ

うご注意ください。 

.

 
705SHを閉じるときは、ストラップなどを挟まないでくださ

い。ディスプレイが破損する原因となります。 
.ステレオヘッドホンの中には開放型のものがあり、音が外に

もれることがあります。

周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。 

.

 

705SHは防水仕様には

水にぬらしたり、湿度

,雨の日にバッグの外の

歩かないでください。

,エアコンの吹き出し口

化により結露し、内部

,洗面所などでは衣服に

入れて、身体をかがめ

でぬらす原因となりま

,海辺などに持ち出すと

たらないように、バッ

,汗をかいた手で触った

ないでください。手や

障の原因となることが

. 705SHに無理な力がか

い。故障やけがの原因

, 705SHをズボンやスカ

れたまま、しゃがみこ

ださい。特に、厚い生

,荷物の詰まったカバン

ならないようにご注意

. 705SH のイヤホンマイ

ないでください。誤動

とがあります。 
.電池パックを取り外す

ら取り外してください

データの登録やメール

外さないでください。

があります。
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Co
nt

en
ts

 

物および著作権者の権利が保護されて

行うことができます。上記の目的を超

ットワーク上での配信などを行うと、

ます。本 製品を使用して複製などをな

願いいたします。また、本製品にはカ

上記と同様の適切なご使用を心がけて

著作権等について

 RSA Security Inc.の RSA ®  BSAFE™

アを搭載しています。 
 Security Inc.の登録商標です。 
SA Security Inc.の米国およびその他

る登録商標です。

アプリックス

ンの実行速度

た JBlend™が

right 1997-

す る商標は、日本およびその他の国に

クスの商標または登録商標です。 
商標は 、米 国およびその他 の国におけ

nc.の商標または登録商標です。 

™は SD Card Associationの商標です。
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.音楽、映 像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作

います。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ

えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネ

「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあり

される場合には、著作権法を遵守のうえ、適 切なご使用を心がけていただきますよう、お

メラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、

いただきますよう、お願いいたします。

動画の撮影／再生の技術には「 MPEG-4」が使われています。 

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent 
Portfolio License for the personal and non-commercial use 
of a consumer to (i) encode video in compliance with the 
MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) 
decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer 
engaged in a personal and non-commercial activity and/or 
was obtained from a licensed video provider. No license is 
granted or implied for any other use. 

Additional information may be obtained from MPEG LA. 
See http://www.mpegla.com.
This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent 
Portfolio License for encoding in compliance with the 
MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license 
and payment of royalties are necessary for encoding in 
connection with (i) data stored or replicated in physical 
media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) 
data which is paid for on a title by title basis and is 
transmitted to an end user for permanent storage and/or 
use. Such additional license may be obtained from MPEG 
LA, LLC. 
See http://www.mpegla.com for additional details.

705SHは、

ソフトウェ

RSAは RSA
BSAFEは R
の国におけ

この製品では、株式会社

が Java™ アプリケーショ

が速くなるように設計し

搭載されています。 
Powered by JBlend™. Copy
2006 Aplix Corporation. 
All rights reserved.

JBlendおよび JBlendに関連

おける株式会社アプリッ

Javaおよび Javaに関連する

る米国 Sun Microsystems, I

microSD



  

ts 下記の１件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特 705SH の Bluetooth ®機能の周波数 帯では、電子レンジなどの産

、工場の製造ライン等で使用されている

無線局な ど（以下、「他の 無線局」と略

。他の無線機器との電波干渉を防止する

してご使用ください。

する前に、近くで同じ周波 数帯を使用

運用されて いないこ とを目視で 確認し

の使用にあたり、 705SHと「他の無線

の事例が発生した場合には、速やかに使

luetooth®機能の使用 を停止（電波の発

い。

りのことが起きたときには、次の連絡先

い。

ン株式会社　お客さまセンター
ン携帯電話から　 157（無料）

からおかけ の場合、「お問 い合わせ先」

-26）を参照してください。 

Hz帯を使用します。変調方式として FH-
与干渉距離は 10m以下です。  

tooth SIG.Inc.の登録商標です。
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Co
nt

en 許権に基づき、 QUALCOMM社よりライセンスされています。 

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more 
of the following United
States Patents and/or their counterparts in other nations ;

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501  
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239  
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338  
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569  
5,710,784 5,778,338

本製品はインターネットブラウザおよび SMILプレーヤとして、

株式 会 社 ACCESS の NetFront Browser お よ び NetFront SMIL
Playerを搭載しています。 

Copyright © 2004-2006 ACCESS CO., LTD.  

ACCESS、 NetFrontは株式会社 ACCESSの日本またはその他の

国における商標または登録商標です。

本製 品 の 一部 分 に Independent JPEG Group が開 発 した

モジュールが含まれています。 

Bluetooth

 

®

 

 is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the 

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is  
under license. Other trademarks and trade names are  
those of their respective owners.

 

業・科学・医療用機器や

構内無 線局、アマチュ ア

す）が運用されています

ため、下記の事項に注意

１ Bluetooth ®機能を 使用

する「他の 無線局」が

てください。

２ 万一、 Bluetooth ®機能

局」との間に電波 干渉

用場所を変えるか、 B 
射を停止）してくださ

３ その他不明な点やお困

へお問い合わせくださ

連絡先：ボーダフォ
　ボーダフォ

※一般 電話

（ AP.18

.この無線機器は、 2.4G
SS変調方式を採用し、

Bluetooth®は、米国 Blue
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Co
nt

en
ts本製 品 は  Adobe Systems Incorporated が 開 発  CP8 PATENT

社名、製品名は各社の登録商標または商

ェアは著作物であり、著作権、著作者人

著作者等の権利が含まれており、これら

保護されています。ソフトウェアの全部

あるいは改変したり、ハードウェアから

ル、逆コンパイル、リバースエンジニア

ださい。第三者にこのような行為をさせ
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した  Macromedia ®  Flash ®  Lite™ テク ノロジ ー

を搭載しています。 
Copyright© 1995-2006  Adobe Systems
Incorporated. All rights reserved.

Macromedia、 Flash、 Macromedia Flash、 
Macromedia Flash Lite は  Adobe Systems
Incorporatedの米国およびその他の 国における商

標または登録商標です。 

MPEG Layer- ３オーデ ィオコー ディング技 術は Fraunhofer IIS
及び  Thomson から実施許諾されています。 

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

Powered by Mascot Capsule

 

®

 

/Micro3D Edition™

Mascot Capsule

 

®

 

 is a registered trademark of HI 
Corporation
©2002-2006 HI Corporation. All Rights Reserved.

着うた ®、 着うた フル ®は、 株式 会社ソ ニー・ ミュー ジック

エンタテインメントの登録商標です。

「 ComicSurfing ®」は、株式会社セルシスの商標または登録商標

です。 

Vodafone、 Vodafone live! （ボーダフォンライブ ! ）、スピーチ

マークデバイスおよび My Vodafone は Vodafone Group Plcの

登録商標または商標です。 

SLIMIA、 TVコール、 Vアプリ、カスタムスクリーン、スカイメー

ル、ムービー写メール、写メール、デルモジ、インプットメモリ、

ちかチャット、マルチジョブはボーダフォン株式会社の登録商標

または商標です。 

その他の記載している会

標です。 

705SHに搭載のソフトウ

格権などをはじめとする

の権利は著作権法により

または一部を複製、修正

分離したり、逆アセンブ

リング等は行わないでく

ることも同様です。



  

ts 「ボーダフォンのボディ SAR　ポリシー」について

は：携帯電話機本体を身体に装着し

にイヤホンマイク等を装着して連続

送信電力時での比吸収率（ SAR）の

 6分間連続通話状態で測定した値を

は、ボディ SARに関する技術基準

委員会（ FCC）の基準および欧州に

います。詳細は「米国連邦通信委員

の影響に関する情報」「欧州におけ

する情報」をご参照ください。

：一般的な携帯電話の装着法として

離を保ち携帯電話機の背面を身体に

を実施しています。電波ばく露要件

から 1.5センチの距離に携帯電話を

用し、ベルトクリップやホルスター

ていないものを選んでください。

ページからも内容をご確認いただけ

jp/japanese/information/sar/ 
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Co
nt

en この機種【 705SH】の携帯電話機 は、国が定めた電波の人

体吸収に関する技術基準に適合しています。

　この技術基準 は、人体頭部のそば で使用する携帯 電話機

などの無線機器 から送出される 電波が人間の健康 に影響を

及ぼさないよ う、科学的根拠に基 づいて定められた もので

あり、人体側頭部 に吸収される電 波の平均エネルギ ー量を

表す比吸 収率（ SAR： Specific Absorption Rate）に つい

て、これが 2 W/kg※の許容値を超え ないこととしています。

この許容値は、使 用者の年齢や身 体の大きさに関係 なく十

分な安全率を含んでおり、世界保健機関（ WHO）と協力関

係にある国際非電離放射線防護委員会（ ICNIRP）が示した

国際的なガイドラインと同じ値になっています。

　この携帯電話機【 705SH】の SARは、 0.44 W/kgです。こ

の値は、国が定め た方法に従い、携 帯電話機の送信 電力を

最大にして測 定された最大の 値です。個々の製品に よって 
SAR に多少の差異が生じることもあり ますが、いずれも許

容値を満足 しています。また、携 帯電話機は、携帯 電話基

地局との通信に 必要な最低限の 送信電力になるよ う設計さ

れているため、実際に通話している状態では、通常 SARは

より小さい値となります。

 SAR について、さらに詳しい情報をお知 りになりたい方

は、下記のホームページをご参照ください。 
---------------------------------------------------------------------------
総務省 電波利用ホームページ 
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会 くらしの中の電波ホームページ 
http://www.arib-emf.org/index02.html
※技術 基準に ついては、電 波法関 連省令 (無線 設備規 則第

１４条の 2)で規定されています。 
---------------------------------------------------------------------------

＊ボディ (身体 ) SARと

た状態で、携帯電話機

通話をした場合の最大

ことです。

＊＊比吸収率（ SAR）：

掲載しています。

ボーダフォングループで

として、米国連邦通信

おける情報を掲載して

会（ FCC）の電波ばく露

る電波ばく露の影響に関

＊＊＊身体装着の場合

身体から 1.5センチに距

向ける位置で測定試験

を満たすためには、身体

固定出来る装身具を使

等には金属部品の含まれ

ボーダフォンのホーム

ます。 
http://www.vodafone.

携帯電話機の比吸収率（ SAR）について



 

xxxiii

 

Co
nt

en
ts「米国連邦通信委員会（ FCC）の電波ばく露の影響に関する 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

は無線送受信機器です。本品は国際

許容値を超えないことを確認してい

立した科学機関である国際非電離放

P）が策定したものであり、その許

や健康状態にかかわらず十分に安全

れる電波の人体に対する影響は、比

 Absorption Rate）という単位を用

器における SAR許容値は 2 W/kgで、

ARの最高値は 1.089 W/kg *です。 

電力を最大にして測定するため、実

は、通常 SARはより小さい値とな

電話機は、通信に必要な最低限の送

信を行うように設計されているため

イル機器の使用に関して、現在の科

影響は確認されていないと表明して

影響を抑えたい場合には、通話時間

は携帯電話機を頭部や身体から離し

るハンズフリー用機器の利用を推奨

しい情報をお知りになりたい場合に

ページをご参照ください。

mf） (英文のみ )

測定試 験は FCCが定めた基準に

す。値は欧州の条件に基づいたもの
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情報」

米国連邦通信 委員会の指針は、独 立した科学機関が 定期的

かつ周到に科学 的研究を行った 結果策定された基 準に基づ

いています。この 許容値は、使用者 の年齢や健康状 態にか

かわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機か ら送出される電 波の人体に対する 影響は、比

吸収率（ SAR: Specific Absorption Rate）という単位を用

いて測定しま す。 FCC で定められてい る SARの許 容値は、 
1.6

 
W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとに FCC が定めた基準で実施され、下記

のとおり本取扱 説明書の記載に 従って身体に装着 した場合

は 0.741 W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機 705SHでは、一般的な携

帯電話の装着法として身体から 1.5センチに距離を保ち携帯

電話機の背面を 身体に向ける位 置で測定試験を実 施してい

ます。 FCC の電波ばく露要件を満たす ためには、身体から 
1.5セン チの距離に携 帯電話を固定出 来る装身具を 使用し、

ベルトクリップ やホルスター等 には金属部品の含 まれてい

ないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身 具は、 FCCの電波ばく露要件

を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率（ SAR）に関する さらに詳しい情報をお 知りにな

りたい方は下記のホームページを参照してください。 

Cellular Telecommunications & Internet Association

(CTIA) のホームページ 
http://www.phonefacts.net (英文のみ )

この携帯電話機 705SH
指針の推奨する電波の

ます。この指針は、独

射線防護委員会（ ICNIR
容値は、使用者の年齢

な値となっています。

携帯電話機から送出さ

吸収率（ SAR: Specific
いて測定します。携帯機

身体に装着した場合の S

SAR測定の際には、送信

際に通話している状態で

ります。これは、携帯

信電力で基地局との通

です。

世界保健機関は、モバ

学情報では人体への悪

います。また、電波の

を短くすること、また

て使用することが出来

しています。さらに詳

は世界保健機関のホーム

（ http://www.who.int/e

*身体に装着した場合の

従って実施されていま

です。
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ご利用になる前に
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1

源を

ティ

。

ボーダフォンライブ ! キャスト

いろい ろな情報が配 信され、自

動的に受信できます。 

P.16-2

話番

SIM
す。

国際ローミング対応 
3G方式と GSM方式に対応してお

り、日本国内／海外で１つの電話

番号を利用できます。 

P.2-16

、ワ

換機

電話帳

最大 750件（１ 件の電話帳 につ

き電話番号と E-mailアドレス各

３件）まで登録できます。 

P.4-2

を見

カメラ

内蔵の カメラで、静止画 や動画

が撮影 できます。撮影後 の画像

はメールで送信できます。 

P.6-2
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ご
利
用
に
な
る
前
に 

. の利用には、市販のメモリカードが必要です。■

代表的な機能

メモリカード

（ microSD™メモリカード）
静止画や動画、音楽 などの各種

データを保存できます。

顔認証

お客様の顔画像を登録し、電

入れ たときなどのセ キュリ

（本人確認）に利用できます

P.8-17 P.9-15

ちかチャット
ちかチャット対応 端末どうしで

メッセージを直接 やりとりでき

ます。 

USIMカード対応 
USIMカード内にお客様の電

号が登録されており、他の U
カード対応機でも利用できま

P.16-4 P.1-4

マナーモード

簡単な操作で 705SHから 音が鳴

らないようにできます。（マ ナー

モード時の動作も変更できます。）

多彩な文字変換

近似予測変換、推測予測変換

ンタッチ変換など、便利な変

能を備えています。

P.2-18 P.3-2

ボーダフォンアドレスブック

サーバ に電 話帳 を保存 した り、 
705SHとサーバの電話帳を同期

させることができます。 

TVコール

お客 様ご自身と相手 の映像

ながら、通話できます。

P.4-15 P.5-2
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に
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メディアプレイヤー データフォルダ ディスプレイ設定

好み

文字

す。

カスタムスクリーン 
705SHを利用中に表示される各

画面を、お 好みの形式に 一括し

て変更できます。 

P.9-5

 

 

デー

み書

カレンダー／予定リスト

時間や 期限の決まった予 定や用

件を登 録して、スケジュ ールを

管理できます。 

P.11-2、 P.11-7

ブッ

デー

外時

憶し

割込通話サービス
通話中 にかかってきた電 話を受

けられます。 

P.12-5

ス

通知

す。 
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オプションサービス

ダウ ンロー ドし た音 楽や 動画、 
705SHで撮影した動画などを再

生できます。

静止画や動画、メロディ、アニメー

ション、テキストメモなど、各種

データをまとめて管理できます。

待受 画面や着信中 などにお

の画像を表示したり、画面の

のサイズ／太さを変更できま

P.7-2 P.8-2 P.9-3

Language／言語選択

メニューや各 種メッセージを日

本語または英 語に切り替えられ

ます。 

Bluetooth

 

®／赤外線通信 

Bluetooth

 
® や 赤外 線 通信 に対

応し ている 他の 機器 との 間で、

データをやりとりできます。

カードリーダモード
705SHのメモリカード内の

タを、パソコンから操作（読

き）することができます。

P.9-5 P.10-2、 P.10-9 P.10-14

ボイスレコーダー 

705SH で音声を録音／再生できま

す。録音した音声をメールで送信し

たり、着信音として利用できます。

バーコード／文字読み取り

バーコードや文字 を読み取った

り、電話帳などから QRコードを

作成できます。

電子ブック

電子 書籍用のデー タ（電子

ク）を 閲覧できます。辞 書

タも利用できます。 

P.11-16 P.11-18、 P.11-21、 P.11-22 P.11-26

転送電話サービス
かかってきた 電話を指定した電

話番号へ転送します。

留守番電話サービス
電話に出られないとき、相手から

のメッセージをお預かりします。

着信お知らせ機能
電源 を切っていると きや圏

にか かってきた電 話を、記

てお知らせします。

P.12-2 P.12-4 P.12-5

多者通話サービス

複数で同時に通話したり、相手を

切り替えながら通話できます。

発着信規制サービス

電話をかけたり受 けたりするこ

とを制限できます。

発信者番号通知サービ

お客 様の電話番号を 相手に

するかどうかを設定できま

P.12-6 P.12-7 P.12-10



  

1

、強い衝撃を与えたとき 
識しなくなることがあります。

フレッシュ」と表示され、リフレッ

戻りますが、故障ではありません。

ード未挿入」とメッセージが表示さ

切り、 USIMカードが正しく装着さ

電源を入れ直してください。 

についてのその他ご注意  

当社に帰属します。 

SIMカードの再発行は有償となります。 

 USIMカードを当社にご返却ください。 

だいた USIM カードは、環境保全のた

ます。  
性能は予告なしに変更する可能性があ

い。 

ードに登録された情報内容は、別途、

することをおすすめします。万一、登

失した場合でも、当社では一切責任を

承ください。  
フォン携帯電話（ USIMカード装着済）

合は、必ず緊急利用停止の手続きを

利用停止の手続きについては、お問い

）までご連絡ください。
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USIM（ユーシム）カード（以下「 USIMカード」と記載）

は、電話番号やお客様情報が入った IC カードです。 USIM
カード対応のボーダフォン携帯電話に取り付けて使用しま

す。 USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発

着信、メール、ウェブなどの機能が利用できません。 

.

 
USIM カードについて詳しくは、 USIM カードに付属の説明書

を参照してください。 

.

 
USIMカードには電話帳を保存できます。（ AP.4-3） 

.

 
USIMカードに保存したデータは、他の USIMカード対応の

ボーダフォン携帯電話でもご利用いただけます。 

.

 
USIMカードの取り付け、および取り外し時には、必要以上に

力を入れないようにしてください。 

.他社製品の ICカードリーダーなどに、 USIMカードを挿入して

故障したときは、お客様ご自身の責任となり当社では一切責

任を負いかねますのでご了承ください。 

.

 
IC 部分はいつもきれいな状態

でご使用ください。 

.お手入れは乾いた柔らかい布

などでふいてください。 

.

 
USIM カードにラベルなどを

貼り付けないでください。故

障の原因となります。

■ 705SHを落としたり
USIMカードを正しく認

そのときは、画面に「リ

シュ終了後、待受画面に

また、画面に「 USIMカ

れているときは、電源を

れているか確認のうえ、

USIMカードのお取り扱い 

USIMカードをご利用になる前に

注意 X 解約／機種変更をしたときや USIMカードを変更したとき、 
705SHを修理したときは、 705SHやメモリカードに保存し

た着うた  ®／着うたフル ®／メロディ／ムービー／ Vアプリ／

ブック／カスタムスクリーンなどのファイルが利用できな

くなることがあります。あらかじめご了承ください。

IC

USIMカード 

USIMカード

.USIMカードの所有権は

.紛失・破損などによる U

.解約・休止などの際は、

.お客様からご返却いた

めリサイクルされてい

.USIM カードの仕様、

ります。ご了承くださ

.お客様ご自身で USIMカ

メモなどに控えて保管

録された情報内容が消

負いかねますのでご了

.USIMカードや、ボーダ

を盗難・紛失された場

行ってください。緊急

合わせ先（ AP.18-26
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ありますので、ご注意ください。  
しないでください。 IC部分に汚れなど

は紛失しないよう、ご注意ください。  

く触れ

にゆっ

る。 

付け

作３

USIMカードを取り付ける／取り外す

!

@

L270_insatsu.book 5 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
.電池パックを取り外した状態（ AP.1-16）で行ってください。 

.

 
USIMカードを無理に取り付けたり、取り外すと、 USIMカードや 705SHが破損することが

.USIMカードを取り付けたり、取り外すときは、 IC部分に不用意に触れたり、傷を付けたり

が付着すると、 USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。（ AP.1-4） 

1 金色の IC部分を下側に
して、 USIMカードを矢

印方向にゆっくりと押

し込む。 

2 電池パックを取り付け

る。（ AP.1-16操作３

以降） 

.取り外した USIMカード

1 USIMカードに軽
ながら、 @の方向

くりとスライドす

2電池パックを取り

る。（ AP.1-16操

以降） 

取り付ける

切り欠き

取り外す



  

1
２コードの入力を３回続けて間違え

または「 PIN２ロック」が設定され

コード（ PUKコード）」は、この PIN
-18）するための暗証番号です。  

ついては、お問い合わせ先（ AP.18-26）

PINコード PINロック解除コード（ PUKコード）

コード の入力を 10回続けて 間違えると 、 

ックされ、 705SH が使用できなくなり

解除コードはメモに控えるなどして、お

ようにご注意ください。  
ックされたときは、ロックを解除する方

す。お問い合わせ先（ AP.18-26）まで

。  

定（ AP.9-18）を「 On」（照合する）に

「 110」などの緊急電話発 信については、 

ください。
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USIMカードには、「 PIN１コード」と「 PIN２コード」の２

つの暗証番号があります。

第三者によるボーダフォン携帯電話の無断使用を防ぐため

の４〜８ケタの暗証番号です。 
.

 
PIN１コードは、 705SHの操作で変更することができます。

（ AP.9-19） 

.

 
PIN On／ Off設定（ AP.9-18）を「 On」（照合する）にする

と、 USIM カードを 705SH に取り付けて電源を入れたとき、 
PIN１コードを入力しないと 705SH を使用することができな

くなります。 

.お買い上げ時には、「 9999」に設定されています。

通話料 金のリ セッ トや「通話 料金上 限設定」（ AP.2-15）

に使用する暗証番号です。 

.

 
PIN２コードは、 705SHの操作で変更することができます。

（ AP.9-19） 

.お買い上げ時には、「 9999」に設定されています。 

PIN１コードまたは PIN
ると、「 PIN１ロック」

ます。「 PINロック解除

ロックを解除（ AP.9

. PINロック解除コードに

までご連絡ください。 

PIN１コード 

PIN２コード 

注意 X . PINロック 解除

USIM カードがロ

ます。 PINロック

忘れにならない

. USIMカードがロ

法がなくなりま

ご連絡ください

. PIN On／ Off設
していると きの

P.2-3を参照して
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などを削除するときや、各種メニュー

などに使用します。 

などを行うときに使用します。  

字入力リストや記号リストなどを表示

。 

／スピーカー

がここから聞こえます。

r

q

p

o

n

s

k
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1ディスプレイ 

2メールボタン

メールを利用するときや、画面左下のソフトキー（ AP.1-

23）を利用するときに使用します。 

3開始ボタン

電話をかけるときや受けるとき、全通話履歴を表示するとき

に使用します。 

4ショートカット／ A/aボタン

ショー トカットリストを 表示するときや、文字 入力時に

大文字⇔小文字を切り替えるときなどに使用します。 

5クリア／バックボタン

入力した電話番号、文字

をキャンセルするとき

6ダイヤルボタン

電話番号や文字の入力

7*ボタン

文字入力画面で、絵文

するときに使用します

8レシーバー（受話口）

相手の声や着信音など

各部の名称と機能

本体

e

c

d

8

3
4

2

1

5

6

b

9

a

7

f

h
i

j

g
l

m



  

1 9インカメラ 

コール利用時、ここから撮影した画像が相手に送られます。 

j充電端子 

ストラップ取り付け穴

り付ける穴です。（金属性のストラッ

ださい。） 

ンマイクなどを接続する端子です。通

じてお使いください。 

送受信するときに使用します。 

カバー） 

通常モード（「 o」）を切り替えるとき

ンテナが内蔵されています。

いて  

ンテナで送受信するため、外部アンテナ

 

分は、手で覆ったりすると感度に影響し

ください。また、内蔵アンテナ部分にシー

いでください。 

向きや通話している場所によっては、通

ことがあります。 

では、クローズポジション（ AP.1-11）

おすすめします。

方法は代表的なものを記載しています。
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TV
aマルチガイド／誤動作防止ボタン

メニュー項目の選択や決定、カーソルの移動、画面をスクロー

ルするときなどに使用します。

また、誤動作防止を設定／解除するときに使用します。

（ %１秒以上長押し） 

bボーダフォンライブ ! ボタン

ウェブを利用するときや、画面右下のソフトキー（ AP.1-

23）を利用するときに使用します。 

c電源／終了ボタン

電源を入れるときや切るときに使用します。 

dマルチメディア／文字ボタン

メディアプレイヤーを起動したり、文字の入力モードを切り

替えるときに使用します。

また、でか文字モードを設定／解除するときにも使用します。

（１秒以上長押し） 

e

 
#ボタン

文字入力画面で、句読点、改行、スペースなどを入力すると

きに使用します。 

fマイク（送話口） 

g外部機器端子

急速充電器やシガーライター充電器などを接続する端子で

す。通常は端子キャップを閉じてお使いください。 

h音量／ズームボタン

受話音量などを調節するときや、カメラのズームを利用する

ときに使用します。 

iマナー／画面切替ボタン

マナーモードを設定／解除するときに使用します。（１秒以

上長押し）

また、メールリストやカレンダー、データフォルダの表示モー

ドを切り替えるときにも使用します。 

k

市販のストラップを取

プは取り付けないでく

lイヤホンマイク端子

オプション品のイヤホ

常は端子キャップを閉

mスモールライト 

n赤外線ポート

赤外線通信でデータを

oサブディスプレイ 

pアウトカメラ（レンズ

q接写スイッチ

接写モード（「 n」）と

に使用します。 

r電池カバー 

s内蔵アンテナ

この部分に通信用のア

注意 X 内蔵アンテナにつ

. 705SHは内蔵ア

はありません。

.内蔵アンテナ 部

ますのでご注意

ルなどを貼らな

.ご使用中の体 の

話品質が変わる

.電波の弱い場所

での待ち受けを

補足 X P.1-7〜 P.1-8の操作
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4ウェブ着信表示／キャスト着信表示（ AP.16-2）／

ソフトウェア更新表示（ AP.18-9）

キャスト着信あり： E
： A
あり： B  
5-4）／音楽再生中表示（ AP.7-4） 
 Vアプリ一時停止中： 6（グレー）

中： L　フォーマット中： J

時： / 

／マルチジョブ機能表示（ AP.1-26）

守番電話サービス設定時： .

し」設定時に表示されます。

中： C 

SB通信中： n

　赤外線通信データ送受信中： W   
 Y※  Bluetooth ®通信中： y   

 Off」にし ているときは、グ レーで表示

2）／スピーカーホン表示／

 AP.2-11）

 ]　アクティブモード： [

ッドセットモード： ,

定しているときに表示されます。

： - マイクミュート中： _

マイクミュート中： c

画面表示
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1モード／電波状態表示 
3Gサービス圏内： g  GSMサービス圏内： k

※「 e」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。 

g：強　 a：中　 b：弱　 c：微弱　 9：圏外 

2着信表示／通信中表示／オフライン表示（ AP.2-20）／

パケット通信表示（ AP.14-2）／ SSL表示（ AP.14-3）

音声電話着信中： |　音声電話通話中： @ 
TVコール通話中： *　オフラインモード中： f  
SSL対応の情報画面表示中： W
パケット通信利用可能時： 9　パケット通信中： [ 

3メール表示（ AP.13-3）

未読メールあり： z　未読配信レポートあり： f
メール容量不足時： z（赤色）

メール受信中： ]　メール送信中： : 

ウェブ着信あり： 3 
ソフトウェア更新表示

ソフトウェア更新結果

5Vアプリ表示（ AP.1

Vアプリ起動中： 6
音楽再生中： 1 

6メモリカード状態表示

取り付け中： i　使用

使用不可能／接触不良

7転送表示（ AP.12-2）

転送電話サービス／留

※音声通話の「呼出な

マルチジョブ機能利用

8外部通信表示 
USB通信可能： X  U
赤外線通信接続中： |

Bluetooth®通信可能：

Bluetooth®通話中： z
※デバイスの公 開を「

されます。 

9モード表示（ AP.9-

マイクミュート表示（

ミーティングモード：

運転中モード： ;　ヘ

マナーモード： v
※上記の各モードを設

スピーカーホン通話中

スピーカーホン通話＋

ディスプレイ

g@z  36i.X]  5
w x;knKqr/u

g@z  36i.X]  5
w x;knKqr/u

1

cb d gh jkief

23 4 65 789 a



  

1 a電池レベル表示（ AP.1-15）

電池パックの残量（電池レベル）の目安が表示されます。
を記載しています。

や 705SH の動作によっては、サブ

クが表示されます。 

表示されることもあります。 

類以上あるときは、 EFでマークを

サブディスプレイ

の時計表示形式を切り替える

 Dを押すたびに、一時的に時計表示形

界時計）を切り替えることができます。 

、時計表示設定（ AP.9-9）の設定は変

通信中など、切り替えられないこともあ

Z メール着信あり )

Y 配信確認あり ?

A 送信失敗メールあり _

B コンテンツキー受信あり *

K Vアプリ開始要求あり F

; キャスト要求あり G

: キャストエラー +

1電池レベル表示

2時刻表示

3電波状態表示

4日付表示
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画面によっては「 l」で表示されます。 

b簡易留守録表示（ AP.2-9）

簡易留守録設定中： w

用件録音時： @（簡易留守録解除時： [） 

cメッセージお預かり表示（ AP.12-4）

留守番電話センターに伝言メッセージあり： x 

d送信失敗表示（ AP.13-9）

送信失敗メールあり： ; 

eアラーム表示（ AP.11-10） 

f予定表示（ AP.11-3）

アラーム ON時： n  アラーム OFF時： o

※予定が設定されている日に、まだ設定時刻になっていない予

定があるときに表示されます。 

g著作権情報表示

コンテンツ・キー受信時： K

※コンテンツ・キーの空容量が少なくなってきたときは、「 g」

（ 10％未満）や「 M」（５％未満）が表示されます。 

hシークレットモード表示（ AP.9-20）

シークレットモード設定中： q 

iダイヤル操作禁止表示（ AP.9-19）／

誤動作防止表示（ AP.1-21）

ダイヤル操作禁止設定中： r 誤動作防止設定中： 0 

j赤外線通信表示

赤外線通信可能時： /（矢印グレー） 

k着信音表示（ AP.9-10）／バイブレータ表示（ AP.9-10）

通常着信音（サイレント）： u

通常着信音（ステップトーン）： t

バイブレータ設定時： s

※サイレントでバイブレータ設定時は「 >」が表示されます。 

.ここでは代表的なもの

■着信後の表示

着信などがあったとき

ディスプレイに次のマー

.マークのあとに件数が

.着信などの動作が３種

切り替えられます。

サブディスプレイ

■クローズポジションで

式（時計大／通常／世

. この操作を行っても

更されません。 

. 音楽再生中や赤外線

ります。

不在着信あり 

簡易留守録用件あり 

着信お知らせあり 

留守番電話サービス伝言あり 

アラーム動作あり  

カレンダーアラーム動作あり 

予定リストアラーム動作あり 

1 2

4

3
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ときや、長時間ご使用にならなかっ

お使いください。 

態では、使用／保存しないでください。

、劣化が進行し、本来の容量が得られ

〜 35℃ 

充電しないでください。指定品以外の

充電制御回路が不適だったり、充電制

ない場合があり、電池パックを劣化さ

危険な状態（発火、発熱など）となる

た、完全に充電できない、電源が入ら

ことがあります。 

す。電池パックを完全に充電しても使

短くなったら、交換時期です。新しい

めください。

ポジションについて 電器のお取り扱い

をご利用になる前に

について
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本書では、 705SHの状態を「クローズポジション」／「オー

プンポジション」と表記しています。

■クローズポジション 
705SHを２つ折りにした状態です。携

帯するときは、この状態にしてくださ

い。

■オープンポジション 
705SHを開いた状態です。ボ タン操作や通話

などを行うときは、この状態にしてください。

はじめてお使いになる

たときは、必ず充電して

.極端な低温／高温の状

極端な温度の状態では

なくなります。

※推奨使用温度：５℃

.指定品以外の充電器で

充電器を使用すると、

御回路が内蔵されてい

せるばかりか、非常に

可能性があります。ま

ないなどの原因となる

.電池パックは消耗品で

用できる時間が極端に

電池パックをお買い求

電池パックと充

電池パックと充電器

電池パックの寿命



  

1
充電器の金属部分（充電端子）が汚れ

、電源が切れたり、充電できないこと

、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてか

使用は避けてください。 

 

多い場所 

 

た状態で、保管・放置はしないでくだ

を長期間保管・放置されるときは、半

を行ってください。そのままにしてお

用できなくなることがあります。 

運ぶときは、袋などに入れてください。

充電を行うときは 充電時のご注意

で充電することはできません。 705SHに

り付けた状態で充電してください。 

待 受状態でも 充電するこ とができ ます。

電したとき、充電中は「 5」が点滅しま

すると、点灯に変わります。  
状態でも充電することができます。
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.充電器を 705SHの充電以外に使用しないでください。 

.電池パックの金属部分（充電端子）を針金などの金属類で

ショートさせると大電流が流れて発熱したり、破損しますの

で、取り扱いにはご注意ください。 

.充電が始まるとスモールライトが赤色点灯します。（電源 OFF
時に充電する場合は、スモールライトが点灯するまでにしば

らく時間がかかることがあります。） 

.充電時間は約 140分です。 

,常温（電源 OFF時）での充電時間の目安です。

周囲温度によって充電時間は異なります。 

.充電中、充電器や 705SHがあたたかくなることがありますが、

異常ではありません。そのままご使用ください。 

.充電器を使用中、ご家庭でお使いのテレビやラジオなどに雑

音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけて

ください。 

.電池パックや 705SH、

ると、接触が悪くなり

があります。汚れたら

らご使用ください。 

.次のような場所でのご

,極端な高温や低温環境

,湿気、ほこり、振動の

,直射日光のあたる場所

.電池パックを使い切っ

さい。また、電池パック

年に１回程度、補 充電

くと、電池パックが使

.電池パック単体を持ち

補足 X .電池パック単体

電池パックを取

.電源 を入れて、

電源を入れて充

す。充電が完了

. 705SHを開いた
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をされた場合は、電池パックの消耗

利用可能時間が短くなります。 

態で使用／保存されているとき（周囲

でお使いください。）  
、充電器の充電端子が汚れているとき

ると、接触が悪くなり正常に充電でき

しているときや圏外で待受状態にして

波状態の良い環境でお使いください。） 

るとき 

ド読み取りを多く使用したとき 

したボタン操作（照明の点灯時間が長

き 

イスレコーダーを録音／再生したとき   

く使用したとき 

したとき  
頻繁に変更したとき 

ックライトの点灯時間を長く設定した

るように調整したとき   

 On」にしているとき

完全に充電したときの利用可能時間 電池パックの持ちについて
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※上記の各利用可能時間は、バックライトが「明るさ２」（お買い上

げ時）に設定されているときのものです。 

.連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着

し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な

計算値です。 

.連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着

し、 705SHをクローズポジションにした状態で通話や操作を

せず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的

な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバ

ンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間

が約半分以下になることがあります。また、使用環境（充電

状態、気温など）によっては、ご利用可能時間が変動するこ

とがあります。 

.連続操作時間とは、通話をしないで連続してボタンを押し続

けたときの利用可能時間です。 

.連続再生時間とは、 705SHをクローズポジションにして、オ

ンラインモードで連続して音楽を再生し続けたときの利用可

能時間です。（ステレオイヤホンマイク使用時） 

.電池パックの利用可能時間は電波が安定した状態で算出した

当社計算値です。

次のような使用や操作

が早いため、 705SHの
.使用環境 

,極端な低温／高温の状

温度５℃〜 35℃の場所

, 705SHや電池パック

（充電端子が汚れてい

なくなります。） 

,電波の弱い場所で通話

いるとき（なるべく電

.操作 

,

 
Vアプリを起動してい

,カメラ撮影／バーコー

,動画を再生したとき 

,メール作成などの連続

くなる）を多くしたと

,音楽を再生したり、ボ

, Bluetooth®通信を多

,赤外線通信を多く使用

, 705SHのポジションを

.設定 

,パネル点灯時間やバ

とき 

,パネル照明を明るくな

, Bluetooth®機能を「

連続通話時間 約 140分（ 3Gモード）／約 230分（ GSMモード）

連続待受時間 約 310時間（ 3Gモード）／約 300時間（ GSMモード）

連続操作時間 約５時間

連続再生時間 約 8.5時間 

TVコール

連続通話時間

約 80分（インカメラ使用時）／

約 70分（アウトカメラ使用時）



  

1
クは、一般のゴミと一緒に捨てない

り、個別回収に出すか、最寄りのボー

持ちください。 

町村の場合は、その規則に従って処理

、電池アラーム音が鳴り、充電するこ

セージが表示されます。このときは、約 
す。

電池パックの消耗を軽減するには 不要になった電池パックは

確認

電池レベルを表示します（ AP.1-15）
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ディスプレイの照明 設定（ AP.9-8）を変更し ていただく

と、電池パックの消耗を軽減できます。 
.ディスプレイやバックライトの点灯時間を短くするなど、設

定を変更してください。

充電のメッセ ージが表示さ れ、電池アラーム音 が「ピピピ

…」と鳴り、約 20秒後に電源が切れます。（ 20秒以内に充電

を開始したときは、電源は切れません。）

電池 アラ ーム音 が鳴 って いる とき に "を押 すと、電池 ア

ラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。

（マナーモード設定中は、電池アラーム音は鳴りません。）

■音声電話の通話中に電池が切れたとき 

.電池アラーム音「ピピ」と、断続音が約５秒間隔で鳴ります。

このときは、約 20秒後に通話が終了したあと、電源が切れま

す。 705SHを充電してください。

■ TVコール通話中に電池が切れたとき 
.充電のメッセージが表示され、電池アラーム音が「ピピピ…」

と鳴ると同時に通話が終了します。このあと、約 20秒後に電

源が切れます。

不要になった電池パッ

でください。 
.端子にテープなどを貼

ダフォンショップへお

.電池を分別している市

してください。 

.電池残量が不足すると

とをおすすめするメッ

20秒後に電源が切れま

電池が切れたら

電池レベル表示の

サブディスプレイ
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■電池レベル表示について

.1-7m）や電池レベル表示は、次の

ます。

スモールライト／電池レベル表示

ベル表示

／ l）
状態

滅 周囲温度が５℃〜 35℃以外

滅 電池パックの寿命、異常

滅 充電中

灯 充電完了、待受中

ベル表示

／ l）
状態

灯 電池パックの寿命、異常

灯 充電中

灯 充電完了
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電池レベル表 示は、ご使用の時間 経過とともに次の ように

変化します。

画面の電池レ ベル表示とメッ セージをご確認の うえ、充電

または電池パック交換の目安にしてください。

■ご使用の温度条件によって上図の電池レベル表示は次の

ように変化します

低温下では、レベル１が早めに表示されます。

高温下では、レベル１が遅めに表示されます。

スモールライト（ AP 

ような状態をお知らせし

■電源が入っているとき

■電源が切れているとき

注意 X .上記の電池レベル表示は電池残量の目安です。 

.電池レベル表示がレベル１ になると、動画の撮影、音楽

の再生、ボイスレコーダーの録音 など利用できない機能

があります。（ AP.6-7、 P.7-4、 P.11-16）

電池残量 約70% 約20% 約10%

電池残量の目安（常温：25℃で使用した場合の例）
使用時間

電
池
電
圧

このあたりで「電池残量が足りません。充電し
てください。」を表示します。すぐに充電するか、
充電済の電池パックと交換してください。

レベル３ レベル２ レベル１ レベル０
8／o7／n6／m5／l

705SHの

動作可能電圧

スモールライト
電池レ

（ 5

消灯 点

赤色点滅 点

赤色点灯 点

消灯 点

スモールライト
電池レ

（ 5

赤色点滅 消

赤色点灯 消

消灯 消



  

1

切った状態で行ってください。  
あとは、電池パックを取り外さないで

ながら、 @の

る。 

の方向に持

。 

上げ、取り外

パックを持ち

電池パックを取り付ける／取り外す

!

@

電池カバー

っています。 
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1 電池カバーを押しながら、 @の

方向にスライドする。 

2 電池カバーを矢印の方向に持

ち上げ、取り外す。 

3 電池パックを取り付ける。 

.印刷面を上にして、本体のくぼみ

に電池パックの先を合わせて取

り付けます。 

4 電池カバーを取り付ける。 

.電池カバーを押しながら、電池カ

バーとキャビネットとのすき間

が生じないようにスライドさせ

ます。 

.必ず、 705SHの電源を

. 705SH を操作したすぐ

ください。 

1電池カバーを押し

方向にスライドす

2電池カバーを矢印

ち上げ、取り外す

3電池パックを持ち

す。 

.この部分から電池

上げます。

取り付ける

!

@

電池カバー

取り外す

補足 X 705SHは、リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

.リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行

.リサイクルのときは、次のことにご注意ください。火災・感電の原因となります。 

, ショートさせない。 ,分解しない。
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… 
ネクターを外し、プラグを ACコ
。 

外すときは、両側のリリースボタンを

すぐに引き抜いてください。  
ップを元に戻してください。

急速充電器を利用して充電する

ライト

帯す るとき など は、コード を強 くひっ

曲げたり、ねじったりしないでください。

ります。 

庭用 AC100〜 240Vの電源に対応してい

起因するトラブルについては、当社では

ますのであらかじめご了承ください。
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1 外部機器端子の端子キャップを開いたあと、端子

キャップを回転させてから、急速充電器の接続コネ

クターを 705SHに差し込む。 
.接続コネクターを水平になるように

して、「カチッ」と音がするまでしっ

かりと差し込んでください。 

.端子キャップを開くときは、くぼみ

部分から矢印の方向に開いてくだ

さい。 
2 プラグを家庭用 ACコンセントに差し込む。 
.充電が始まります。［充電時間：約 140分］

（スモールライト赤色点灯： AP.1-15） 

.スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。 

.

 
ACコンセントに差し込む前に、プラグを

起こしてください。（ご使用後は、プラグ

を倒して保管してください。） 

3充電が完了したら

705SHから接続コ
ンセントから抜く

.接続コネクターを

押さえながらまっ

. 705SHの端子キャ

スモール

リリースボタン

接続コネクター

急速充電器

刻印面を上に

外部機器端子

端子キャップ

家庭用ACコンセント
AC100V

プラグ

1

2

3

必ず、付属の急速充電器を使用してください。

くぼみ

注意 X .急 速充電 器を 携

ぱったり、折り

断線の原因とな

.急速充電器は家

ます。 

.海外での充電 に

責任を負いかね



  

1

ックを取り付け、卓上ホルダーに

を挿入し、 2の矢印の方向に「カチッ」

し下げてください。 

。［充電時間：約 140分］

色点灯： AP.1-15） 

消灯すれば、充電は完了です。 
…

 705SHを取り外し、プラグを AC

く。 

コネクターを外すときは、両側のリ

さえながらまっすぐに引き抜いてくだ

卓上ホルダーを利用して充電する

1

2

メ

L270_insatsu.book 18 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
1-18

ご
利
用
に
な
る
前
に 

.卓上ホルダーはオプション品です。 

1 急速充電器の接続コネクターを、卓上ホルダーの接

続端子に差し込む。 

.卓上ホルダーの接続端子は裏側にあります。 

.急速充電器の接続コネクターの挿入方向に注意して、「カ

チッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。 

2 プラグを家庭用 ACコンセントに差し込む。 

.

 

ACコンセントに差し込む前に、プラグを

起こしてください。（ご使用後は、プラグ

を倒して保管してください。） 

3

 

705SHに電池パ
置く。 

.1のように 705SH
と音がするまで押

.充電が始まります

（スモールライト赤

.スモールライトが

4充電が完了したら

卓上ホルダーから

コンセントから抜

.急速充電器の接続

リースボタンを押

さい。

家庭用ACコンセント
AC100V

リリースボタン12
3

接続
コネクター

急速
充電器

プラグ

4

スモールライト

刻印面を下に

接続端子

コードをミゾに
入れてください

ツ

必ず、付属の急速充電器を使用してください。
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… 

ネクターを外し、プラグをシガー

から抜く。 

外すときは、両側のリリースボタンを

すぐに引き抜いてください。  
ップを元に戻してください。  

シガーライター充電器を利用して充電する

シガーライター充電器はマイナスアース

2V、 24V両用）

では使用しないでください。 

充電器の電源は、自動車のキースイッチ

、自動車の種類によっては連動しないこ

自動車から離れるときは、電源が切れて

してください。 

充電器を卓上ホルダーに接続しないでく

原因となることがあります。 

った自動車内では、充電しないでください。 

るときは、 705SHを絶対にお使いになら

。
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.シガーライター充電器はオプション品です。 

1 外部機器端子の端子キャップを開いたあと、端子

キャップを回転させてから、シガーライター充電器

の接続コネクターを 705SHに差し込む。 
.接続コネクターを水平になるようにして、「カチッ」と音

がするまでしっかりと差し込んでください。 
2 シガーライターソケットにプラグを差し込む。 

3 車のエンジンをかける。 

.充電が始まります。［充電時間：約 140分］

（スモールライト赤色点灯： AP.1-15） 

.スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。 

4充電が完了したら

705SHから接続コ

ライターソケット

.接続コネクターを

押さえながらまっ

. 705SHの端子キャ

シガーライター
充電器

2

3
4

シガーライター
ソケット

リリースボタン

接続コネクター

刻印面を上に

外部機器端子

端子キャップ

1プラグ

スモールライト

補足 X .シガ ーライ ター 充電器 の操作 方法 などに つい ては、シ

ガーライター充電器の取扱説明書を参照してください。 

.シガーライター充電器を使って充電するときは、 705SH

を固定させるため、車載ホルダー を利用することをおす

すめします。

注意 X .オプション品 の

車専用です。（ 1

プラスアース車

.シガーライタ ー

に連動します が

とがありま す。

いることを確認

.シガーライタ ー

ださい。故障の

.炎天下で高温にな

.自動車を運転す

ないでください



  

1

切るときは… 
く（２秒以上）押す。

面が表示されたあと、ディスプレイが

ます。

されます。次の操作を行ってください。 

調整を行う確認画面が表示されます。

た、メールやウェブなどネットワークを

.10-15） 

状態での操作を説明しています。

で "を押すと、待受画面に戻ります。 

戻ります。

、電波状態が表示されるまで時間がかか

通常よりも時間がかかります。  
入」と表示されます。詳しくは、 P.1-4を

を除く）が続くと、電池パックの消耗を
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電源を入れる／切る

1
2
3

待受画面 

1

 

705SHをオープンポジションにする。 

2

 

"を長く（「しばらくお待ちください」

と表示されるまで）押す。

しばらくすると、起動画面が表示されたあ

と、「待受画面」が表示されます。 

3電源を

"を長

終了画

消灯し

はじめてお使いになるとき

■起動画面が表示されたあと、オーナー情報設定の確認画面が表示

B（ Yes） S名前（姓）入力 S%S名前（名）入力 S%
■お買い上げ後、はじめて B、 A、 %を押すと、ネットワーク自動

次の操作を行ってください。 
B（ Yes） 

. ネットワーク自動調整を行うと、日付／時刻が設定されます。ま

利用するサービスが利用できるようになります。 

. ネットワーク自動調整は、手動で行うこともできます。（ AP

. 本書では、ことわりがない限り、日付／時刻が設定されている

待受画面に戻す

■機能を呼び出したあとやメニューを表示したあとなどに、各画面

. 確認画面が表示されたときは、 B（ Yes）を押すと待受画面に

注意 X .電源を入れたときに USIM カードのデータを読み込むため

ることがあります。また、はじめて電源を入れたときは、

. USIMカードが未装着のときは、画面に「 USIMカード未挿

参照してください。

補足 X 705SHは、通話中や操作をしない状態（クローズポジション

抑えるため、自動的に画面表示が消えます。
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番号の確認を終わるときは、 " を

。

さないように設定します。  

作防止が設定されている待受中

 を長く（１秒以上）押す。
が消え、誤動作防止が解除されます。

お客様の電話番号を確認する

防止を解除する

、 P.2-3を参照してください。

れ、 !を押して電話に出ることができま

P.9-2）は、エニーキーアンサーの各ボタ
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1
2

1%0の順に押す。

お客様の電話番号が表示されます。 

.このあと、お客様の情報（オ ーナー情報）

の登録／編集も行えます。（ AP.4-18） 

2 電話

押す

カバンの中に入れて持ち運ぶときなどに、誤ってボタンを押

1%を長く（１秒以上）押す。

「 0」が表示され、誤動作防止が設定されま

す。 

1 誤動

に、%
「 0」

誤ってボタンが押されるのを防ぐ（誤動作防止）

1

誤動作防止を設定する 誤動作

注意 X 誤動作防止設定中の「 110」などの緊急電話発信については

補足 X 誤動作防止設定中は 

.電話がかかってきたときは、一時的に誤動作防止が解除さ

す。［エニーキーアンサーを「 On」にしているとき（ A

ン（ AP.2-6）を押しても電話に出られます。］

通話終了後には、再度誤動作防止が設定されます。 

.

 
"を長く（２秒以上）押しても、電源は切れません。



  

1

文字モードを解除するときは、 
長く（１秒以上）押す。

字モードを設定する前の文字サイズ

ます。 

文字モード設定中に文字サイズを一

更していたときは、変更後のサイズで

されます。

ワンタッチで文字を大きくする（でか文字モード）

、その時点ででか文字モードは解除され
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1
2

 

1待受画面で、 &を長く（１秒以上）押

す。

でか文字モードが設定され、以降各画面での

文字サイズが次のようになります。 

2 でか

&を

でか文

に戻り

.でか

部変

表示

メニュー／リスト表示中 大

メール本文表示中 最大

文字入力中 最大

ウェブ閲覧中 最大

補足 X でか文字モード設定中に文字サイズをすべて変更したときは

ます。（変更後のサイズで表示されます。）
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す。  

ニューの項目

メント

ボーダフォンラ イブ ! キャ スト、

ちかチャット、コミックサーフィ

ンが利用できます。 

 live! ウェブが利用できます。

イヤー
動画や音 楽を再 生するメ ディア

プレイヤーが利用できます。

メールが利用できます。

カメラが利用できます。

ルダ
データフ ォルダ 内のファ イルが

利用できます。

カレンダー、アラームなど便利な

機能が利用できます。 

Vアプリが利用できます。

通話の履歴などを確認できます。

Bluetooth® や赤外線通信、カー

ドリーダ モード などが利 用でき

ます。

電話帳が利用できます。

各種設定が行えます。
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機能の呼び出し方

1
2

メインメニュー 

705SHのいろいろな操作は、「メインメニュー」から行いま

1%を押す。

メインメニューが表示されます。 

2

 

gでメニューを選び、 %を押す。

選んだメニュー内のサブメニュー（ AP.18-

2、 P.18-3）が表示されます。

■メインメ

メインメニューから機能を呼び出す

ソフトキーの使い方

■ 各メニュー画面や操作画面では、次のように最

下行 にボタ ン操作 を示す説 明が表 示され るこ

とがあります。

Aを押したときの

動作を示します。 

%を押したときの

動作を示します。 

Bを押したときの

動作を示します。

エンタテイ

Vodafone

メディアプレ

メール

カメラ

データフォ

ツール

Vアプリ 

通話履歴

外部接続  

電話帳

設定



  

1

作で機能を呼び出

ます。 
規作成（メール）、

サウンド設定、

ー積算メモ  

択 S%S登録する機能選択 S

 S%Se（移動先選択） S%

 Yes）

簡単な操作で機能を呼び出す

。

します。
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1
2

よく使う機能をショートカットに登録しておけば、簡単な操

せます。 
.お買い上げ時には、ショートカットに次の機能が登録されてい

, メインメニュー、電話番号入力、受信ボックス（メール）、新

簡易電卓、アラーム、カスタムスクリーン、ちかチャット、

ディスプレイ設定、 Bluetooth ®、 Vアプリ、世界時計、マネ

1'を押す。

ショートカットに登録されている機能が表示されます。 

2機能を選び、 %を押す。 

.「メインメニュー」、「電話番号入力」は編集できません。 

'S上書きする機能選択 SB（メニュー） S「登録」選
B（決定） 

'S移動する機能選択 SB（メニュー） S「移動」選択

'SB（メニュー） S「設定リセット」選択 S%SB（

ショートカットを利用する

ショートカットを編集する

機能の変更 ショートカット画面で表示される機能を変更します

機能の移動 ショートカット画面で表示される機能の順番を変更

初期値に戻す ショートカットをお買い上げ時の状態に戻します。
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1
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加え、数字のケタ数に応じて利用で

表示されるボタンを押すと、その機

単メール宛先（ AP.13-24）を設定して

した日を含むカレンダーが表示されます。

も、カレンダーは表示されません。

クイックオペレーションを利用する

４ ５〜６ ７〜 12 13〜 32

× × × ×

○ ○ ○ ×

○ ○ × ×

× × × ×

○※ 3 × × ×

○※ 4 × × ×

× ○ ○ ○
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待受画面で数字を入力すると、音声電話／ TVコールの発信に

きる機能が画面に表示されます。この状態で、機能名の前に

能を操作できます。

入力した数字のケタ数に応じて、次の機能が利用できます。

※ 1 「 0」、  「 1」を入力したときは、表示されません。

※ 2 ダイヤル後 B（メール）を押してください。また、あらかじめ簡

おく必要があります。

※ 3 ダイヤル後 aを押してください。当日を含む１年以内で、指定

ただし、存在しない月日［例：「４月 31日」（ 0431）］を入力して

※ 4 設定する時刻を 24時間制の４ケタで入力してください。

※ 5 海外で利用しているときは、「日本へ発信」と表示されます。

■例：「 1111」と入力して簡易電卓を呼び出すとき 
1

 

1111の順に押す。 

2

 

&を押す。

数字のケタ数
機能 １ ２ ３

スピードダイヤル（ AP.4-14） ○※ 1 × ×

簡易電卓（ AP.11-15） ○ ○ ○

マネー積算メモ（ AP.11-25） ○ ○ ○

簡単メール（ AP.13-24） ○※ 2 × ×

カレンダー（ AP.11-2） × × ×

アラーム（ AP.11-10） × × ×

国際発信※ 5（ AP.2-5） × × ×

1 2



  

1

を選び、 %を押す。

機能の画面が表示されます。

点灯） 
チジョブ機能を終了するときは、 
す。

方の機能の画面が表示されます。

消灯）
画面表示時： B（ Yes）

操作中に他の機能を呼び出す［マルチジョブ機能（マルチアプリ）］

ってくると

ジョブ機能」と記載しています。
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1
2
3

操作中に他の機能を呼び出して操作することができます。 

1操作中に、 'を押す。

ショートカット画面が表示されます。 

.利用できない機能はグレー表示されてい

ます。 

.

 
Vアプリ起動中など、マルチジョブ機能が

利用できない状態や機能では、 'は働き

ません。 

.文字入力 画面や電話番 号入力画面では、 
'を長く（１秒以上）押してください。 

2 機能

選んだ

（「 C」

3 マル

"を押

もう一

（「 C」
確認■

マルチジョブ機能利用中に電話がかか

■ %を押すと、電話を受けることができます。

通話を終えると、通話前に操作していた機能の画面に戻ります。

補足 X 本書では、「マルチジョブ機能（マルチアプリ）」を「マルチ
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制用暗証番号」が必要になります。

だいた４ケタの暗証番号で、 705SH
 AP.12-7）の設定を行うときに使

えると、発着信規制サービスの設定変

。このときは、発着信規制用暗証番号

変更が必要となりますので、ご 注意く

い合わせ先（ AP.18-26）までご連絡

は 705SHの操作で変更できます。

号

ご注意ください。いずれの暗証番号も万

（ AP.18-26）までご連絡ください。 

ご注意ください。他人に知られ悪用され

い。
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705SHのご使用にあたっては、「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」、「発着信規

「 9999」もしくはご契約時にお決めいただいた４ケタの番

号です。 
705SHの各機能を操作するときに使用します。 

.入力した操作用暗証番号は「 *」で表示されます。 

.操作用暗証番号を間違えて入力したときは、番号間違いの確

認メッセージが表示されます。操作をやり直してください。 

.操作用暗証番号は 705SHの操作で変更できます。

（ AP.9-20）

お客様がご契約 時に申し込み書 に記入された４ケ タの番号

です。

オプションサービスを一般電話から操作するときや、「ウェ

ブの有料情報」の申し込みに必要な番号です。 

.交換機用暗証番号は 705SHの操作では変更できません。交換

機用暗証番号を変更するときは、手続きが必要となります。詳

しくは、お問い合わせ先（ AP.18-26）までご連絡ください。

ご契約時にお決めいた

で発着信規制サービス（

用する番号です。 

.入力を続けて３回間違

更ができなくなります

と交換機用暗証番号の

ださい。詳しくは、お問

ください。 

.発着信規制用暗証番号

（ AP.12-9）

暗証番号

操作用暗証番号

交換機用暗証番号

発着信規制用暗証番

注意 X .操作用暗証番号や交換機用暗 証番号、発着信規制用暗証番号は、お忘れにならないよ う

一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先

.操作用暗証番号や交換機用暗 証番号、発着信規制用暗証番号は、他人に知られないよ う

たときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ
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MEMO

L270_insatsu.book 28 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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基本的な操作のご案内
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かける操作は P.5-3を参照してください。

番号を確認し、 !を押す。
号を間違えたとき  
、カーソル「＿ 」を移動したあと $
すと、カーソル位置の番号が消えます。  
を長く（１秒以上）押すと、数字がす

消え、待受画面に戻ります。ただし、

ソルを移動しているときは、カーソル

より後ろの番号がすべて消えます。  
押したあとで間違いに気付いたら、 "
して電話を切り、かけ直してください。

お話し中のとき  
押していったん電話を切り、しばらく

からかけ直してください。 

を終了するときは、 "を押す。  

SHをクローズポジションにしても、通

切れます。

未登録の電話番号にかけたとき 

終了後に、電話帳登録確認画面が表示

ます。 

録す るとき： B（ Yes） S P.4-8「発信履

／着信履歴の電話番号を登録する」操作４ 

録しないとき： A（ No） 

帳登録確認画面が表示されないよう

ることもできます。（ AP.4-4）
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2-2

2
基
本
的
な
操
作
の
ご
案
内

日本国内で音声電話をかける操作を説明します。 

.日本国内で国際電話をかける操作は P.2-5、海外で音声電話をかける操作は P.2-17、 TVコールを

電話をかける

1

3
4

2

 

1電源が入っていることを確認する。 

.電波状態を確認してください。

（ AP.1-9 1） 

.画面に「 9」、「 f」、「 0」、「 r」が表示さ

れているときは、ご利用になれません。

（ AP.18-4〜 P.18-6） 

2市外局番からダイヤルする。 

.同一市内への通話でも、必ず市外局番から

ダイヤルしてください。

電話番号通知／非通知の設定：ダイヤル後■  
B（メニュー） S「発信者番号通知」／「発

信者番号非通知」選択 S% 

3 電話

電話番

.fで

を押

.$
べて

カー

位置

.!を

を押

相手が

."を

して

4 通話

. 705
話は

電話帳

.通話

され

, 登

歴

, 登

.電話

にす
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して発信の制限などを設定している

次のようになります。

レシーバー（受話口）とスピーカーの兼用について
注意 X .通話時にマイク（ AP.1-7 f）をふさいでいると、相手

聞こえなくなります。 

分（ AP.1-7 s）には、触れないように

通話品質が悪くなります。 

している場所によっては、通話品質が悪

ります。

料金の目安 を確認する こともでき ます。

2-15） 

ついては、 P.2-11を参照してください。

 119」、「 118」）発信について

発信可

.2-15） 発信可

.2-20） 発信不可 

.9-18） 発信不可

.9-19） 発信可

発信可

発信可

あたっては、無線ネットワークや無線信

設定状態によって動作が異なるため、す

の接続を保証するものではありません。 
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705SH の各機能を利用

とき、緊急電話の利用は

■ 705SH はレシーバー（受話口）とス

ピ ーカ ーが 兼用 になっ てい るた め、

音 の 再 生 ／ 着信 時 な ど に、レシ ー

バ ー（受話口）とス ピーカー 部分か

ら 大きな音が 直接耳に入る 恐れがあ

り ます。ご使用 の際には、耳 から離

すなど注意してお使いください。

大きな音 で耳を刺激 すると聴

力に悪い 影響を与え る可能性

があります。

■オ ープンポジ ションでの 着信／操作

時は音量の制限があります。 

.「音量３」／「音量４」／「音量５」／「ステップトーン」に

設定していても、音量２（「ステップトーン」のときは音量

２が最大）で鳴ります。 

.次の状態のときは、設定した音量にかかわらず、音量１以下

で鳴ります。 

, 通話中／発信中／スピードダイヤル操作中 

, 簡易留守録用件／ボイスメモ再生中、再生終了後３秒以内 

, 通話終了後３秒以内 

.クローズポジションでは、設定した音量で鳴ります。

レシーバー
（受話口）／
スピーカー

にこちらの声が

.内蔵アンテナ部

してください。

.体の向きや通 話

くなることがあ

補足 X .通話 時間や通話

（ AP.2-14、 P.

.通話中の操作に

緊急電話（「 110」、「

誤動作防止（ AP.1-21）

通話料金上限設定（ AP

オフラインモード（ AP

PIN On／ Off設定（ AP

ダイヤル操作禁止（ AP

簡易ロック（ AP.9-19）

発信規制（ AP.12-8）

注意 X 海外でのご利用に

号、 705SHの機能

べての国や地域で

0



  

。 

号を選び、 %を押す。  

す。

れている電話番号に発信されます。

ついて

名前の行の左端に表示されるマー

、次のとおりです。

以前かけた電話番号にもう一度かける（発信履歴） 

電話発信 L TVコール発信

けた日時だけが記憶されます。

削除することもできます。（ AP.2-13）
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1
3 2

以前かけた電話番号を呼び出して簡単に電話をかけられます

.最新の 30件まで記憶しています。 

1

 

c（ i）を押す。

記憶している電話番号と日時が、新しいもの

から順に一覧表示されます。 

.

 
705SHの電話帳に登録されているときは、

相手の名前が表示されます。 

.

 
bを押すと新しいものから、 aを押すと

古いものから順に表示されます。 

.

 
fを押すと、着信履歴や全通話履歴を確認

できます。 

2 電話番

3!を押
表示さ

■マークに

電話番号や

クの意味は

K 音声

補足 X .同じ電話番号に２回以上の電話をかけたときは、最後にか

（音声電話と TVコールは、区別されます。） 

.電源を切っても発信履歴の記憶は消えません。 

.

 
30件を超えたときは、古いものから削除されます。個別に
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らず、ボーダフォン携帯電話番号だけ

Gガイドブック」を参照してください。 

ニュー）を押す。 

発信」を選び、 %を押す。

ストが表示されます。 

の国を選び、 %を押す。

ト以外の 国にかける ：「国番 号入力」選

%S国番号入力 S%  

す。

国際電話をかける

ード）を自動的に付加することができま

いますが、変更することもできます。

は、「国番号リスト」（ AP.9-22）の操

」を参照してください。
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5
2

3
4

1

日本国内で国際電話をかける操作を説明します。 

.海外で音声電話をかける操作は P.2-17を参照してください。 

.ボーダフォン携帯電話にかけるときは、相手のいる国にかかわ

でかけられます。 

.国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。詳しくは、「 3

1相手の電話番号をダイヤルする。 

.一般電話にかけるときは、必ず市外局番か

らダイヤルしてください。

クイックオペレーションを利用するとき

電話番号入力 S'S国選択 S%S操作

５へ

国番号などを直接ダイヤルするとき 
0（１秒以上）（「＋」表示） S国番号入

力 S電話番号入力（先頭の「 0」を除く） 
S操作５へ 

,イタリア（国番号： 39）、ロシア（国番号： 
7）にかける場 合、電話番号の 先頭に「 0」

があるときは、「 0」を省かずに入力してく

ださい。 

2

 

B（メ

3「国際
国名リ

4 相手

リス■

択 S

5!を押

補足 X .待受画面で 0を長く（１秒以上）押すと、「＋」（国際コ

す。国際コードはお買い上げ時「 0046010」に設定されて

（ AP.9-21） 

.よ く利用する国番号が国名リストに登録 されていないとき

作で追加できます。詳しくは、「国際ローミングエリア一覧



  

す。

キーアンサーを「 On」にしているとき

P.9-2） 

ボタンでも電話が受けられます。

〜 9、 (、 #、 g、

、 & 

を終了するときは、 "を押す。  

SHをクローズポジションにしても、通

切れます。

未登録の電話番号からかかってきたとき 

終了後に、電話帳登録確認画面が表示

ます。 
録するとき： B（ Yes） S P.4-8「発信履

／着信履歴の電話番号を登録する」操作４ 

録しないとき： A（ No） 

帳登録確認画面が表示されないよう

ることもできます。

登録番号追加： AP.4-4）

非通知設定」と表示されます。 

きます。（ AP.2-13） 

易留守録で応答することもできます。

。（ AP.9-9〜 P.9-11） 

ができます。 
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電話を受ける

1
2 3

 

1着信中に、 705SHをオープンポジショ
ンにする。 

.相手が電話番号を通知してきたときは、電

話番号が表示されます。 

.

 
705SHの電話帳に登録されているときは、

相手の名前が表示されます。

着信を拒否する：着信中に■  " 
,電話が切れ、着信履歴に記憶されます。

■ TVコール着信時： AP.5-3 

2

 

!を押
エニー

（  A

.次の

 0
 '

3 通話

. 705
話は

電話帳

.通話

され
, 登

歴

, 登

.電話

にす

（未

補足 X .電話番号を通知してこない相手から着信があったときは、「

.着信内容と日付は 30件まで記憶されており、あとで確認で

.簡易留守録に設定していないときは、その着信に限り、簡

（ AP.2-10） 

.着信音の音量やパターン、バイブ、ライトは変更できます

.着信中に次のボタンを押すと、着信音を一時的に消すこと

,オープンポジションのとき： $ 
,クローズポジションのとき： D（１秒以上）
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注意 X 705SH は、レシー バー（受話口）と スピー カーが兼 用に
インフォメーションについて

なかっ たとき や、

ときなどは、イン

されます。 

を押すと、着信履

示されます。 

 %を押すと、用件

P.2-10）

は、不在着信や簡

表示されます。各

、それぞれの情報や各機能の画 面が表

ンマイクを利用して電話を受ける

く（１秒以上）押すと、電話を受けるこ

スイッチを「ピッ」と音が鳴るまで長く

。
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■転送電話サービス： AP.12-2

あらかじめサービスを 開始しておけば、着信中に A（転送）

を押して、登録した電話番号に電話を転送できます。

■留守番電話サービス： AP.12-4

あらかじめサ ービスを開始し ておけば、電波の届か ない場

所にいるときや、通話中のため電話に出られないときに、留

守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。

また、電源を切っ ているときや圏 外時にかかってき た電話

を、インフ ォメー ション でお知 らせす ること もでき ます。

（着信お知らせ機能： AP.12-5）

■簡易留守録： AP.2-9

あらかじめ設定しておけば、相手の用件を 705SHに録音す

ることができます。 

.設定していないときに、一時的に簡易留守録で応答すること

もできます。（ AP.2-10）

なっています。音の再生／着信時などには十分ご注意くだ

さい。ま た、オ ープンポジシ ョンでの着 信／操作時に は、

設定 している音量とは 異なる音量になる ことがあります。

（ AP.2-3）

電話に出られないときに便利な機能

■かかっ てきた 電話に 出

簡易留守録で応答し た

フォメーションが表示

.「不在着信」を選び %
歴（ AP.2-13）が表

.「簡易留守録」を選び

が再生されます。（ A

■インフォメーション に

易留守録以外の情報 も

項目を選び %を押すと

示されます。

スイッチ付きイヤホ

■着信中にスイッチを長

とができます。 

. 電話を切るときは、

（１秒以上）押します



  

表示して電話をかけられます。 

号を選び、 %を押す。  

す。

れている電話番号に発信されます。

ついて

名前の行の左端に表示されるマー

、次のとおりです。

かけてきた相手にかけ直す（着信履歴） 

電話着信 P TVコール着信 

電話不在着信 Q TVコール不在着信 

電話着信拒否 R TVコール着信拒否 

お知らせ _ 留守番電話サービス転送 

留守録着信

は表示されません。 

削除することもできます。（ AP.2-13）
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1
3 2

相手が番号を通知して電話をかけてきたときは、その番号を

.最新の 30件まで記憶しています。 
1

 

d（ q）を押す。

記憶している電話番号と日時が、新しいもの

から順に一覧表示されます。 

.

 
705SHの電話帳に登録されているときは、

相手の名前が表示されます。 

.

 
bを押すと新しいものから、 aを押すと

古いものから順に表示されます。 

.

 
fを押すと、発信履歴や全通話履歴を確認

できます。 

2 電話番

3!を押
表示さ

■マークに

電話番号や

クの意味は

M 音声

N 音声

O 音声

z 着信

^ 簡易

補足 X .シークレットデータの名前は、シークレットモード以外で

.電源を切っても、着信履歴の記憶は消えません。 

.

 

30件を超えたときは、古いものから削除されます。個別に
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が出ているときは使用できません。
 

約 90秒です。 

守録を設定する 

 On」を選び、 %を押す。

簡易留守録が設定されます。 

.設定完了後、 "を押すと待受画面に

戻り、「 w」（用件録音時は「 @」）が

表示されます。

守録を解除する 

 Off」を選び、 %を押す。
簡易留守録が解除されます。

ているときは、簡易留守録に設定できま

P.9-2）の「マナーモード」の設定内容に

ません。 

せん。） 

守録は自動的に解除され、「 [」が表示
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電話を受けられないとき、相手の用件を録音します。 
.簡易留守録は、電源が切れていたり、オフラインモードを設定しているとき、「 9」の表示

このときは、オプションサービスの留守番電話サービス（ AP.12-4）をご利用ください。

.簡易留守録で録音できるのは、ボイスメモ（ AP.2-12）と合わせて 20件まで、または最長

.お買い上げ時には、「 Off」に設定されています。

簡易留守録

1
2

 

1「 On／ Off設定」を選び、 %を押す。

応答文を再生する：「応答文再生」選択■  S% 
,再生の停止：上記操作のあと $ 

2 簡易留

1「

簡易留

1「

簡易留守録を設定／解除する

メニュー X ツール S 簡易留守録 

S 設定

補足 X 待受画面 で $を長く（１ 秒以上）押し て

も、簡易留守録を設定／解除できます。

注意 X .録音できる時間が 12秒以下のときや、すでに 20件録音され

せん。不要なメッセージを削除してください。 

.

 
TVコール着信時に簡易留守録は利用できません。 

.マナーモード中の簡易留守録の設定は、モード設定（ A

従って動作します。

簡易留守録を設定すると

■着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。 

. 録音中に 705SHをクローズポジションにしても、録音は止まり

. 録音中に電話に出るときは、 !を押します。（録音内容は残りま

. 録音が終わると、「 @」が表示されます。

■録音後、簡易留守録が設定できない状態になったときは、簡易留

されます。



  

録音された用件を聞く 応答時間を変更する

ら 簡易留守録が応答するまでの時間 を、

きます。 
択 S%S「簡易留守録」選択 S%S

「応答時間設定」選択 S%S設定時

） S% 
簡易留守録で応答：設定時間入力時に

９秒」に設定されています。

ンサービスの留守番電話サービス、また

合わせてご利用になるときは、呼出し時

順位が変わります。

呼出し時間…   9秒

呼出し時間… 10秒

守録が優先されます。（ただし、電波状

わることがあります。） 

ていても、録音件数が一杯になると転送

ービスが優先されます。

設定していないときの操作

うと、応答文が流れたあと、録音できま

簡易留守録」選択 S% 
録音します。（簡易留守録の設定は「 Off」
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1「簡易留守録再生」を選び、 %を押す。
録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後

の用件を再生し終わると、自動的に止まります。

再生途中の停止：再生中に■  $
次の用件を再生：再生中に■  %（次へ）／ d

前の用件を再生：再生中に■  c（２回）

再生中の用件を削除：■  B（削除） SB（ Yes）

メニュー X ツール S 簡易留守録

注意 X 録音された用件を、イヤホンなどを使わずスピーカーで聞

いている場合に電話がかかってきたとき、着信音は設定し

ている音量にかかわらず音量１以下で鳴ります。

また、再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に止

まります。電話に出るときは、 !を押してください。

補足 X 待受画面で $を押しても、用件が再生できます。

留守録応答や録音中の受話音量を変更する

■簡易留守録で応答中や簡易留守録で録音中の、相手の声の音量

を変更します。 
%S「ツール」選択 S%S「簡易留守録」選 択 S%S

「設定」選択 S%S「音量設定」選択 S%S「受話音量

連動」／「サイレント」選択 S% 
.「受話音量連動」を 選ぶと、相手の声 は、設定済の受話 音量

と同じ音量に設定されます。

■電話がかかってきてか

０〜 59秒の間で設定で

%S「ツール」選

「設定」選択 S%S
間入力（ 00〜 59秒

,着信音を鳴らさずに

「 00」入力 S% 
. お買い上げ時には、「

■簡易留守録をオプショ

は転送電話サービスと

間の設定により、優先

　　例：簡易留守録の

　　　　各サービスの

と設定すると、簡易留

況により優先順位が変

. 簡易留守録を優先し

電話／留守番電話サ

簡易留守録を

■着信中に次の操作を行

す。 
B（メニュー） S「
. その着信に限り留守

のままです。）
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ます。 

用中に変更した音量は保持されません。） 

-12） 

小さくする）または E（大きく

）を押す。

自動的に音量２以下に変更されます。

トオフ）

ス」（ AP.12-6）のお申し込みが必要です。

の声はこちらに聞こえます。

音が流れます。

す。 705SHからポケットベルに文字メッ
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通話中の操作

1
2

受話口から聞こえる相手の声の大きさを、５段階で調節でき
.変更した音量は、電源を切っても保持されます。（スピーカーホン利

.受話音量をあらかじめ設定しておくこともできます。（ AP.9

.お買い上げ時には、「音量３」に設定されています。 
1通話中に、 Fまたは Eを押す。 2 F（

する

通話中に %
スピーカーホン通話の解除：スピーカー通話中に■  % 

.スピーカーホン通話にすると、聴覚保護のため受話音量が

通話中に A（ミュート）

マイクミュートの解除：マイクミュート通話中に■  A（ミュー

■「割込通話サービス」（ AP.12-5）または「多者通話サービ

通話中に B（メニュー） S「保留」選択 S%
保留の解除：保留中に■  B（メニュー） S「再開」選択 S% 
,

 
!を押しても解除できます。

受話音量を調節する

音声の出力先や出力方法を設定する

スピーカーホン スピーカーを使って通話します。

マイクミュート こちらの声を相手に聞こえないようにします。相手

保留 双方の声を聞こえないようにします。相手には保留

プッシュトーンを送信する

■通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュトーンが送信されま

セージを送ったり、自宅の留守番電話を遠隔操作できます。 

. 送信できるプッシュトーンは「 0」〜「 9」、「 *」、「 #」です。



  

0秒です。 
を終了するときは、 %を押す。 

を切っても、録音は終了します。

音内容は消去されません。）

通話中に相手の声を録音する（ボイスメモ）

音 された用件を、イヤホ ンなどを使わず

ピー カー で 聞い てい る場 合に 電話 がか

っ てきたとき、着信音は 設定している音

にかかわらず音量１以下で鳴ります。

示します。 

帳選択 S%

す。 

メニュー） S「新規作成」選択 S%S 

のメールが確認できます。 

項目選択 S%

規作成」選択 S%S P.13-7操作３以降

電話番号入力 S!

ンを発信するかどうかを設定します。 

ン送出 On」選択 S%

などを接続 しているときに、音声出力先

L270_insatsu.book 12 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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1 2
3 

.録音できる時間は、簡易留守録（ AP.2-9）と合わせて最長 9

1通話中に、 B（メニュー）を押す。 

2「ボイスメモ録音」を選び、 %を押す。

録音が始まります。

「簡易留守録再生」選択 S%
再生中の操作：■  AP.2-10 

3 録音

.電話

（録

録音内容の
再生

通話中に録音したボイスメモを、再
生します。

メニュー X ツール S 簡易留守録

注意 X 録

ス

か

量

その他通話中にできること

電話帳確認 705SHに登録済の電話帳やオーナー情報を表

B（メニュー） S「電話帳」選択 S%S電話

電話帳登録 通話中の相手の電話番号を電話帳に登録しま

B（メニュー） S「電話帳」選択 S%SB（

P.4-4操作２以降

メール確認 受信ボックス／送信済みボックス／下書き内

B（メニュー） S「メール」選択 S%S確認

メール作成 メールを新規作成します。 

B（メニュー） S「メール」選択 S%S「新

通話中発信 第三者に電話をかけます。 

B（メニュー） S「発信」選択 S%S相手の

トーン送出 On／ Off ダイヤルボタンを押したとき、プッシュトー

B（メニュー） S「トーン送出 Off」／「トー

補足 X 上記各操作の他、 Bluetooth ®を利用 してハンズフリー機器

を切り替えることもできます。（ AP.10-8）
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です。  

を選び、 %を押す。

履歴の詳細が表示されます。 

（ Yes） 

 S%SB（ Yes） 

」選択 S%
編集 して発 信」選 択 S%S番 号編集 S

SbSP.13-8操作５以降

-8）
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発着信履歴の確認

1 2

発着信の履歴を確認します。確認できる内容は、次のとおり

1!を押す。
全通話履歴が表示されます。

他の履歴の確認：■  d 

2 履歴

選んだ

!S履歴選択 SB（メニュー） S「削除」選択 S%SB

!S履歴の種類選択 SB（メニュー） S「全件削除」選択

!S履歴選択 SB（メニュー） S「発信」／「 TVコール

電話番 号を 編集し て発信： 履歴選 択後■  B（ メニ ュー） S「

!（音声電話）／ !（１秒以上： TVコール） 

!S履歴選択 SB（メニュー） S「メール作成」選択 S% 

全通話履歴 すべての発着信履歴です。

発信履歴 こちらから電話をかけた履歴です。

着信履歴 かかってきた電話の履歴です。

補足 X 通話中に !を押しても全通話履歴を確認できます。

履歴の削除 履歴を１件ずつ削除します。

履歴の全件
削除

履歴を全件削除します。

補足 X 履歴を利用して電話帳へ登録することもできます。（ AP.4

発着信履歴を利用する

発信 履歴を利用して電話をかけます。

メール作成 新規メールを作成します。



  

す。 

間（着信履歴）を、個別に確認できます。 

9-22） 

を終了するときは、 %を押す。  

押すと、待受画面に戻ります。

%SB（ Yes） 

を終了するときは、 %を押す。  

押すと、待受画面に戻ります。

の記憶は消えません。 

留中は計算されます。）
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通話時間／パケット量表示

1
2

直前（前回）の通話時間、累積の通話時間の目安を確認しま

.電話をかけたときの時間（発信履歴）と、かかってきたときの時

.通話中に、通話時間の目安を表示することもできます。（  AP.

1「発信通話時間」または「着信通話時間」
を選び、 %を押す。 

2 確認

."を

「リセット」選択 S%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S

.パケットの料金は確認できません。 

1「前回パケット」または「累積パケット」
を選び、 %を押す。 

2 確認

."を

「リセット」選択 S%SB（ Yes）

通話時間を確認する

メニュー X 通話履歴 S 通話時間

補足 X .電源を切っても、直前の電話の通話時間や累積の通話時間

.着信中や相手を呼び出している時間は計算されません。（保

通話時間消去 通話時間の目安を消去します。

メニュー X 通話履歴 S 通話時間

パケット量を確認する

メニュー X 通話履歴 S データ通信

パケット量
消去

パケット量の目安を消去します。

メニュー X 通話履歴 S データ通信



 

2-15

 

2
基
本
的
な
操
作
の
ご
案
内

を終了するときは、 %を押す。  

押すと、待受画面に戻ります。

 

D

 

1円

入力 S%S料金単位入力 S%S%

IN2コード入力 S%S限度額入力 S%
確認」選択 S%

の記憶は消えません。 

、合算した通話料金を表示します。

度額を超えると、発信できなくなります。

緊急電話発信については、 P.2-3を参照し
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直前（前回）の通話料金の目安や、累積の通話料金の目安を確認します。 

.通話後、自動的に通話料金の目安を表示することもできます。（ AP.9-22）

通話料金表示

1
2

 

1「前回通話料金」または「累積通話料金」
を選び、 %を押す。 

2 確認

."を

「リセット」選択 S%S PIN2コード入力 S%SB（ Yes）

「料金単位設定」選択 S%S PIN2コード入力 S%S通貨

単位の確認：「料金設定確認」選択■  S%

「通話料金上限設定」選択 S%S「通話料金設定」選択 S%S P
限度額の確認：「通話料金上限設定」選択■  S%S「料金設定

残額の確認：「残り度数」選択■  S%

メニュー X 通話履歴 S 通話料金

補足 X .電源を切っても、直前の電話の通話料金や累積の通話料金

.オプションサービスの多者通話サービスを利用したときは

通話料金消去 通話料金の目安を消去します。

メニュー X 通話履歴 S 通話料金

料金単位設定 通話時間と通話料金の換算単位を設定します。

メニュー X 通話履歴 S 通話料金 S 料金単位

通話料金の上限を設定する

通話料金
上限設定

通話料金の上限（限度額）を設定します。設定した限

メニュー X 通話履歴 S 通話料金

注意 X 通話料金上限設定中、限度額を超えたときの「 110」などの

てください。



  

す。

ードです。 

。日本国内では使用できません。

的にモードが切り替わります。

について詳しくは、「国際ローミングサー

や制限などについては、お問い合わせ先

イド」を携帯してください。
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海外での利用（国際ローミング）

1

 

705SHには、次の３つのモードがあります。 

.海外では、「自動」でお使いになることをおすすめします。 

.お買い上げ時には、「 3G」に設定されています。 

1「 3G」、「 GSM」、「自動」のいずれかを選び、 %を押

切り替えたモードで使用できるようになります。

モードを切り替える 

3Gモード 日本国内と海外の 3Gサービスエリアで使用できるモ

GSMモード 海外の GSMサービスエリアで使用できるモードです

自動モード お使いの場所（ネットワークの状態）に応じて自動

メニュー X 設定 S ネットワーク設定（ f） S 3G／ GSM設定

注意 X .国際ローミングのしくみ、使用できる国や地域、料金など

ビスガイド」を参照してください。また、使用できる機能

（ AP.18-26）までご連絡ください。 

.国際ローミングの利用には、別途ご契約が必要です。 

.海外にお出かけになるときは、「国際ローミングサービスガ
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の国を選び、 %を押す。 

番号の前に「＋」と国番号が入力され

。また、電話番号の先頭の「 0」は削

れます。［国 番号がイタリア（ 39）ま

ロシア（ 7）のときは削除されません。］

」は国際発信を示します。）
ト以外の国 にかける：「国番号入力」選

%S国番号入力 S%

フォン携帯電話にかける 

のいる国にかかわらず「日本（ JPN）」

んでください。（直接国番号を入力する

は 81と押します。）  

す。

海外で電話をかける

1）、地域によってはまれに相手の声が聞

することがあります。

国番号リスト」（ AP.9-22）の操作で追

照してください。
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5
2

3
4

1

1相手の電話番号をダイヤルする。 

.一般電話にかけるときは、必ず市外局番か

らダイヤルしてください。 

.滞在国内の一般電話／携帯電話へかける

ときは、操作５へ進みます。

クイックオペレーションを利用して日本に

電話番号入力

かけるとき

 S'S操作５へ

国番号などを直接ダイヤルするとき 
0（１秒以上）（「＋」表示） S国番号入

力 S電話番号入力（先 頭の「 0」を除く） 
S操作５へ 

,イタリア（国番号： 39）、ロシア（国番号：

７）にかける場合、電話番号の先頭に「 0」

があるときは、「 0」を省かずに入力してく

ださい。 
2

 

B（メニュー）を押す。 
3「国際発信」を選び、 %を押す。

国名リストが表示されます。

日本にかける：「日本へ発信」選択■  S%S操

作５へ 

4 相手

.電話

ます

除さ

たは

（「＋
リ ス■

択 S

ボーダ

.相手

を選

とき

5!を押

注意 X 海外で通話を保留したあと、保留を解除したとき（ AP.2-1

こえなくなったり、お客様の声が相手に聞こえなくなったり

補足 X 国番号を追加するとき

よく利用する国番号がリストに登録されていないときは、「

加できます。詳しくは、「国際ローミングエリア一覧」を参



  

しょう。 

をつけましょう。 

定： AP.9-9

、メールが届いたときの音を鳴らさ

P.2-20

波の送受信を停止して、電話をかけ

いようにします。メールの送受信や

なくなります。

-9

、相手の用件を 705SHに録音でき
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携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。 

.劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきま

.レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気

.新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。 

.街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

■マナーモード： AP.2-19

着信音やボタ ン確認音を鳴ら さないよう、簡単な操 作で設

定できます。また、簡易留守録を同時に設定できます。

電話がかかってくると振動でお知らせします。（マナーモー

ド設定中の動作は変更できます。）

■バイブ設定： AP.9-10

電話が かかっ てきたと きやメ ールを 受信した ときな どに、

振動でお知らせします。

■音量調節： AP.9-9

「サイレント」にすると、電話がかかってきたときの音など

を鳴らさない ようにできま す。また、ウェブの情報 画面表

示中や Vアプリ実行中の音も鳴らさないようにできます。

■メール着信音の音量設

「サイレント」にすると

ないようにできます。

■オフラインモード： A

電源を入れたままで電

たり、受けたりできな

ウェブの利用などもでき

■簡易留守録： AP.2

電話に出られないときに

ます。

マナーモード

マナーについて

マナーを守るための機能



 

2-19

 

2
基
本
的
な
操
作
の
ご
案
内  

操作できます。  

長く（１秒以上）押す。

が消え、マナーモードが解除されます。

マナーモードを設定／解除する

モードを解除する

警告音が鳴らなくなります。

量１」で着信音が鳴ります。

ます。

P.9-2）の「マナーモード」の設 定内容

。 

「マナーモード」で変更できます。
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1

.待受画面や情報画面、メディアプレイヤー、 Vアプリ利用中に

1Dを長く（１秒以上）押す。

「 v」が表示され、マナーモードが設定され

ます。 

.モード設 定（ AP.9-2）の「マナーモー

ド」の設定内容に応じて、「 w」（簡易留守

録）、「 s」（バイブレータ）、「 u」（サイレ

ント）、「 t」（ステップ）も表示されます。 

1

 

Dを

「 v」

マナーモードを設定する マナー

マナーモードに設定すると

■ボタン確認音／エラー音／パワー On／パワー Off時のサウンドや

ただし、切替通話の警告音（ AP.12-6）は鳴ります。 

. イヤホンマイクなどを使用しているとき、イヤホンからは「音

■マナーモードを設定しても、カメラ撮影時のシャッター音は鳴り

■簡易留守録、着信音量、バイブレー タなどは、モード設定（ A

に従って動作します。

補足 X .簡易留守録の録音中は、相手の声が受話口から聞こえます

.マナーモード設定中の動作は、モード設定（ AP.9-2）の



  

信、ウェブなど、電波のやりとりを行

」を選び、 %を押す。

が消え、オフラインモードが解除され

オフラインモードを設定／解除する

インモードを解除する

設定 Sネットワーク設定（ f） 

オフラインモード

ンモードを設定すると、ネットワーク接

）を押すと、オフラインモードが設定さ

には接続できません。） 

いては、 P.2-3を参照してください。
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1

電源を切らずに、電波の送受信を停止できます。 

.オフラインモードを設定すると、電話の発着信、メールの送受

う機能は利用できなくなります。 

.お買い上げ時には、「 Off」に設定されています。 

1「 On」を選び、 %を押す。

「 f」が表示され、オフラインモードが設定

されます。 

1「 Off
「 f」

ます。

オフラインモードを設定する

メニュー X 設定 S ネットワーク設定（ f） 

S オフラインモード

オフラ

メニュー X

S

補足 X . Vアプリ（ AP.15-2）を一時停止しているときにオフライ

続不 可の確認画面が表示されます。確認画面で、 B（ Yes

れます。（オフラインモードを解除するまで、ネットワーク

.オフラインモード設定中の「 110」などの緊急電話発信につ
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大文字⇔小文字を切り替える

角英数字 入力モー ド、半角英数 字入力

、大文字⇔小文字が切り替わります。

式（ AP.3-8）では全角入力モード、半

押すと 大文字⇔ 小文字が 切り替 わりま

は、区点全文字（ 6355文字）です。 

lアドレス入力のときなどは、入力できる

ド）が制限されます。

'
zZ

ード 全角英数字入力モード

（小文字）

L270_insatsu.book 2 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
3-2

3
文
字
の
入
力
方
法

ひらがな、漢字、カタカナ（全角／半角）、英数字（全角／

半角）、記号（全角／半角）、絵文字が入力できます。

また、文字の入力 方法には、かな入 力方式とポケベ ル入力

方式があります。 
.ここでは、「ポケベル入力方式で入力する」（ AP.3-8）を除

き、かな入力方式での操作を中心に説明します。

また、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明し

ています。

文字入力モードは、文字入力画面で &を押して切り替えま

す。このあと &を押すたびに、入力できる文字（入力モー

ド）が次のように切り替わります。 

!→ "→ #→ $→ &→ (→ A→ !… 

.入力モード切替中は、 fを押しても切り替わります。 

.「 %」、「 '」は、大文字⇔小文字を切り替えると表示されます。

（ A右記）

文字入力について

文字入力モード

選択できる入力モード 

! 漢字（ひらがな） 

" 全角カタカナ 

# 半角カタカナ 

$ 全角英数字（大／小文字） 

% 全角英数字（小／大文字） 

& 半角英数字（大／小文字） 

' 半角英数字（小／大文字） 

( 半角数字 

A 区点コード

現在の入力モード

■かな入 力方式では、全

モードで 'を押すと

また、ポケベル入力方

角入力 モードで 'を

す。

補足 X .変換できる漢字

.電話帳の E-mai

文字（入力モー

全角英数字入力モ

（大文字）
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れる文字が切り替わります。

ド、区点コード入力モードを除く）

ダイヤルボタンの割り当て

数字

半角］
区点コード 

１ １ 

２ ２ 

３ ３ 

４ ４ 

５ ５ 

６ ６ 

７ ７ 

８ ８ 

９ ９ 

  +※ 1 ０ 

ーズ） ? -※ 4

入力（半角）／
力（全角）

───── 

# ─────
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１つのボタンには複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって表示さ

　例：カタカナ入力モードで 1を３回押すと、「ウ」が表示されます。 

.文字入力中に !を押すと、表示される文字を逆順に切り替えられます。（半角数字入力モー

例：「い」を表示しているときに   !を押すと、「あ」が表示されます。

■ダイヤルボタンの割り当て表

※ 1「 +」は電話番号入力時だけ、長く（１秒以上）押すと入力できます。

※ 2「 -」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※ 3 入力モードに応じて全角または半角で入力されます。

※ 4「 *」、「 P（ポーズ）」、「 ?」、「 -」は、電話番号入力時だけ入力できます。

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］ ［

1
あいうえお
ぁぃぅぇぉ

アイウエオ
ァィゥェォ

＠．／＿―１

2 かきくけこ カキクケコ ＡＢＣａｂｃ２

3 さしすせそ サシスセソ ＤＥＦｄｅｆ３

4 たちつてとっ タチツテトッ ＧＨＩｇｈｉ４

5 なにぬねの ナニヌネノ ＪＫＬｊｋｌ５

6 はひふへほ ハヒフヘホ ＭＮＯｍｎｏ６

7 まみむめも マミムメモ ＰＱＲＳｐｑｒｓ７

8 やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ ＴＵＶｔｕｖ８

9 らりるれろ ラリルレロ ＷＸＹＺｗｘｙｚ９

0 わをんー ワヲンー ０ ０

( ゛゜　履歴／絵文字入力

（全角）／記号入力

゛゜ -
※ 2 履歴／

絵文字入力（全角）／
記号入力※ 3

履歴／絵文字入力

（全角）／記号入力※ 3 

* P（ポ

履歴／記号
絵文字入

# 、。 L（改行）？！□（スペース） ，． L（改行）  ? ! □（スペース） 



  

■ダイヤルボタンの割り当て表（続き）

。

数字

半角］
区点コード 

） 

─── ───── 

入力済コード消去／

１文字消去 

字の上にない［文末にある］とき） 

───── 

─────
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※ 5 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

※ 6 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

※ 7 $（短押し）で消去した文字は、直後に !を連続して押すと、最大 64文字まで復元できます

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］ ［

a 変換（前候補）※ 5 カーソル上移動 

b 変換（後候補）※ 6 カーソル下移動 L（改行

c カーソル左移動 

d カーソル右移動 

& 文字入力モードの切り替え 

'
小文字／大文字変換

（変換できる文字で有効）

小文字／大文字変換、

大文字／小文字入力モード

の切り替え
──

$
短押し

１文字消去／

変換中止
１文字消去

$
長押し

カーソル後消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文

! 最大 64文字まで復元※ 7 

% 決定 

B 音訓変換 ─────

A カナ英数字変換 ─────
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42を２回押す。 

まま入力す るとき

６へ進みます。  

たあと、 eで文

後に変換した漢字

に表示されます。

： B（前頁）／ 

できないとき： AP.3-6  

カナを入力する

全角／半角）で入力します。また、漢字

でひらがなを入力 し、変換候補から選

きます。

P.3-10）でもカタカナを入力できます。
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ここでは、漢 字（ひらがな）入力 モードで「鈴木」と 入力

するときを例に説明します。 
1 漢字（ひらがな）入力モードで、 
3を３回押す。

ひらがなを１文字入力するたびに、変

換候補が表示されます。 

2

 

3を長く（１秒以上）押す。 

.同じボタンを使って次の文字を入力

するときは、ボタンを長く（１秒以

上）押すと、次の文字（そのボタン

に割り当てられている最初の文字）

が入力できます。 

3

 

3を２回押したあと、 (を押す。  

.ひらが なをその

は、このあと操作

5b（変換）を押し
字を選ぶ。 

.漢字変換では、最

が優先してリスト

（学習機能）
他の変換候補画面■

A（次頁）

変換の中止：■  $

目的の漢字に変換■

6%を押す。

文字の入力方法

漢字／ひらがな／カタカナを入力する

カタ

■カタカナ入力モード（

（ひらが な）入力モード

んで入力することもで

■カナ英数字変換（ A



  

「あいうえおつやゆよ」を小文字に

を押す。 

文字では、 'を押

ん。 

を押す。 

入力モードや全角カ

では、「か行」、「さ

回押すとだく点が付

に戻ります。

回押すとだく点、２

がつき、３回押すと

を付けられない文

ても変わりません。  

力モードやカタカナ

字入力モードでは、 
ペースを入力する

近似予測変換と連携予測変換について
小文字（っ、ッなど）を入力する

だく点（゜）を入力する

モードのとき 

点が、２回押すと半だく点が半角１文字

す。 

点を消去するときは、 $を押します。

る

§つ 

V'

 

§っ

§は 

V(

 

§ば 

V(

 

§ぱ 

V(

 

§は

上田 

Vd

上田   ̂
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■目的の漢字に変換できないとき 

P.3-5操作５のあと、 $を押し 、 fで変換 する文字（反転

している文字）の区切りを変えて変換し直します。

例：「み」と「ち」の区切りを変えて変換し直すとき

■複数の変換の対象を一度に採用するとき 
'を押します。

例：「西山大輔」と変換するとき

ひらがなやカタカナの

変換します。 
1文字を入力し、 '
.小文字にできない

しても変わりませ

1文字を入力し、 (
.漢字（ひらがな）

タカナ入力モード

行」、「た行」は１

き、２回押すと元

また、「は行」は１

回押すと半だく点

元に戻ります。 

.だく点や半だく点

字では、 (を押し

1dを押す。
漢字（ひらがな）入

入力モード、英 数

#を６回押してス

こともできます。

■漢字変換では、次の便利な変換機能が利用できます。

近似予測変換

ひらがなを１〜５文字入力するたびに、入力

した文字で始まる変換 候補が表示されます。

専用の辞書を持っており、一般的によく使わ

れる単語が登録されています。

連携予測変換

文字を確定すると、これまでの文字入力／変

換履歴から推測して、確定した文字に続くと

思われる文字の候補を自動的に表示します。 

.お買い上げ時には、両方の変換機能が利用できるように設定

されています。個別に利用を停止することもできます。

（ AP.3-12） 

.予測変 換で優先度を下げ たい候補の種類（人 名や地名など）

を設定することもできます。（ AP.3-12）

ユーザー辞書について

■よく使う単語は、ユーザー辞書に登録しておくと、変換候補に

表示できるようになります。（ AP.9-14） 

c be% be%

 

§み　 §ち Y §みち　  Y 三 §ち Y 三智 ̂ 

b '

 

§に　 §§し　 §や　 §ま　 §だ　 §い　 §す　 §け　 Y §西 §山大輔 Y 西山大輔 ̂

だく点（゛）／半

補足 X 半角カタカナ入力

.１回押すとだ く

分で入力されま

.だく点や半だく

スペースを入力す



 

3-7

 

3
文
字
の
入
力
方
法 

2gで記号／絵文字を選び、 %を押

字を入力したあと

／絵文字を入力で

 A（押すたびに 記号

ト切替）

（押すた びに絵文 字

ト切替）  

て、リストを切り替えることもできます。 
力を解除し、文字を入力するとき

ずれかを押す。

当てられている文字が、入力されます。  
記号／絵文字の入力を解除できます。

改行する

操作したと きは全角記 号／半角記 号が、

操作し たとき は半角 記号 が入力 されま

ードにかかわらず、すべて全角です。） 

したときは、履歴リストには残りません。 

）入力モードで、「きごう」と入力し b
、一部の記号を入力できます。 

については、「絵文字一覧」（ AP.18-16）

い。 

）入力モードで、「はーと」や「はな」な

 b（変換）を押すと、関連する絵文字が

示されることがあります。（絵文字変換）

文字の履歴を消去する

操作を行います。 
入力／変換設定」選択 S%S

ット」選択 S%SB（ Yes） 
：上記操作のあと $S$
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.メールやテキストメモ入力時などで有効となります。 
1 文末で bを押す。 

.文の途中で改行するときは、改行する

位置で #を押して「 L」を表示した

あと、 %を押します。

全角または半角英数字入力モード（大文字／小文字）で、英

数字を入力し ます。半角数字は、半 角数字入力モー ドでも

入力できます。 

.同じボタンを使って、次の文字を入力するとき（例：「ＡＢ」）
は、必ず dでカーソルを移動させてから入力してください。 

,同じボタンを長く押して入力することもできます。（ AP.3-5操作２） 

.全角英数字入力モード、半角英数字入力モードで 'を押す
と、大文字⇔小文字が切り替わります。 

.カナ英数字変換（ AP.3-10）でも英数字を入力できます。 

.絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、 E-mailでは表示さ

れません。 
1 記号／絵文字の入力が可能なモード（ AP.3-3）で、 
(を押す。

これまで入力した記号／絵文字が、新しいものから順に一
覧表示されます。（履歴リスト） 

.お買い上げ時または記号／絵文字の履歴を消去したとき
は、履歴リストは「−」で表示されます。  

す。 

.１つの記号／絵文

も、続けて他の記号

きます。

他の記号の入 力：■

リスト→履歴リス

絵文字の入力：■  B
リスト→履歴リス

,bをくり返し押し

3記号／絵文字の入

は、 1〜 9のい

押したボタンに割り

.$を押しても、

英数字を入力する 

3

 

§Ａ Y Ａ §Ｄ

記号／絵文字／顔文字などを入力する

記号／絵文字を入力する

連絡先です。   ^  

Vb

連絡先です。   L  

^

補足 X .全角 のモードで

半 角のモ ードで

す。（絵文字はモ

.半角記号を入力

.漢字（ひらがな

（変換）を押すと

.利用できる絵文字

を参照してくださ

.漢字（ひらがな

どの言葉を入力し

変換候補として表

記号／絵

■文字入力画面で、次の

B（メニュー） S「

「絵／記号履歴リセ
,文字入力画面に戻る



  

ードで、区点コード（４ケタ： 

力する。  

押す。 
」を選び、 %を押す。 
び、 %を押す。 

び、 %を押す。

力できる状態に切り替わります。

す：「かな」選択 S% 
２ケタ： AP.3-9）を入力する。 

は、かな入力方式に切り替えるまで継

顔文字を入力する 区点コードで入力する

入力する

の文字入力モードを切り替える

、文字入力画面で &を押すたびに、次

す。

反転）→ 区点コード（「 A」反転）→

反転）
入力モードで 'を押すと、大文字⇔小

。 

ード選択時にだけ、切り替えられます。

式では、カナ英数字変換はできません。 

の入力は、ポケベルコード一覧（ AP.3-

ださい。

L270_insatsu.book 8 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
3-8

3
文
字
の
入
力
方
法 

1

 

B（メニュー）を押す。 
2「顔文字」を選び、 %を押す。 
.このあと、２ケタの数字（ 01〜 50）を入力すると、入力

した番号の顔文字が確認できます。 
3 顔文字を選び、 %を押す。 

1

 

B（メニュー）を押す。 

2「簡単アドレス入力」を選び、 
%を押す。 

3 文字を選び、 %を押す。 

.全角／半角モードにかかわらず、 E-
mail アドレス、 URLは半角で入力さ

れます。 

1区点コード入力モ

AP.18-10）を入

1B（メニュー）を
2「入力／変換設定
3「入力方式」を選
4「ポケベル」を選

ポケベルコードで入

かな入力方式に戻■

5ポケベルコード（

.ポケベル入力方式

続します。

補足 X .漢字（ひらがな）入力モードで、「かお」と入力し b（変

換）を押す と、上記の 操作で入 力できる（表 示される）

顔文字以外の顔文字も入力できます。

また、「わーい」や「うーん」などの顔の表情を表す言葉

を入力し b（変換）を押しても、顔文字が入力できます。 

.「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を入力／採

用すると、関連する顔文字が変換 候補として表示される

ことがあります。（顔文字連携）

この顔文字連携が働かないように 設定することもできま

す。（ AP.3-12） 

E-mailアドレス／ URLの一部を簡単に入力する

ポケベル入力方式で

ポケベル入力方式

■ポケベル入力方式では

のように切り替わりま

半角大文字（「 D」

全角大文字（「 B」
■全角入力モード、半角

文字が切り替わります

. 大文字⇔小文字は、モ

補足 X .ポケベル入力方

.だく点、半だく点

9）を参照してく
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■ポケベルコード一覧 

どで有効となります。）

２ケタ目（次に押すボタン） 
3  4  5  6  7  8  9  0
ｳ ｴ ｵ A B C D E 

ｸ ｹ ｺ F G H I J 
ｽ ｾ ｿ K L M N O 

ﾂ ﾃ ﾄ P Q R S T 

ﾇ ﾈ ﾉ U V W X Y 
ﾌ ﾍ ﾎ Z ? ! - / 

ﾑ ﾒ ﾓ ￥ & N ※ 1 

ﾕ ） ﾖ * # スペ
ース M ※ 2 

ﾙ ﾚ ﾛ 1 2 3 4 5 

ﾝ ゛ ゜ 6 7 8 9 0

２ケタ目（次に押すボタン） 

3  4  5  6  7  8  9  0
ｳ ｴ ｵ a b c d e 

f g h i j

k l m n o

ﾂ p q r s t 

u v w x y

z

※ 1 
ﾕ ﾖ ※ 2 

, .
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.空欄は、空白を示します。（何も入力されません。） 

.

 
 部分は、文字入力後 'を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

全角大文字モード

全角小文字モード

半角大文字モード

半角小文字モード

※ 1 70の順に押すと、改行が入力されます。（改行は、メールの本文、テキストメモ入力時な

※ 2 80の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。 

.「 M」、「 N」は半角２文字分となります。

２ケタ目（次に押すボタン） 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

１
ケ
タ
目
︵
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン
︶ 

1 あ い う え お Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

2 か き く け こ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 
3 さ し す せ そ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ 

4 た ち つ て と Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ 

5 な に ぬ ね の Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ 
6 は ひ ふ へ ほ Ｚ ？ ！ − ／ 

7 ま み む め も ￥ & N ※ 1 
8 や （ ゆ ） よ

＊

＃
スペ
ース M ※ 2 

9 ら り る れ ろ １ ２ ３ ４ ５ 

0 わ を ん ゛ ゜ ６ ７ ８ ９ ０

２ケタ目（次に押すボタン） 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

１
ケ
タ
目
︵
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン
︶ 

1 ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 
2 ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ 

3 ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ 

4 っ ｐ ｑ ｒ ｓ ｔ 
5 ｕ ｖ ｗ ｘ ｙ 

6 ｚ 

7 ※ 1 
8 ゃ ゅ ょ ※ 2 

9  
0 、 。

1  2  

１
ケ
タ
目
︵
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン
︶ 

1 ｱ ｲ

2 ｶ ｷ

3 ｻ ｼ

4 ﾀ ﾁ

5 ﾅ ﾆ

6 ﾊ ﾋ

7 ﾏ ﾐ

8 ﾔ （

9 ﾗ ﾘ

0 ﾜ ｦ

1  2  

１
ケ
タ
目
︵
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン
︶ 

1 ｱ ｲ

2   

3   

4

5   

6   

7

8 ﾔ

9  
0



  

モードのまま、カタカナや英字、数

、 A（カナ英数）を押す。 
きは、 26 の順に押したあと、 A
ます。  

 %を押す。 

変換されます。（小文字やだく点、半だ

す。） 

変換されます。（小文字やだく点、半だ

す。） 

…２　 ,さ行…３　 ,た行…４　 

…６　 ,ま行…７　 ,や行…８　 

を／ん／ー（長音）…０

カナ英数字変換を利用する

． う ／ え ＿ お スペース

Ｂ く Ｃ け スペース こ スペース

Ｅ す Ｆ せ スペース そ スペース

Ｈ つ Ｉ て スペース と スペース

Ｋ ぬ Ｌ ね スペース の スペース

Ｎ ふ Ｏ へ スペース ほ スペース

Ｑ む Ｒ め Ｓ も スペース

Ｕ よ Ｖ − − − −

Ｘ る Ｙ れ Ｚ ろ スペース

． ん スペース ―（長音） スペース
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3
文
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の
入
力
方
法

通常の漢字変 換で入力する漢 字が見つからない ときは、漢

字の読みを入力して１文字ずつ変換します。 
1 漢字（ひらがな）入力モードで、ひらがなを入力する。 
2

 

B（音訓）を押す。 
3 漢字を選び、 %を押す。

一度、通常の変換 方法で入力し た漢字は、次回入力 すると

きに最初の１文字を入力するだけで、漢字に変換できます。

例：以前に「鈴木」を変換したとき 

.１文字変換で記憶される件数は、同 じ読み（１文字）に対し

て、最大 20件です。記憶可能な件数を超えると、古い１文字

変換の記憶から順に消去されます。

漢字（ひらがな）入力

字が入力できます。 
1ひらがなを入力し

.「 AM」と入れると

（カナ英数）を押し

2eで文字を選び、
.英字は次のように

く点付きも同様で

.数字は次のように

く点付きも同様で

,あ行…１　 ,か行

,な行…５　 ,は行

,ら行…９　 ,わ／

文字の変換機能

音訓変換を利用する

一度入力した文字を利用する（１文字変換） 

be %

 

§す Y §鈴　 §木 Y 鈴木 ̂

あ ＠ い

か Ａ き

さ Ｄ し

た Ｇ ち

な Ｊ に

は Ｍ ひ

ま Ｐ み

や Ｔ ゆ

ら Ｗ り

わ ， を
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ンタッチ変換すると、その行の文字

「あ」「い」「う」「え」「お」）で始

間帯に応じて表示されます。

 

間帯ごとにあらかじめ登録されていま

いときは、操 作した時間帯にかかわら

表示されます。

した文字列の先頭の１文字を入力し

と、以前の変換結果が最初に表示さ

」でワンタッチ変換し、「お父さん」を

ワンタッチ変換を利用する 推測頭出し変換 

 16:59 17:00〜 22:59 23:00〜 4:59

〜す♪

遊ぼう

明日

急いで行くよ

今どこ？

アウチ！！

ありがとう

いえーい！！！

行こうね

学習 

a

 

Y §お　 §§父　 §さ　 §ん　

… … …

L270_insatsu.book 11 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
押したボタン に割り当てられ ている、すべてのひら がなの

組み合わせを利用して、漢字に変換できます。

目的のひらが なを入力するた めに、何度も同じボタ ンを押

す必要がなくなります。

例：「微妙」を入力するとき   

1 ひらがなを入力し、 aを押す。

カーソルが緑色に変わります。 

.ワンタッチ変換状態（緑色のカーソル）で fを押すと、

変換の対象となる文字の区切りを変えることができま

す。このときも以降の変換はワンタッチ変換となります。

通常変換に戻す：■  $Sb（通常変換） 
2

 

eで文字を選び、 %を押す。

１文字だけ入力してワ

（「あ」を入力したときは

まる言葉が、操作した時

例：「あ」を入力したとき

.表示される言葉は、時

す。 

.時刻が設定されていな

ず 11:00〜 16:59の内容が

以前にワンタッチ変換

てワンタッチ変換する

れます。

例：以前に「あたあさわ

採用していたとき

通常の変換 

66(（び） 77（み） 

888888（ょ） 
111（う） b（変換）

ワンタッチ変換 
6(（ば） 7（ま） 8（や） 1（あ） 

a（ワンタッチ変換）

注意 X ひらがな以外を入力しているときは、ワンタッチ変換は利

用できません。

補足 X ワンタッチ変換では、これまでによく変換した文字列が優

先し てリストに表示 されます。（主 に名詞に対応し ていま

す。）

5:00〜 10:59 11:00〜

朝一番

朝帰り

行ってきます

いってらっしゃい

あちぃ〜

後でね

いただきま

移動中

ワンタッチ１文字

§あ  

…



  

字を選び、 $を

字が消えます。  
以上）押すと、カー

あるときはカーソ

が消えます。カーソ

い（文末にある）ときは、カーソルか

ます。 
する。

ピー／カットして他の場所へペース

面にもペーストできます。

ない画面へは、ペーストできません。）  

押す。 
「カット」を選び、 %を押す。  

ットする文字列

び、 %を押す。
指定されます。

： A（解除） 
る文字列の最後

を押す。 

定した文字列が元

れます。

その他の変換関連機能

／修正する

り）／ペースト（貼り付け）を行う

美 §紀子　  
V$

美 §子　 
V

美樹 §子　

切り取り例
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Dすべて On（利用する） 
B（メニュー） S「入力／変換設定」選択 S%S「近似

予測」／「連携予測」／「顔文字連携」選択 S%S「 On」

（利用する）／「 Off」（利用しない）選択 S%

B（メニュー） S「入力／変換設定」選択 S%S「予測

候補優先度低」選択 S%S種類選択 S%SA（ OK） 

.複数の種類を選択するときは、 A（ OK）を押す前に、種類を選

び %を押す操作をくり返します。 

B（メニュー） S「入力／変換設定」選択 S%S「学習

辞書リセット」選択 S%SB（ Yes） 

.ユーザー辞書に登録している単語は消去されません。 

1

 

gで消去する文

押す。 
.カーソル上の１文

.$を長く（１秒

ソルが文字の上に

ルから後ろの文字

ルが文字の上にな

ら前の文字が消え

2正しい文字を入力

連続した文字列を、コ

トします。 

.同じ画面内にも他の画

（「メニュー」が表示され

1B（メニュー）を
2「コピー」または
3gで、コピー／カ

の最初の文字を選

文字列の開始位置が
開始位置の再指定■

4コピー／カットす

の文字を選び、 %
.カットすると、指

の画面から消去さ

変換方法の
設定

近似予測変換、連 携予測変換、顔文字連 携を利用
するかどうかを設定します。

予測候補
優先度低

予測変換で優先度 を下げたい候補の種 類を設定し
ます。

学習辞書
リセット

これまでによく変 換した文字列の変換 履歴を消去
します。

文字の編集

入力した文字を消去

コピー／カット（切り取
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5 ペースト先を表示する。  

呼び出し、登録している電話番号な

章に挿入します。 

前（姓／名）」、「電話番号１〜３」、「 E
」、「グループ名」、「住所」（郵便番号、

番地）、「ホームページ」、「メモ」、「誕

押す。 

所で B（メニュー）を押してください。 
、 %を押す。 
選び、 %を押す。 

呼び出す。 

こで呼び出せます。  

 %を押す。

前に、相手の名前

付いて挿入されま

利用して入力する

L270_insatsu.book 13 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
6B（メニュー）を押す。 
7「ペースト」を選び、 %を押す。 

1 消去する最初の文字を選ぶ。 
2

 

B（メニュー）を押す。 

3「カーソル後消去」を選び、 %を押す。

文字入力中に電話帳を

どの文字列を作成中の文

.利用できる項目は、「名

メールアドレス１〜３

国、都道府県、市町村、

生日」です。 
1

 

B（メニュー）を
.文字を挿入する場

2「その他」を選び
3「電話帳引用」を

4利用する電話帳を

.オーナー情報もこ

5eで項目を選び、
選んだ項目の内容の

（姓／名）と「 ,」が

す。

カーソル後の文字をまとめて消去する

その他の機能

電話帳の登録内容を



  

押す。 
、 %を押す。 

選び、 %を押す。 
を押す。

テキストメモを利用する 文字サイズを変更する

ィスプレイ設定の「文字サイズ」

動しています。
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.あらかじめ、よ く使う文章をテキストメモとして登録してお

いてください。（ AP.8-16）

文字入力中に登録することもできます。（ A下記） 
1

 

B（メニュー）を押す。 
2「テキストメモ」を選び、 %を押す。 

3「テキストメモ読み出し」を選び、 %を押す。 
4 テキストメモを選び、 %を押す。

テキストメモの内容が挿入されます。 

1

 

B（メニュー）を

2「その他」を選び

3「文字サイズ」を
4サイズを選び、 %

文字入力中にテキストメモを登録する

■入力済の内容を、新しいテキストメモとして登録できます。

テキストメモを新しく登録するときは、メール／電話帳などの

文字入力画面で、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「テキストメモ」選択 S%S「テキス

トメモ登録」選択 S%S最初の文字選択 S%S最後の

文字選択 S% 
.最大 256文字まで入力できます。

補足 X 文字サイズは、デ

（ AP.9-4）と連
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電話帳
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どを電話帳に登録しておくと、簡単

す。 

録できます。（ AP.4-3）

と

ダイヤルを利用する

ドを取り付けているとき、あらかじめ 
ているサービスダイヤル番号に発信す

ービスを利用できます。 
択 S%S「サービスダイヤル」選択 
 S% 

ついて詳しくは、サービス提供事業者に

い。

わないために

電話番号や名前は、電池パックを長い間

池 残量のない状態 で放置したりす ると、

てしまうことがあります。また、事故や

能性がありま す。大切な電話帳な どは、

ことをおすすめします。なお、電話帳が

た場合の損害につきましては、当社では

すのであらかじめご了承ください。

着信 
Z
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よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手の名前や電話番号、 E-mailアドレスな

な操作で発信／送信できます。 
.電話帳に登録している相手から電話があったときには、相手の名前や写真などが表示されま

.下記以外にも相手別に着信音を指定したり、グループ別に管理するなどいろいろな項目を登

■電話帳から電話をかける

■電話帳からメールを送信する

■電話などの着信がある

電話帳について

補足 X 電話帳を誤って削除したり、他人が使用できないように設

定することができます。（電話帳使用禁止： AP.9-20）

!
Z

%
Z

サービス

■対応している USIMカー

USIMカードに登録され

ることにより、各種サ

%S「電話帳」選

S%Sサービス選択
. サービスダイヤルに

お問い合わせくださ

注意 X 大切なデータを失

電話帳に登録した

外していたり、電

消失または変化し

故障でも同様の 可

控えをとっておく

消失または変化し

責任を負いかねま
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」のメモリを使用する電話帳の２種

、 USIMカードによって異なります。 

内容

ムページの URLを、最大 1024バイトまで

できます。

の個人情 報などを、最大 256 文字まで入

きます。

の誕生日を登録できます。

がかかってきた ときやメールが届いたと
登録した静止画を表示します。※ 2

した相手から電 話がかかってきたときの
パターンやム ービー、バイブを設定でき

。 

に見られたく ない電話帳を、秘密の電話

して登録できます。

制限されることがあります。

、利用項目が制限されることがあります。  

受信ボックスに名前は表示されません。
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705SHの電話帳には、 705SHの「本体」のメモリを使用する電話帳と、「 USIMカード

類があります。 

.

 
705SH（本体）には最大 750件の電話帳が登録できます。 USIMカードに登録できる件数は

.登録できる項目や内容は、次のとおりです。

※ 1 USIMカードには、登録できません。

※ 2 Vアプリなど操作中は、電話帳詳細画面で設定しているフォトが表示されないことがあります。

電話帳登録

電話帳に登録できる項目

項目 内容

名前／姓： 最大 32文字まで入力できます。

（ USIMカードへの登録は、「名前：」となります。）名前／名：

ヨミ： 最大 64文字まで入力できます。

電話番号：

電話帳１ 件あた りに登録 できる電 話番号は、

本体：最大 ３件、 USIM カー ド：最大２ 件で
す。それぞれ最大 32ケタまで入力できます。 

Eメールアドレス：

電話帳１件あたりに登録できる E-mailアドレ

スは、本体：最大３件、 USIMカード：最大１
件です。最大 128文字まで入力できます。

グループ：

本体は 16グループ、 USIMカードは 11グループ

（ USIMカードによっては最大 16グループ）に
分けて管理でき、グループ名も変更できます。

また、本体は、グループごとに 着信音やバイ
ブレータを設定できます。

住所：※ 1
郵便番号（最大 20文字）、国（最大 32文字）、

都道府県（最大 64文字）、市町村（最大 64文
字）、番地（最大 64文字）が入力できます。

項目

ホームページ：※ 1 ホー

入力

メモ：※ 1 相手

力で

誕生日：※ 1 相手

フォト：※ 1 電話
き、

音声着信音：※ 1

登録
着信

ます

TVコール着信音：※ 1

メール着信音：※ 1

バイブ（音声／ TVコール着信）：※ 1

バイブ（メール着信）：※ 1

シークレット設定：※ 1 他人

帳と

注意 X .ご使用の USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数やグループ数が

また、電話帳１件あたりに登録できる電話番号や E-mailアドレスの件数が少なくなるなど

. USIMカードの電話帳だけに登録されている E-mailアドレスからのメールは、メールの送



  

11110000 E-mailアドレスを入力し、 %を押す。    

）を選び、 %を押す。 

lアドレスを登録するときは、操作９〜 
。     

。

電話帳の基本的な登録方法

、「電話番号」、「 Eメールアドレス」のい

ください。入力しないと電話帳を登録で

力中に着信があると

に記憶（保護）されています。通話など

続できます。

録先を変更する

帳を新規作成するときの登録先をあら

 
択 S%S「設定」選択 S%S「登録

「本体」／「 USIM」／「毎回確認」

本体」に設定されています。 

、新規作成のたびに、登録先の選 択画

になります。

話番号の電話帳登録を設定する

話帳未 登録電話番号 の相手との通話 後

面を表示するかどうかを設定できます。 
択 S%S「設定」選択 S%S「未登

%S「着信時」／「発信時」選択 S
ff」選択 S% 
どちらも「 On」に設定されています。
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ここでは、新規作成を例に、相手の「姓」、「名」、「電話番

号」、「 Eメールアドレス」の登録を順に説明します。その他

の項目を入力／設定するときは、 P.4-5〜 P.4-7を参照してく

ださい。 

.お買い上げ時、電話帳の登録先は、「本体」に設定されています。 

1「電話帳新規作成」を選び、 %を押す。

電話帳登録の画面が表示されます。

登 録先 の選択 画面 表示時：「本体」／■

「 USIM」選択 S% 
2「名前／姓：」を選び、 %を押す。 
3 相手の名字を入力し、 %を押す。 

4「名前／名：」を選び、 %を押す。 
5 相手の名前を入力し、 %を押す。

ヨミが自動的に入力されます。 

.入力されたヨミを修正するときは、 P.4-7を参照してくだ

さい。 
6「電話番号：」を選び、 %を押す。 
7 電話番号を入力し、 %を押す。 

.一般電話は、市外局番も必ず入力してください。 
8 マーク（アイコン）を選び、 %を押す。 

.続けて他の電話番号を登録するときは、操作６〜８をく

り返します。 
9「 Eメールアドレス：」を選び、 %を押す。     

11111111 マーク（アイコン
.続けて他の E-mai

11をくり返します

11112222 A（保存）を押す

メニュー X 電話帳

電話帳登録の画面

注意 X 必ず、「姓」、「名」

ずれかを入力して

きません。

電話帳入

■入力中の内容は一時的

を終わると、入力を継

登

■次の操作を行うと、電話

かじめ設定できます。

%S「電話帳」選

先設定」選択 S%S
選択 S% 
. お買い上げ時には、「

.「毎回確認」を選ぶ と

面が表示されるよう

通話後の未登録電

■次の操作を 行うと、電

に、電話帳登録確認画

%S「電話帳」選

録番号追加」選択 S
%S「 On」／「 O
. お買い上げ時には、
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3着信音または動画（ムービー）を選び、 %を押す。
時：着信音選択 S%

個別に着信音などを設定する

時の鳴動時間を設定する

信音を設定したあと、次の操作を行いま

選択 S%S「鳴動時間」選択 S%S

内のサ ウンド や動画 を設定 して いると

い るファイルに対して以下の操作を行う

、サ ウンド設 定の「着信音 ／ムー ビー」

設定されている内容で再生されます。（著

ファイルの有効期限切れのときも、同様

されます。） 

除／ファイル名の変更 ／別のフォルダへ

カードへ移動 

がシークレットデータの場合は、シーク

「表示する」にしているときだけ、ここ

となります。
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電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときや、

メールを受信 したとき、個別の 着信音を鳴らし たり、動画

を流すことができます。 

.あらかじめ登録されているパターンの他に、データフォルダ

内の次のサウンド／動画が設定できます。 

,着うた・メ ロディフォルダ／ミュージックフォルダ内の、

ファイル名が拡張子を含めて 55文字以内のサウンド 

,ムービーフォルダ内の、ファイル名が拡張子を含めて 55文

字以内の動画 

.動画を設定するときは、あらかじめ、動画を撮影するなどし

て、データフォルダ（ムービー）内に動画を登録しておいて

ください。 

.以下の操作は、電話帳登録の画面（ AP.4-4）で行います。

操作後、電話帳登録の画面に戻りますので、他の項目を入力

し、電話帳の登録を完了してください。 
1「音声着信音：」、「 TVコール着信音：」、「メール着

信音：」のいずれかを選び、 %を押す。 

2 着信音を設定する 

1「着信音選択」を選び、 %を押す。
設定の解除：「設定解除」選択■  S%SB（ Yes） 

2「固定データ」、「着うた・メロディ」、「ミュー

ジック」のいずれかを選び、 %を押す。

動画を設定する 

1「ムービー選択」を選び、 %を押す。
設定の解除：「設定解除」選択■  S%SB（ Yes） 

固定の着信音選択■

メール着信

■操作２〜３でメール着

す。

「メール着信音：」

時間入力 S%

注意 X .デ ータフ ォルダ

きに、設定して

と、着 信時には

（ AP.9-10）で

作権保護され た

の着信音が再生

, ファイルの削

移動／メモリ

.設定した電話 帳

レットモー ドを

での設定が有効



  

から電話がかかってきたときや、

とき、設定している画像を表示でき

登録の画面（ AP.4-4）で行います。

画面に戻りますので、他 の項目を入力

了してください。 
び、 %を押す。

：上記操作のあ と「フォト解除」選 択 S

画像を登録する 

」を選び、 %を押す。 

 %を押す。

登録する 

び、 %を押す。 

、 %を押す。
されます。  

個別にバイブレータを設定する 画像を着信時に表示する

フォルダ内の元の画像に対して以下の操

信時に画像は表示されなくなります。 

除／ファイル名の変更／ファイルの移動 

がシ ークレ ット データ の場 合、シーク

「表示する」にしているときだけ、ここ

となります。  
中にメールを利用しているときは、着信

像が表示されないことがあります。
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電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときや、

メールを受信 したときの、バイブ レータの動作を設 定でき

ます。 

.以下の操作は、電話帳登録の画面（ AP.4-4）で行います。

操作後、電話帳登録の画面に戻りますので、他の項目を入力

し、電話帳の登録を完了してください。 
1「バイブ（音声／ TVコール着信）：」または「バイ

ブ（メール着信）：」を選び、 %を押す。 
2「 On／ Off設定」を選び、 %を押す。 
3「 On」、「音連動」、「設定なし」のいずれかを選び、 
%を押す。 

.「音連動」は、着信音に設定したメロディ（ SMAFファイ

ル）にバイブレータが設定されている場合、メロディ内

のバイブレータ設定に従って動作させるときに選びま

す。バイブレータが設定されていないメロディ（ SMAF
ファイル）には無効となります。 

4「バイブパターン」を選び、 %を押す。 

5 バイブパターンを選び、 %を押す。

電話帳に登録した相手

メールが送られてきた

ます。 

.以下の操作は、電話帳

操作後、電話帳登録の

し、電話帳の登録を完

1「フォト：」を選
フォト設定の解 除■

%SB（ Yes） 
2 データフォルダの

1「フォト選択
2画像を選び、

静止画を撮影して

1「撮影」を選

2画像を表示し
静止画が撮影

3%を押す。

注意 X .設定したデー タ

作を行うと、着

, ファイルの削

.設 定した 電話 帳

レットモー ドを

での設定が有効

. Vアプリ一時停止

時に設定した画
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文字数など詳しくは、「電話帳に登録で

を参照してください。 

登録の画面（ AP.4-4）で行います。

画面に戻りますので、電 話帳の登録を

シークレットを設定する その他の項目を登録する

選択 S%Sよみがな入力 S%

：」選択 S%Sグループ選択 S%

選択 S%S「郵便番号：」選択 S%S
入力 S%S「国：」選択 S%S国名入

「都道府県：」選択 S%S都道府県名

S「市町村：」選択 S%S市町村名入

「番地：」選択 S%S番地入力 S%S
）

ージ：」選択 S%S URL入力 S%

選択 S%S内容入力 S%

」選択 S%S年／月／日入力 S%
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他の人に見られ たくない電話帳 をシークレットデ ータとし

て設定します。 
.以下の操作は、電話帳登録の画面（ AP.4-4）で行います。

操作後、電話帳登録の画面に戻りますので、他の項目を入力

し、電話帳の登録を完了してください。 
1「シークレット設定：」を選び、 %を押す。 
2「 On」を選び、 %を押す。 

.登録内容や入力できる

きる項目」（ AP.4-3）

.以下の操作は、電話帳

操作後、電話帳登録の

完了してください。

注意 X .シー クレッ トデ ータを 確認す ると きは、シー クレ ット

モード（ AP.9-20）を「表示する」にしてください。 

.シークレット設定を解除する ときは、シークレットモー

ド（ AP.9-20）を「表示す る」にした あと、電話 帳の

修正（ AP.4-10）を行います。（上記操作２の「 On」の

代わりに「 Off」を選びます。）

ヨミ 「ヨミ：」

グループ 「グループ

住所

「住所：」

郵便番号

力 S%S
入力 S%

力 S%S
A（ OK

ホームページ 「ホームペ

メモ 「メモ：」

誕生日 「誕生日：



  

時の設定である「あ かさたな別」検

い方を説明します。 

用して電話をかけるときは、あらかじ

 AP.9-20）を「表示する」にしてお

るときは、 P.4-9を参照してください。  

なの行を選ぶ。 

力して、該当する

こともできます。  

、 %を押す。

されます。

 P.4-9）

録されてい る電話帳

番号選択）  

発信履歴／着信履歴の電話番号を登録する

ける
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1

 

fで発信履歴または着信履歴を表示する。 
2

 

eで履歴を選び、 B（メニュー）を押す。 

3「電話帳登録」を選び、 %を押す。 
4 新しい電話帳に登録する 

1「新規作成」を選び、 %を押す。

自動的に電話 番号が入力され、電 話帳登録の画面

（ AP.4-4）が表示されます。他の項目を入力し、電

話帳の登録を完了してください。

登録済の電話帳に追加登録する 

1追加登録する相手の電話帳を選び、 %を押す。
自動的に電話 番号が入力され、電 話帳登録の画面

（ AP.4-4）が表示されます。他の項目を入力し、電

話帳の登録を完了してください。 

1「メモリ確認」を選び、 %を押す。 

705SH／ USIMカードに登録されている電話帳の件数が表

示されます。
確認の終了：■  %

ここでは、お買い上げ

索を利用した電話帳の使

.シークレットデータを利

めシークレットモード（

いてください。 

.他の検索方法を利用す

1bを押す。 
2

 

fで相手のよみが
.登録したヨミを入

電話帳を検索する

3eで電話帳を選び
電話帳の内容が表示

（電話帳詳細画面：A

電話番号が複数登■

選択時： e（電話

4!を押す。
発信されます。

注意 X 発信者番号が通知されていないときは、電話帳に登録でき

ません。

また、追加登録する場合、追加する電話帳にすでに電話番

号が 最大件数（本 体：３件、 USIM：２件）登録され てい

るときも、電話帳に登録できません。

電話帳の登録件数を確認する

メニュー X 電話帳 S 電話帳管理

電話帳の利用

電話帳から電話をか
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1相手の名前 

2フォトに設定している画像 

3電話番号 

4

 
E-mailアドレス 

5グループ名 

6住所 

7ホームページ 

8メモ 

9誕生日 

aフォトに設定している画像のファイル名 

b着信音設定 

c着信バイブ設定 

dシークレット

電話帳を切り替える（本体／ USIMカード）
電話帳詳細画面

補足 X 各項目を選び %を押すと、登録

内容が表示さ れたり、発信など

の機能を利用す ることができま

す。また、＜追加＞など、＜  ＞
の付 いた 項目を 選び %を 押す

と、内容の追加入力ができます。

L270_insatsu.book 9 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
電話帳は、次の３つの方法で検索できます。 

.お買い上げ時には、「あかさたな別」に設定されています。 

1「ヨミ」、「グループ」、「あかさたな別」のいずれか
を選び、 %を押す。 

.このあと、次の各検索方法の操作を行い、電話をかけます。

※電話番号が複数登録されているときは、 !を押す前に、電

話番号を選びます。 

■次の操作を行います。 
bSB（メニュー） S「設定」選択 S%S「メモリ切替」

選択 S%S「本体」／「  USIM」／「本体と USIM」選択 S% 
.お買い上げ時には、「本体」に設定されています。 

.「本体と USIM」にしたときは、本体と USIMカードの電話帳

がまとめて表示されます。

電話帳の検索方法を切り替える

ヨミ 登録したよみがなの順で電話帳を表示します。

グループ 指定したグループ内の電話帳を表示します。

あかさたな別 指定したよみがなの行の電話帳を表示します。

メニュー X 電話帳 S 設定 S 検索方法切替

ヨミ よみがな入力 S電話帳選択 S%S!

グループ
グループ 選択 S%S電話帳 選択 S%
S!

あかさたな別 
fで よみがな の行選択 S電話帳選 択 
S%S!

補足 X 待受 画面から各検索方 法を利用して電話 をかけるときは、 
bを押したあと、上記表内の操作を行います。

cd

cd

1

2

4

5

6

a

7
8

9

3

b

ab

d

c



  

で、電話帳を１件または全件まとめ

、電話帳に登録できる項目が異なりま

SIM カードに電話帳をコピーすると、 
ない項目は削除されます。  

電話帳を選ぶ。  

押す。 
選び、 %を押す。 
ドにコピーする 

にコピー」を選び、 %を押す。  
押す。 

体にコピーする 

ー」を選び、 %を押す。 

ーするための空き容量が足りないとき

までコピーします。 

たは「本体→ USIM」を選び、 %

。

電話帳をコピーする

る

S 電話帳管理 S 全件コピー
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.シークレットデータを編集するときは、あらかじめシークレッ

トモード（  AP.9-20）を「表示する」にしておいてください。 

1

 

bを押したあと、電話帳を選ぶ。 
2

 

B（メニュー）を押す。 
3「編集」を選び、 %を押す。 

4 項目を選び、 %を押す。

選んだ項目が修正できる状態になります。 

.このあと、電話帳登録時と同様の操作（ AP.4-4〜 P.4-

7）で修正します。 

.名前（姓 ／名）を修正したとき、ヨミは自動的に修正さ

れません。必要に応じて、ヨミも修正してください。 
5 修正が終われば、 %を押す。 

.続けて他の項目を修正するときは、操作４〜５をくり返

します。

操作の中止：■  "SB（ Yes） 
6

 

A（保存）を押す。

電話帳が上書き保存されます。

本体と USIMカードの間

てコピーできます。 

.本体と USIMカードでは

す。（ AP.4-3）

そのため、本 体から U
USIMカードに登録でき

1bを押したあと、
2B（メニュー）を
3「電話帳管理」を
4 本体から USIMカー

1「 USIMカード
2B（ Yes）を

USIMカードから本
1「本体にコピ

.すべての電話帳をコピ

は、コピーできる件数

1「 USIM→本体」ま
を押す。 
2

 

B（ Yes）を押す

電話帳の編集

電話帳を修正する

１件ずつコピーす

全件コピーする

メニュー X 電話帳 
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ープ名を変更したり、グループごと

レータを設定します。  

は「 USIM」を選ぶ。 
 B（メニュー）を押す。 

は、変更できません。 
 を押す。
）の選 択：「 アイコン変 更」選択 S%S

）選択 S%（操作完了） 
を入力する。 

力できます。（ USIMカードによって

ることがあります。）  

プ名を変更するときは、操作１〜５を

電話帳を削除する

る

S グループ設定
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1bを押したあと、電話帳を選ぶ。 
2

 

B（メニュー）を押す。 
3「削除」を選び、 %を押す。 

4

 

B（ Yes）を押す。 

1「本体」、「 USIM」、「本体と USIM」のいずれかを選
び、 %を押す。 
2

 

B（ Yes）を押す。 
3 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。 
4

 

%を押す。

電話帳で使用するグル

に着信音や動画、バイブ

1fで「本体」また
2グループを選び、

.本体の「未設定」

3「編集」を選び、%
マーク（ア イコン■

マーク（アイコン

4新しいグループ名

.最大 16文字まで入

は、文字数が異な

5%を押す。 
.続けて他のグルー

くり返します。

１件ずつ削除する

補足 X 個別に着信音やムービー、フォトが設定されている電話帳

を削除しても、データフォルダ内のサウンドや画像は削除

されません。

全件削除する

メニュー X 電話帳 S 電話帳管理 S 全件削除

グループ設定

グループ名を変更す

メニュー X 電話帳 



  

すると、同じメールグループに登録

メールを一括で送信できます。

ループまで作成できます。 

し、 %を押す。 

まで登録できます。 

選び、 %を押す。 
を選び、 %を押す。 

を押す。

れ ている電話帳選択時： e（ボーダフォ

番号／ E-mailアドレス選択） S% 

il アドレス／ボーダフォン携帯電話の

るときは、操作２〜３をくり返しま

着信時の動作を設定する 登録

成する

S メールグループ登録 S ＜新規グループ＞

ンバーを登録する

S メールグループ登録
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グループ別に着信時の動作（着信音、ムービー、バイブ）を

設定することができます。 

.

 

USIMカードのグループには、着信時の動作は設定できません。 

1

 

fで「本体」を選ぶ。 
2 グループを選び、 B（メニュー）を押す。 

3「着信音／ムービー」または「バイブ設定」のいず

れかを選び、 %を押す。 

4 着信の種類を選び、 %を押す。 

.以降の操作は、個別の着信時の動作の設定と同様です。 

,着信音／ムービー： AP.4-5「個別に着信音などを設

定する」操作２以降 

,バイブ設定： AP.4-6「個別にバイブレータを設定す

る」操作２以降

メールグループを登録

した複数の宛先に、同じ

（ AP.13-7） 

.メールグループは、５グ

1グループ名を入力

.１グループには、 20件

1メールグループを

2「メンバー登録」

3電話帳を選び、 %
宛先が複数登録さ■

ン携帯電話の電話

.続けて他の E-ma
電話番号を登録す

す。

メニュー X 電話帳 S グループ設定

注意 X 個 別に 着 信時 の動 作を 設 定し てい る とき（ AP.4-5 〜 

P.4-6）は、ここでの設定より個別の着信時の動作の設定が

優先されます。

メールグループ

メールグループを作

メニュー X 電話帳 

メールグループにメ

メニュー X 電話帳 
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 B（メニュー）を押す。 
 を押す。  

。 

 B（メニュー）を押す。 
 を押す。 

電話帳を選び、 %を押す。

れ ている電話帳選択時： e（ボーダフォ

番号／ E-mailアドレス選択） S%  

。

メールグループを編集する メールグループのメンバーを編集する

る

S メールグループ登録 S メールグループを選ぶ

ても、元の電話帳は削除されません。

る

S メールグループ登録 S メールグループを選ぶ
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1 メールグループを選び、 B（メニュー）を押す。 
2「グループ名編集」を選び、 %を押す。 

3 グループ名を入力し、 %を押す。 

.最大 16文字まで入力できます。 
4

 

B（ Yes）を押す。 

1 メールグループを選び、 B（メニュー）を押す。 
2「削除」を選び、 %を押す。 
3

 

B（ Yes）を押す。 
4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

1メンバーを選び、

2「削除」を選び、%
3B（ Yes）を押す

1メンバーを選び、

2「変更」を選び、%
3新しいメンバーの

宛先が複数登録さ■

ン携帯電話の電話

4B（ Yes）を押す

メールグループの名前を変更する

メニュー X 電話帳 S メールグループ登録

メールグループを削除する

メニュー X 電話帳 S メールグループ登録

メンバーを削除す

メニュー X 電話帳 

補足 X メンバーを削除し

メンバーを変更す

メニュー X 電話帳 



  

用して電話をかけるときは、あらかじ

 AP.9-20）を「表示する」にしてお

に登録済の 2〜 9のいずれか

）押す。

話番号が表示され、発信されます。 

リストから相手を選び、 !を押しても

す。

B（メニュー） S「削除」選択 S%

電話」にカーソルがない状態で操作します。 

定リセット」選択 S%SB（ Yes）

スピードダイヤルで電話をかける

ダイヤルを１件ずつ削除します。

S スピードダイヤル設定

を削除しても、元の電話帳は削除されま

スピードダイヤル設 定を、お買い上げ時
戻します。

S スピードダイヤル設定

ンマイクを利用して電話をかける

ピピッ」と 音が鳴る まで長く（１ 秒以

ダイヤルの "に登録した相手に電話をか

 

スイッチを「ピッ」と音が鳴るまで長く

。
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スピードダイ ヤルに設定して おくと、通常の電話帳 より簡

単な操作で電話がかけられます。 

.スピードダイヤルの !には、あらかじめ留守番電話サービス

センターへ接続する番号が登録されています。変更すること

はできません。 

1

 

"〜 )のいずれかを選び、 %を押す。 
2 電話帳を選び、 %を押す。

電話番 号が複数登録されてい る電話帳選択時：■  e（電話番

号選択） S%

上書き登録時：上記操作のあと■  B（ Yes） 

.シークレットデータを利

めシークレットモード（

いてください。 
1スピードダイヤル

を長く（１秒以上

相手の名前または電

.スピードダイヤル

電話をかけられま

削除する番号選択 S
SB（ Yes）

■「留守番

B（メニュー） S「設

スピードダイヤル設定

スピードダイヤルに設定する

メニュー X 電話帳 S スピードダイヤル設定

電話帳からスピードダイヤルに設定する

■相手の電話帳の詳細を表示している状態からでも、スピードダ

イヤルに設定できます。このときは、次の操作を行います。

電話番号選択 SB（メニュー） S「スピードダイヤル追

加」選択 S%S "〜 )選択 S% 
, 上書き登録時：上記操作のあと B（ Yes）

注意 X スピ ードダイヤルに設 定した相手の電話 帳を削除したり、

電話番号を編集したときは、設定した電話番号はスピード

ダイヤルから削除されます。

補足 X "に登録した相手には、スイッチ付きイヤホンマイクなど

を利用して、電話をかけられます。

１件削除 スピード

メニュー X 電話帳 

補足 X スピードダイヤル

せん。

設定リセット
すべての
の状態に

メニュー X 電話帳 

スイッチ付きイヤホ

■待受中 にスイッ チを「

上）押すと、スピード

けることができます。

. 電話を切るときは、

（１秒以上）押します
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ブックを利用すると、次のことがで

バ内の電話帳はすべて削除されます。

話帳はすべて削除されます。

SH とサーバ内の同じ電話帳データ内の同

してい たときは、サ ーバ内の電話帳が優

内の電話帳を更新していても、 705SHの

せん。

の電話帳を更新していても、サーバ内の

せん。

ボーダフォンアドレスブックでできること

 

705SH の 電 話帳 を サ ーバ に バッ ク

アップします。※１

サーバ 内の電話 帳を 705SHに 読込み

ます。※２

705SH の電 話帳と サー バ内の 電話帳

を比較し、最新の状態で同じ内容にし

ます。※３

705SH の 電 話帳 更 新 情報 を バッ ク

アップ（サーバへ反映）します。※４

サ ー バの 電 話 帳 更 新 情 報 を 読 込 み

（ 705SHへ反映）ます。※５

パソコ ンの 電話 帳を サーバ にア ップ

ロードします。 

サーバ 内の 電話 帳を パソコ ンに ダウ

ンロードします。

サーバ 内の 電話 帳に 誕生日 の登 録が

あると、メールでお知らせします。
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ボーダフォンアドレスブックとは、 705SH の電話帳をサー

バにバックアップしたり、 705SH の電話帳とサーバ内の電

話帳の同期をとる（同じ状態にする）ことができるサービス

です。 705SHの破損時や紛 失時の備えとして、便利にお使

いいただけます。 

.ボーダフォンアドレスブックの利用には、別途お申し込みが

必要です。（有料） 

.機種変更をしても、他のボーダフォンアドレスブック対応機

で電話帳を引き継ぐことができます。（ AP.4-16） 

.パソコンで電話帳を編集してサーバに保存し、 705SHで読込

むこともできます。パソコンでの操作については、下記を参

照してください。 
,

 
http://www.vodafone.jp/3G/other_service/VAB/

 

.サーバ内の電話帳に誕生日を登録すると、メールでお知らせ

します。（バースデー通知機能） 

,この機能は、パソコンから設定できます。

ボーダフォンアドレス

きます。

※ 1 バックアップ前のサー

※ 2 読込み前の 705SHの電

※ 3 前回の同期後に、 705
じ項目を両方とも更新

先されます。

※ 4 前回の同期後にサーバ

電話帳には反映されま

※ 5 前回の同期後に 705SH

電話帳には反映されま

ボーダフォンアドレスブック

注意 X ボーダフォンアドレスブックのご利用時（バックアップ／

読込み、同期）には、パケット通信料がかかります。

サーバ

PCから読込み／
PCへ保存

バースデー通知
電話帳

パソコンで
電話帳編集

バックアップ／読込み

同期

バック

アップ／

読込み

サーバへ

バックアップ

サーバから

読込み

同期

通常同期 

本体片方向

同期 

サーバ

片方向同期

パ ソ コ ン

で編集 

PCから

読込み

PCへ保存

メール

通知

バースデー

通知機能



  

スブックで同期できない項目があり

せん。「サーバから読込み」を行うと、 
が失われますので、ご注意ください。 
信音（音声着信／ TVコール着信／メール

信／ TVコール着信／メール着信）

みのタイミングや同期の方向にご注

て削除したあと「通常同期」、「本体片

バックアップ」を行うと、サーバ内の

れます。 

べて削除したあと「通常同期」、「サー

バから読込み」を行うと、 705SHの電

ます。

少ない方の件数に統一されます 

できる項目の登録可能件数が、 705SH
種）とサーバとで異なる場合に、同期

ない方の件数に統一されます。

スの継続について 

（ボーダフォンアドレスブック対応）

持され、そのままお使いいただけます。 

（ボーダフォンアドレスブック非対応）

ブックの契約は継続され、サーバ内の

。ただし、携帯電話からの操作はでき

の操作だけになります。） 

 V5、 V6、 V8シリーズ

ブックは自動的に解約され、サ ーバ内

す。

ボーダフォンアドレスブック利用の流れ ボーダフォンアドレスブック利用時のご注意
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■ボーダフォンアドレ

ます 
.次の項目は、同期できま

705SHの電話帳の設定
,グループ、フォト、着

着信）、バイブ（音声着

■バックアップ／読込

意ください 
.

 
705SH の電話帳をすべ

方向同期」、「サーバへ

電話帳もすべて削除さ

.サーバ内の電話帳をす

バ片方向同期」、「サー

話帳もすべて削除され

■複数登録できる項目は

.電話番号など、複数登録

（または機種変更後の機

を行うと、両方とも少

■機種変更時のサービ
.ボーダフォン 3Gシリーズ

サーバ内の電話帳は保

.ボーダフォン 3Gシリーズ

ボーダフォンアドレス

電話帳は保持されます

ません。（パソコンから

.ボーダフォン V3、 V4、

ボーダフォンアドレス

の電話帳は削除されま

ボーダフォンアドレスブックのお申し込み

ボーダフォンアドレ スブックは、ボーダフォンシ ョップ店頭、ま

たはお客様センター（ 157）でお申し込みいただけます。 

V
ユーザー ID／パスワードの確認

ボーダ フォ ンアド レスブ ック のお申 し込み が完了 する と、ユー

ザー IDとパスワードの通知メール（ SMS）が送られてきます。 

.ユーザー IDは、お客様のボーダフォン携帯電話番号です。 

V
ユーザー ID／パスワードの設定

ユーザー IDとパスワードを設定します。（ AP.4-17） 

V
利用開始

ボーダフォンアドレスブックをご利用ください。 

.ボーダフォンアドレスブックのご利用時（バックアップ／読込み、

同期）には、パケット通信料がかかります。

補足 X ユーザー ID とパスワードの通知メールが届かない ときは、

お客様センター（ 157）へお問い合わせください。

また、 705SHから、次の方法で確認することもできます。 
AS「 My Vodafone」選 択 S%S「利 用状況の確認」

選択 S%S「ボーダフォン アドレスブック編 集用パス

ワード確認」選 択 S%S「オ リジナルメー ル設定・各

種メール設定へ」選択 S%S暗証番号入力欄選択 S%
S交換機用暗証番号（４ケタ）入力 S%S「 OK」選択 
S%S「パスワード確認」選択 S%S画面の指示に従っ

て操作
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■サービスの解約について 

アップ」を選び、 %を押す。  

。 

４ケタ）を入力し、 %を押す。

バックアップが始まります。 

わると、バックアップの詳細が表示さ

止： A（キャンセル） SB（ Yes） 
きは、 %を押す。 

み」を選び、 %を押す。  

。 
４ケタ）を入力し、 %を押す。

読込みが始まります。 

、読込みの詳細が表示されます。
（キャンセル） SB（ Yes） 
きは、 %を押す。

電話帳をバックアップする 

サーバにバックアップする

SVFアドレスブック

を 705SHに読込む

SVFアドレスブック
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.ボーダフォンアドレスブックを解約すると、サーバ内の電話

帳は削除されます。

ボーダフォンアドレスブックのお申し込み後にメールで通知

されてきたユーザー IDとパスワードを、 705SHに設定します。 

1「同期設定」を選び、 %を押す。 
2 ユーザー IDを登録する 

1「ユーザー ID」を選び、 %を押す。 

2ユーザー IDを入力し、 %を押す。

パスワードを登録する 

1「パスワード」を選び、 %を押す。 

2パスワードを入力し、 %を押す。 
3

 

A（保存）を押す。 

1「サーバへバック
2B（ Yes）を押す

3操作用暗証番号（

サーバに接続され、

.バックアップが終

れます。

バックアップの中■

4確認を終了すると

1「サーバから読込
2B（ Yes）を押す

3操作用暗証番号（

サーバに接続され、

.読込みが終わると
読込みの中止：■  A

4確認を終了すると

ユーザー ID／パスワードを設定する

メニュー X 電話帳 S VFアドレスブック

705SHの電話帳を

メニュー X 電話帳  

サーバ内の電話帳

メニュー X 電話帳  



  

ている電話番号を確認します。 

話番号、 E-mailアドレス、住所など）

ます。 

を選び、 %を押す。

されます。 

の見かたは、電話帳詳細画面（ AP.4-

きは、 "を押す。 

集」選択 S%S編集項目選択 S% 

登録と同様です。（ AP.4-4） 

１件削除」選択 S%SB（ Yes）

電話帳を同期させる

する

P.10-2）や赤外 線通信（ AP.10-9）を

器との間で、オーナー情報をやりとりで

情報を登録します。

S オーナー情報

変更できません。

オーナー情報を削除します。

S オーナー情報

削除できません。
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.同期方法について詳しくは、 P.4-15の表を参照してください。 

1「通常同期」、「本体片方向同期」、「サーバ片方向同
期」のいずれかを選び、 %を押す。 

.はじめてボーダフォンアドレスブックを利用するとき

や、機種変更後最初にボーダフォンアドレスブックを利

用するときは、選んだ同期方法にかかわらず、「通常同

期」になります。 
2

 

B（ Yes）を押す。 
3 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。

サーバに接続され、同期が始まります。 

.同期が終わると、同期の詳細が表示されます。

同期の中止：■  A（キャンセル） SB（ Yes） 
4 確認を終了するときは、 %を押す。

バックアップ ／読込み、同期の履 歴を確認すること ができ

ます。 

1「同期ログ」を選び、 %を押す。
確認の終了：■  % 

USIMカードに登録され

.オーナー情報（名前、電

を登録することもでき

1「オーナー情報」
オーナー情報が表示

.オーナー情報画面

9）と同様です。 
2確認を終了すると

B（メニュー） S「編

.入力方法は、電話帳の

B（メニュー） S「

メニュー X 電話帳 S VFアドレスブック

ボーダフォンアドレスブックの履歴を確認する

メニュー X 電話帳 S VFアドレスブック

オーナー情報

オーナー情報を確認

メニュー X 電話帳

補足 X Bluetooth ®（ A

利用して、他の機

きます。

オーナー情報
の登録

オーナー

メニュー X 電話帳 

注意 X「電話番号１」は、

オーナー情報
の削除

登録した

メニュー X 電話帳 

注意 X「電話番号１」は、
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TVコール
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ルと異なる方式の携帯電話と接続した

ことがあります。こ のときは、通話が

が課金されます。 

ては、相手の画像が小さく表示される

、相手の設定によっては、相手の画像

あります。 

相手に送信する画像がコマ送りになっ

とがあります。 

所では、音声が途切れるなど、正しく

あります。このときは、イヤホンマイ

することをおすすめします。 

P.5-4、 P.5-6）を利用しているときは、

話しづらくなることがあります。この

通話するか、イヤホンマイクなどを利

おすすめします。  
タン操作部や電池カバーおよびカメラ

ますが、故障ではありません。 

TVコール利用時のご注意

ると、聴覚保護のため受話音量が自動的

更されます。

Fで音量を変更できます。（ AP.5-4）

ーホン利用中に変更した音量は保持され

L270_insatsu.book 2 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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お客様と相手の画像（映像）を見ながら、通話できます。 

.

 
TVコールに対応している携帯電話との間で利用できます。 

.相手には、インカメラで撮影したお客様

の画像が送信されます。 

.アウトカメラを利用することもできま

す。きれいな画像を送りたいときなどに

便利です。

※ 1 相手の画像とお客様の画像を入れ 替えるなど、画面の表示方法

を変更できます。（ TVコール画面設定： AP.5-4）

※ 2 相手の名前は、 705SHの電話帳に登録されているときに表示さ

れます。 

.ボーダフォンの TVコー

ときは、通話が切れる

切れるまでの通話料金

.相手の携帯電話によっ

ことがあります。また

が送信されないことが

.背景に動きがあると、

たり、画像が乱れるこ

.周囲の騒音がひどい場

通話ができないことが

クなどを利用して通話

.スピーカーホン（ A

受話音量を上げると会

ときは、音量を下げて

用して通話することを

. TVコール通話中は、ボ

周辺部の温度が上がり

TVコールをご利用になる前に 

TVコール画面表示

インカメラ

相手の画像※ 1

お客様の画像※ 1

相手の電話番号／名前※ 2 

補足 X TVコールを開始す

に音量２以下に変

通話開始後は、 E
ただし、スピーカ

ません。
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に、 705SHを
ンにする。 
 TVコール着信のグ

れます。 

信する  

らの画像が相手に

。
： AP.5-4

信しない  
）を押す。 

信」を選び、 %

は送信されませんが、相手に TV コー
ります。

： AP.5-4 
きは、 "を押す。  
ポジションにしても通話は切れます。

やイヤホンマイクなどを利用して通話

クローズポジションにしても通話は切

ける

を拒否／転送する

作を行うと、着信を拒否／転送できます。 
着信拒否」／「着信転送」選択 S%
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1 電話番号をダイヤルする。 

.電話帳（ AP.4-8）や発信履歴（ AP.2-4）、着信履歴

（ AP.2-8）を利用することもできます。 
2

 

B（メニュー）を押す。 

3「 TVコール」を選び、 %を押す。

相手が TVコールを受けると、相手の画

像が表示されます。 

.相手の設定によっては、相 手の画像

が表示されないことがありますが、 
TVコール料金はかかります。

通話中の操作：■  AP.5-4 
4 通話を終了するときは、 "を押す。 
.

 

705SHをクローズポジションにしても通話は切れます。

（ Bluetooth ®機器やイヤホンマイクなどを利用して通話

しているときは、クローズポジションにしても通話は切

れません。） 

1

 

TVコール着信中

オープンポジショ
TVコール着信時は、

ラフィックが表示さ

2 お客様の画像を送

1!を押す。
インカメラか

送信されます
通話中の操作■

お客様の画像を送

1B（メニュー
2「自画像非送

を押す。 

.お客様の画像
ル料金はかか

通話中の操作■

3通話を終了すると
. 705SHをクローズ
（ Bluetooth ®機器

しているときは、
れません。） 

TVコールをかける

補足 X 電話番号をダイヤル（発信履歴／着信履歴を選択）したあ

と、 !を長く（１秒以上）押しても TVコールをかけられま

す。 

TVコールを受

着信

■ TVコール着信中に次の操

B（メニュー） S「



  

、常に「相手画像大」となります。  
うに画面が切り替わります。

） S「スピーカーホン Off」（利用し

ーホン On」（利用する）選択 S%

注意 X .マナーモード設定中に TVコールを受けると、スピーカー TVコール
TVコール中の画面表示を切り替えます。

にしてい るときでも、お客様 の画像は相

ます。

ーホ ンを 利用 する かどう かを 切り 替え

%
Y

%
y

V%

「自画像大」

「自画像のみ」  
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Dインカメラ
通話中に d 
.

 

dを押すたびに、アウトカメラからの画像送信→代替画像送信

→インカメラからの画像送信…の順に切り替わります。 

.

 
cを押すと逆順に切り替わります。 

.代替画像の設定については、「送信画像切替」（ AP.5-5）を参

照してください。 

D音量３

通話中に F／ ESF（小さくする）／ E（大きくする） 

.押すたびに受話音量が調節できます。 

.一度変更した音量は、電源を切っても保持されます。

通話中に A（ミュート）

ミュートの解除：上記操作のあと■  A（ミュートオフ）

通話中に % 
.

 

TVコールを開始すると

.%を押すたびに次のよ

通話中に B（メニュー

ない）／「スピーカ

ホン の設定（ A 右記、 P.5-6）にか かわら ず、スピ ー

カーから音は出ません。音を出すときは、再度スピーカー

ホンを「スピーカーホン On」にしてください。 

.オープンポジションでの着信 ／操作時には、設定してい

る音量とは異なる音量で着信音が鳴ることがあります。

（ AP.9-9） 

TVコール通話中の操作

送信画像切替
相手に送信する画像（インカメラ／アウトカメラ／
代替画像）を切り替えます。

受話音量調節
相手の声の大 きさを５段階（１〜５）で 調節しま
す。

ミュート 相手にこちらの声を送信しないようにします。 

画面設定 

注意 X「相手画 像のみ」

手に送信されてい

スピーカーホン
ス ピーカ
ます。

「相手画像大」

「相手画像のみ」

W%
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ー） S「ヘルプ」選択 S%
操作のあと % 

に変更することもできます。 

Dインカメラ

%S「インカメラ」／「代替画像選

代替画像 選択」選択 S%S「固 定デー

ォルダ」選択 S%S画像選択 S%S%
の利用：「代替画像選択」選択 S%S「カ

選択 S%S% 

ラ」に変更することもできます。

電話帳 705SHに登録済の電話帳やオーナー情報を表示し
ヘルプ TVコール利用中の操作方法を表示します。

通話中にできること

 b（ズームアウト） 
きません。

たあと、「 TV コール設定」を選び %を

（ A下記）の各項目も設定できます。 

開始時にカメラ（インカメラ）からの画像
か、代替画像を送信するかを設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 
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電話帳やオーナー情報を表示する

通話中に B（メニュー） S「電話帳」選択 S%S電話帳

（オーナー情報）選択 S% 
.オーナー情報は、電話帳の検索 方法が「ヨミ」または「グルー

プ」のときだけ表示できます。

相手の電話番号を電話帳に登録する

通話中に B（メニュー） S「電話帳」選択 S%SB（メ

ニュー） S「新規作成」選択 S%S P.4-4操作２以降

通話中に B（メニュー） S「 TVコール設定」選択 S%S
「音声切替」選択 S%S「本体」／「 Bluetooth」選択 S%

通話中に B（メニュー） S「保留」選択 S%
通話の再開：上記操作のあと■  A（再開）

通話中に B（メニュー） S「 TVコール設定」選択 S%S
「自画像反転」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S% 
.アウトカメラの画像、代替画像、相手の画像は反転できません。 

.

 
TVコールを開始すると、常に「 On」となります。

通話中に B（メニュー） S「 TVコール設定」選択 S%S
「明るさ調整」選択 S%Se（明るさ選択） S% 
.代替画像の明るさは、調整できません。 

.

 
TVコールを開始すると、常に「明るさ０」となります。

通話中に B（メニュ

確認の終了：上記■

.以下の設定は、通話中

「カメラ選択」選択 S
択」選択 S%

代替画像の 変更：「■

タ」／「データフ

カスタムスクリーン■

スタムスクリーン」

.通話中は「アウトカメ

ます。電話帳登録も行えます。

音声切替
ハンズフリー機器 などを利用している ときの音声
出力先を切り替えます。

通話の保留
送話（音声／発 信画像）と受話（音声）を 停止し
ます。（相手には保留画像が送信されます。）

自画像反転
インカメラ利用 中のお客様の画像を、左 右に反転
して表示するかどうかを設定します。

明るさ調整
発信画像の明るさを５段階（ -2〜 +2）で調整しま
す。

その他

■ズームの利用 
a（ズームイン）／

. 代替画像では利用で

■ B（メニュー）を押し

押すと、 TVコール設定

TVコール設定

送信画像切替 TV コール
を送信する

メニュー X 設定 

S 送信画像切替



  

D常に On

ff」／「通常設定に従う」選択 S% 
する と、バックライ ト（ AP.9-8）の設

ます。 

D

 

Off（消さない）

ff」（消さない）選択 S% 

D固定データ１

%S画像選択 S%S%

タを利用する

択 S%S画像選択 S%S%

用する

」選択 S%S%

スピーカーホン TV コー ル開始 時にス ピーカー ホンを 利用す るか
バックライト TVコール中の画面照明の点灯方法を設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 

開 始時に こちらの 音声を 消すか どうか
ます。

S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 

の保留中に送信する画像を設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 
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D

 

On（スピーカーホンにする）

「 On」（スピーカーホンにする）／「 Off」（スピーカーホ

ンにしない）選択 S% 

D標準

「標準」／「画質優先」／「フレームレート優先」選択 S% 
.「フ レームレー ト優先」にする と、動きはなめ らかにな ります

が、画質は「標準」より悪くなります。 
.「画質優先」にすると、画質は向上しますが、動きは「標準」よ

り悪くなります。 

D標準

「標準」／「画質優先」／「フレームレート優先」選択 S% 
.設定内容は、「受信画質設定」（ A上記）と同様です。 

「常に On」／「常に O
.「通常設定 に従う」に

定内容に従って動作し

「 On」（消す）／「 O

固定データを利用する

「固定データ」選択 S

データフォルダ内のデー

「データフォルダ」選

カスタムスクリーンを利

「カスタムスクリーン

どうかを設定します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 

S スピーカーホン

受信画質設定 相手から受信する画像の品質を設定します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 

S 受信画質設定

送信画質設定 相手に送信する画像の品質を設定します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 

S 送信画質設定

メニュー X 設定 

S バックライト

マイク
ミュート 

TVコ ール
を設定し

メニュー X 設定 

S マイクミュート

保留中ガイダ
ンス表示 

TVコール

メニュー X 設定 

S 保留中ガイダンス表示
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カメラ撮影中の撮影音について

定の音量で シャッタ ー音やセル フタイ

他のモード設定にかかわらず、音が鳴り

きません。

ター音のパターンは、変更できます。

着信／アラーム動作があると

ム動作があると、カメラは終了しま す。

再度カメラが起動します。

の設定時刻になったとき、アラームは動

す。このときは、撮影後にカメラを終了

作します。

信やアラーム動作があったとき、撮影し

的に記憶（保護）されています。通話な

の画面に戻ります。

画撮影のご注意

いるときは撮影できません。また、撮影

ると、撮影が中止されます。（途中まで

ています。）

動終了について

撮影する前に約３分間何も操作しないで

し、待受画面へ戻ります。
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705SHは内蔵の２メガピクセルカメラを利用して、静止画

や動画が撮影できます。

詳しくは「静止画撮影モード」（ AP.6-5）／「動画撮影

モード」（ AP.6-7）を参照してください。 

.アウトカメラのレンズカバー（ AP.1-7 p）に指紋や油脂が

付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などでレンズ

カバーをきれいにしてください。 

.手 ぶれにご注意く ださい。画 像がぶれ る原因となり ます。 
705SHが動かないようにしっかり持って撮影するか、安定し

た場所においてセルフタイマー（ AP.6-10）で撮影してくだ

さい。 

.カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時

明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承

ください。 

.

 
705SH を暖かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり

画像を保存したときは、画質が劣化することがあります。 

.カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィ

ルターが変色して、画像が変色することがあります。

カメラについて

補足 X 705SH では、インカメラ（ AP.1-7 9）でも撮影 できま

す。ここでは、ことわりがない限り、アウトカメラ（ AP.1-

7

 

p）での操作を中心に説明しています。

カメラ利用時のご注意

■カメラ撮 影時には、一

マー音が鳴ります。 

. マナーモードやその

ます。音量も変更で

■静止画撮影時のシャッ

（ AP.6-15）

カメラ利用中に

■撮影前に着信やアラー

通話などを終わると、

■動画撮影中にアラーム

作せず撮影を継続しま

すると、アラームが動

■撮影後（保存前）に着

た静止画／動画は一時

どを終わると、撮影後

動

■電池レベルが不足して

中に電池残量が不足 す

の録画内容は保存され

自

■カメラ起動後、画像を

おくと、自動的に終了
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6セルフタイマー表示（ AP.6-10）／連写表示（ AP.6-11） 
：セルフタイマー n 

ーク下の数字は「撮影済または表示中

」を表します。） 
９枚連写 On／ 

写 

を合わせて設定しているときは、「 G」な

が表示されているときは、「 r」が表示さ

P.6-16）

） 
ァイン／ 7：ハイクオリティ

18） 

 k：メモリカード／ <：毎回確認

P.6-15） 

6-17） 

長時間撮影（ 3gp）／ 

／ ̂：長時間撮影（大、小）

カメラ利用中の画面表示

5
6

4
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1保存可能件数表示（ AP.6-5） 

.

 
101件以上撮影（保存）可能なときは、「 ?」が表示されます。 

.３件以下になると、背景が赤く表示されます。

2画質表示（ AP.6-16） 
5：ノーマル／ 6：ファイン／ 7：ハイクオリティ

3保存先表示（ AP.6-18） 
j：本体（ 705SH）／ k：メモリカード／ 
l：デジタルカメラフォルダ／ <：毎回確認

4明るさ調整表示（ AP.6-15） 
Z  Y  V  W  X

暗い  U標準 S 明るい

5シーン別撮影表示（ AP.6-16） 
@：標準／ [：夜景／ ;：スポーツ／ :：文字

0 O
g〜 t：連写枚数（マ

の枚数」−「連写枚数

g：４枚連写 On／ h：

j：オーバーラップ連

.セルフタイマーと連写

どが表示されます。 

.連写撮影後、分割画像

れます。

7撮影サイズ表示（ A

1画質表示（ AP.6-16

5：ノーマル／ 6：フ

2保存先表示（ AP.6-

j：本体（ 705SH）／

3明るさ調整表示（ A

Z  Y  V  W  X
暗い  U標準 S 明るい

4撮影時間表示（ AP.

-：メール添付／ /：

_：長時間撮影（ asf）

静止画撮影モード

2
1

4
63
5

7

動画撮影モード

1

3
2



  

5セルフタイマー表示（ AP.6-10） 
：セルフタイマー 

5撮影モード切替 

シャッター 

明るくなる） 

押すと、各機能が簡単に利用できます。 

用できる機能は異なります。各モードで

P.6-6、 P.6-9）などでご確認のうえ、ご利

等倍切替 

 AP.6-15（静止画）

： AP.6-15（動画） 

P.6-18 

P.6-16（静止画）、 P.6-17（動画） 

 AP.6-16（静止画）

f切替： AP.6-16（動画） 

P.6-16

 On／ Off切替： AP.6-10 

下記 

ウトカメラ切替： AP.6-17

プ機能について

行うと、静止画／動画撮影時に利用でき

れます。 

示：上記操作のあと b 
記操作のあと % 

操作でも、ヘルプを表示できます。 
ヘルプ」選択 S%
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0 On
6撮影サイズ表示（ AP.6-17） 

1接写スイッチ

スライドさせて切り替えます。［「 o」（通常）⇔「 n」（接写）］ 

.被写体との距離は、接写モードでは 10cm程度、通常モードでは

約 40cm以上を目安にしてください。 
2ズーム 
a（ズームイン）、 b（ズームアウト） 

.

 

E（ズームイン）、 F（ズームアウト）も利用できます。 

3メニュー表示 

4撮影のやり直し 

6

7明るさ調整 
c（暗くなる）、 d（

8カメラ終了 

9機能の簡単切替

撮影画面で次のボタンを

.撮影モードに よって利

利用できる機能（ A

用ください。

カメラで使用するボタン

1

7

8

63

4

5

9

2

 

1 ズーム　最大／

2
画面表示切替：

表示サイズ切替

4 保存先変更： A

5 撮影サイズ： A

6
シーン別撮影：

マイク On／ Of

7 画質設定： A 

8 セルフタイマー

0 ヘルプ表示： A

( インカメラ／ア

ヘル

■撮影画面で次の操作を

るボタン操作が表示さ

0  

,隠れている部分を表

,撮影画面に戻る：上

. 撮影画面のメニュー

B（メニュー） S「
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する。

止画撮影画 面を切り

）

ボタン： AP.6-4

 AP.6-10

る設定： AP.6-15

補足 X . 705SHまたはメモリカードのどちらに保存するかは、あ

きます。撮影のたびに保存先を選ぶよう

きます。（保存先設定： AP.6-18）  

フォ ルダのメ モリは、 ムービー や着う

 Vアプ リライブラリなど と共有している

タの登録状況によって、撮影（保存）で

なくなります。 

況を確認するときは、 P.8-2を参照してく

ット以上のサイズで撮影した静止画は、

して保存 されます。（ 705SH で見ると縦

ます。） 

ダで詳細情報（プロ パティ）を確認する

には実際の画像サイズが表示されます。

縦 640 ドット で撮影し た場合、「 640× 
れます。）

静止画撮影画面
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メール添付や 壁紙登録など、用途 に合わせいろいろ なサイ

ズの静止画が 撮影できます。ま た、撮影／画像に関 する設

定など、目的に応じた設定を選んで撮影できます。

※ 1 「  Image001.jpg」、「 Image002.jpg」…の順にファイル名が付きます。

※ 2 横 480 ×縦 640 ドット以上の静止画は、メモリカードの DCIM
フォルダ（デジタルカメラフォルダ）にも保存できます。

※ 3 お買い上げ時の状態（撮影サイズ、画質）で撮影し、 705SHに

保存したときの画像数です。 

1画像を画面に表示

動画撮影画面と静■

替える： A（ !

カメラで使用する■

便利な撮影方法：■

撮影／画像に関す■

静止画の撮影

静止画撮影モード

撮影サイズ

横 1200×縦 1600ドット（ UXGA）

横 960×縦 1280ドット（ Quad-VGA）

横 768×縦 1024ドット（ XGA）

横 480×縦 640ドット（ VGA）

横 240×縦 320ドット（ QVGA）

横 120×縦 160ドット（ QQVGA）

保存形式 JPEG形式（ .jpg）※ 1

保存先 
705SHまたはメモリカードの

データフォルダ（ピクチャー）※ 2

画質 ノーマル／ファイン／ハイクオリティ

ズーム

横 1200×縦 1600ドット：なし

横 960×縦 1280ドット：１〜 1.3倍

横 768×縦 1024ドット：１〜 1.6倍

横 480×縦 640ドット： １〜 2.5倍

横 240×縦 320ドット： １〜 10倍

横 120×縦 160ドット： １〜 20倍 

MMS添付 可能

保存可能件数（目安） 約 1270ファイル※ 3

らかじめ設定 で

にすることもで

. 705SHのデ ータ

た・メロ ディ、

ため、他のデ ー

きる画像数は少

.メモリの使用状

ださい。 

.横 480×縦 640ド

横向 きの画像と

向きに表示され

, データフォ ル

と、「解像度」欄

（例：横 480×

480」と表示さ

静止画を撮影する

メニュー X カメラ



  

2%を押す。

を押すと、次の機能が利用できます。

きません。

以下の撮影で利用できます。

以下の撮影で利用できます。

静止画撮影で利用できる機能

さを調整します。（ AP.6-15）

する静止画のサイズを設定します。

P.6-16）

を設定します。（ AP.6-16）

SHまた はメモリカ ード内の静 止画を確

ます。（ AP.6-10）

環境を設定します。（ AP.6-16）

フタイマーを設定します。（ AP.6-10）

画にフレームを付けて撮影します。

P.6-13）

画を連続して撮影します。（ AP.6-11）

の装飾効果を確認しながら撮影します。
P.6-13）

の表示を切り替えます。（ AP.6-15）

時のシャッター音を設定します。

P.6-15）

画の保存先（ 705SH／メモリカード）を

します。（ AP.6-18）

後 自動的 に静止画 を保存 するか どうか

定します。（ AP.6-18）
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シャッター音が鳴り、撮影した静止画が

表示されます。 

.自動保存設定を「 On」にしていると

きは、自動的に静止画が保存され、続

けて撮影できる状態になります。
撮影のやり直し：■  $
メール添付：■  A（ =） S P.13-7 操作３

以降 
3 静止画を保存するときは、 %を押す。

保存後、撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できま

す。
保存先選択画面表示時：保存先選択■  S%
撮影した静止画の確認：■  AP.6-10 

4 カメラを終了するときは、 "を押す。

撮影前に B（メニュー）

※ 1 インカメラでは利用で

※ 2 横 240×縦 320ドット

※ 3 横 480×縦 640ドット

補足 X 保存していない静止画があるとき

カメラを終了すると、終了するかどうかの確認画面が表示

されます。 

.

 
B（ Yes）を押すと、撮影 した静止画を保 存せずに、待

受画面に戻ります。 

.

 
A（ No）を押すと、撮影後の画面に戻ります。

撮影前

明るさ調整 明る

撮影サイズ
撮影

（ A

画質設定 画質

データフォルダ 
705
認し

撮

影

モ
ー
ド
※  1

シーン別撮影 撮影

セルフタイマー セル

フレーム追加※ 2 静止

（ A

連写設定※ 3 静止

効果付き撮影※ 2 画面

（ A

設

定

アイコン非表示／

通常画面表示
画面

シャッター音
撮影

（ A

保存先設定
静止

設定

自動保存設定
撮影

を設
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の容量による）の動画や、メール添

に応じて撮影できます。

ideo002.3gp」… の順にファイル名が付

L002.ASF」…の順にファイル名が付きます。

インカメラに切替／ イ ンカメ ラ／ア ウトカメ ラでの 撮影を 切り

 144ドット
CIF）

縦 96ドット
QCIF）

横 240×縦 320ドット
（ QVGA）

.263（ .3gp）※ 1 MPEG-4（ .3gp）※ 1 MPEG-4（ .ASF）※ 2

Hまたは
カードの
フォルダ

ビー）

メモリカード
のデータ
フォルダ

（ムービー）

メモリカード
の SDビデオ

フォルダ

ファイン／

オリティ
ハイクオリティ

１〜 4.6倍 

可能 不可

 :ノ ーマ ル）
 :フ ァイ ン）
 :ハ イク オリ テ ィ）

メモリカードの容量により変動
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静止画の撮影直後（保存前）に B（メニュー）を押すと、次

の機能が利用できます。

長時間（メモリカード

付用の短い動画を、用途

※ 1「 video001.3gp」、「 v

きます。

※ 2「 MOL001.ASF」、「 MO

アウトカメラに切替 替えます。（ AP.6-17）

ヘルプ
カメラで利用できるボタン操作を、画面に表

示します。（ AP.6-4）

撮影直後（静止画保存前）

保存先設定
静止画の保存先（ 705SH ／メモリカード）を

設定します。（ AP.6-18）

データフォルダ 
705SHまたはメモリ カード内のデータフォル

ダが表 示されます。静止 画を削除して メモリ

の空き容量を増やすことができます。

動画の撮影

動画撮影モード

撮影サイズ

横 176×縦
（ Q

横 128×
（ Sub

保存形式 MPEG-4／ H

保存先 

705S
メモリ
データ

（ムー

画質
ノーマル／

ハイク

最大ズーム

MMS添付

最長撮影時間
（１回あたり）

約 60 秒（画 質
約 50 秒（画 質
約 30 秒（画 質



  

3%を押す。
撮影が始まります。

らく時間がかかることがあります。）

 $ 
きは、 %を押す。

撮影が終わります。 

過したり、撮 影中

足したとき、撮影

ます。 

 On」にしていると

画が保存され、続

態になります。
生：「プレビュー」選

：再生中に 2（押すたびに切替）

 $ 
きは、「保存」を選び、 %を押す。

態に戻りますので、続けて撮影でき

示時：保存先選択 S% 
ときは、 "を押す。

補足 X .動画は、明るい状態でなるべくカメラから 1.5ｍまでの距

画があるとき

と、終了するかどうかの確認画面が表示

す と、撮影した動画を 保存せずに、待受

。  

と、撮影後のメニュー画面に戻ります。

L270_insatsu.book 8 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
6-8

6
カ
メ
ラ 

.ご利用前に電池残量とメモリ容量をご確認ください。電池残

量が不足しているときは撮影できません。

また、撮影中に電池残量やメモリ容量が不足すると、撮影が

中止されます。 

1

 

A（ !）を押す。

動画撮影画面が表示されます。 

.動画撮影画面が表示されているとき

は、 A（ !）を押す必要はありま

せん。 
2 画像を画面に表示する。

カメラで使用するボタン：■  AP.6-4

便利な撮影方法：■  AP.6-10

撮影／画像に関する設定：■  AP.6-15  

撮影開始音が鳴り、

（撮影開始まで、しば

撮影のやり直し：■

4撮影を終了すると

撮影終了音が鳴り、

.撮影可能時間を経

にメモリ容量が不

は自動的に終了し

.自動保存設定を「

きは、自動的に動

けて撮影できる状
撮影した動画の再■

択 S% 
,再生中の表示切替

撮影のやり直し：■

5動画を保存すると

保存後、撮影前の状

ます。
保存先選択画面表■

6カメラを終了する

離で、撮影することをおすすめします。 

.

 
705SHまたはメモリカードのどちらに保存するかは、あ

らかじめ設定できます。撮影のた びに保存先を選ぶよう

にすることもできます。（保存先設定： AP.6-18） 

.

 
705SHのデータフォルダのメモリは、着うた・メロディ、 
V アプリライブラリな どと共有しているた め、他のデー

タの登録状況によって、撮影（保 存）できる画像数は少

なくなります。 

.メモリの使用状況を確認するときは、 P.8-2を参照してく

ださい。

動画を撮影する

メニュー X カメラ

動画撮影画面

補足 X 保存していない動

カメラを終了する

されます。 

.

 

B（ Yes）を押

画面に戻ります

.A（ No）を押す
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前）には、メニュー画面が自動的に

用できます。

ール添付」にしているときだけ利用でき

ル送信時設定（ AP.13-28）を「保存し

ときは、「ムービー写メール」が表示され

動画撮影で利用できる機能 撮影直後（動画保存前）

した動 画を 705SHまた はメモリ カード

存します。（ AP.6-8）

した動画を再生します。（ AP.6-8）

した動画をメールに添付します。

P.6-14）
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撮影前に B（メニュー）を押すと、次の機能が利用できます。

※ 1 横 240×縦 320ドット以外の撮影で利用できます。

※ 2 インカメラでは利用できません。

※ 3 撮影時間／サイズを「メール添付」にし ているときだけ利用で

きます。

動画の撮影直後（保存

表示され、次の機能が利

※撮影時間／サイズ を「メ

ます。また、添付ファイ

ないで送信」にしている

ます。

撮影前

明るさ調整 明るさを調整します。（ AP.6-15）

撮影時間／サイズ
動画の撮影時間とサイズ（保存形式）を設

定します。（ AP.6-17）

画質設定※ 1 画質を設定します。（ AP.6-16）

データフォルダ 
705SH またはメ モリカー ド内の動画 を確

認します。（ AP.6-10）

撮
影
モ
ー
ド

セルフタイマー※ 2 セルフタイマーを設定します。（ AP.6-10）

表示サイズ※ 1 撮影時の画像の表示サイズを設定します。
（ AP.6-15）

設
定

マイク設定
撮 影時に 音声も 同時に 録音す るかど うか

を設定します。（ AP.6-16）

エンコード形式※ 1 ファイルの圧縮形式を設定します。

（ AP.6-17）

保存先設定※ 3 動画の保存先（ 705SH／メモリカード）を

設定します。（ AP.6-18）

自動保存設定
撮 影後自 動的に 動画を 保存す るかど うか

を設定します。（ AP.6-18）

インカメラに切替※ 1／

アウトカメラに切替※ 1
イ ンカメ ラ／ア ウトカ メラで の撮影 を切

り替えます。（ AP.6-17）

ヘルプ
カメラで利用できるボタン操作を、画面に

表示します。（ AP.6-4）

保存
撮 影

に保

プレビュー 撮影

ムービー写メール

（保存）※

撮影

（ A



  

3動画を選び、 %を押す。
 %を押すたびに、一時停止⇔再生しま

 $S動画選択 S%

 $S動画選択 S%

て静止画／動画を撮影できます。 

きません。 
作１の静止画撮影前、または P.6-8操作

で行います。 

ff」に設定されています。  

押す。 
選び、 %を押す。 

」を選び、 %を押す。 
を押す。

ルフタイマーが設定されます。

解除：「 Off」選択 S%

縦 320ドットで撮影した ASF形式の動画
ます。

 S ムービー S SDビデオ

影する（静止画／動画）
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撮影（保存）した静止画／動画を確認します。 

.データフォルダの操作でも確認できます。（ AP.8-4） 

1 静止画撮影画面で、 B（メニュー）を押す。 
2「データフォルダ」を選び、 %を押す。

メモ リカード取 付時：「ピ クチャー」／「デジ タルカメラ」■

選択 S% 
,

 
705SH ／メモリカードの切替： B（メニュー） S「本体

へ切替」／「メモリカードへ切替」選択 S%

新しく作成したフォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：■

フォルダ選択 S% 
3 静止画を選び、 %を押す。

別の静止画の確認：■  $S静止画選択 S% 

1 動画撮影画面で、 B（メニュー）を押す。 
2「データフォルダ」を選び、 %を押す。

■ 705SH ／メモリカードの切替： B（メニュー） S「本体へ

切替」／「メモリカードへ切替」選択 S%
新しく作成したフォルダ選択時：フォルダ選択■  S% 

再生が始まります。

す。

別の動画の確認：■

動画選択 S%
別の動画の確認：■

セルフタイマーを利用し

.インカメラでは利用で

.以下の操作は、 P.6-5操

１の動画撮影前の状態

.お買い上げ時には、「 O

1B（メニュー）を
2「撮影モード」を

3「セルフタイマー
4「 On」を選び、 %

「 0」が表示され、セ

セルフタイマーの■

撮影した画像の確認

静止画の確認

メニュー X カメラ S 静止画撮影画面を表示する

動画の確認

メニュー X カメラ S 動画撮影画面を表示する 

SDビデオ内の
動画の確認

横 240×
を確認し

メニュー X メディアプレイヤー

便利な撮影方法

セルフタイマーで撮
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5 画像を画面に表示し、 %を押す。

きます。設定できる連写の種類は、

以下で 利用でき ます。（横 480×縦 640
は作成されません。）

影したすべての静止画を縮小し、１枚の

のです。連写画像の内容が一覧で確認で

以下で利用できます。 

のシャッター（ %）を押すと、あとは

りの回数分が撮影されます。

スピード）の設定もできます。 

数分シャッターを押す、「マニュアル」

きません。

セルフタイマー撮影時のご注意

に %を押すと、その時点で撮影され、セ

れます。

に着信やアラーム動作があると、撮影は

タイマーは解除されません。）

は、ズーム、明るさ調整以外の機能は利

画）

枚の静止画を連続して撮影し、４枚の静

画と分割画像※ 2を作成します。

枚の静止画を連続して撮影し、９枚の静

画と分割画像※ 2を作成します。

続して５枚の静止画を撮影し、５枚の静

画と合成画像を作成します。
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セルフタイマー音が鳴り、セルフタイマーが動作します。 

.

 
10秒後、静止画撮影モードでは撮影後の画像が表示され、

動画撮影モードでは撮影が始まります。

撮影のやり直し：セルフタイマー動作中に■  A（キャンセル） 

, セルフタイマーが設定されたまま、撮影をやり直せる状態

に戻ります。 
6 静止画を保存する 

1静止画を保存するときは、 %を押す。
セルフタイマーは解除され、通常の撮影画面に戻り

ます。

保存先選択画面表示時：保存先選択■  S%

動画を保存する 

1撮影を終了するときは、 %を押す。 

2動画を保存するときは、「保存」を選び、 %を
押す。
セルフタイマーは解除され、通常の撮影画面に戻り

ます。

保存先選択画面表示時：保存先選択■  S% 
7 カメラを終了するときは、 "を押す。

保存していない静止画／動画があるとき：■  AP.6-6、 P.6-8

静止画を連続して撮影で

次のとおりです。

※ 1 横 480 ×縦 640ド ット

ドットでは、分割画像

※ 2 分割画像とは、連 続撮

静止画内に配 置したも

きます。

※ 3 横 240×縦 320ドット

.連写撮影では、１枚目

一定間隔で自動的に残

撮影される間隔（連写

.４枚／９枚連写では回

も設定できます。 

.インカメラでは利用で

注意 X 連写 スピード（ AP.6-12）を「マニュアル」に している

ときは、セルフタイマーは利用できません。

■セルフタイマー動作中

ルフタイマーは解除さ

■セルフタイマー動作中

中止されます。（セルフ

■セルフタイマー動作中

用できません。

連写撮影する（静止

４枚連写 On※ 1 ４

止

９枚連写 On※ 3 ９

止

オーバーラップ連写※ 3 連

止



  

.以下の操作は、 P.6-5操作１の静止画撮影前の状態で行います。  7連写撮影が終われば、分割画像ま

示される。 

トのときは、１枚

が表示されます。

の確認： f 

画像 内の１枚だ けを

、保 存する画像 を表

みます。

 =） S P.13-7 操作３

るときは、 %を押す。

示時：保存先選択 S% 
を保存する 

選び、 %を押す。
後、撮影画面に戻ります。

 On」のままです。）

る 

を選び、 %を押す。
後、連写撮影後の画面に戻ります。

 On」のままです。）

保存：上記操作のあと f（静止画選択） 
画像」選択 S% 

戻る：上記操作のあと $    

ときは、 "を押す。
止画があるとき： AP.6-6

と、明る い所で 撮影する よりも 連写ス

ことがあります。

４枚連写の分割画像

L270_insatsu.book 12 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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1B（メニュー）を押す。 
2「撮影モード」を選び、 %を押す。 

3「連写設定」を選び、 %を押す。 
4「４枚連写 On」〜「オーバーラップ連写」のいずれ

かを選び、 %を押す。

連写の解除：「■  Off」選択 S%（操作完了） 
5 連写スピードを選び、 %を押す。

連写マーク（ AP.6-3）が表示され、撮影画面に戻ります。 

.セルフタイマー（ AP.6-10）を「 On」にしているとき

は、「マニュアル」は利用できません。 

.設定できる連写スピードは、撮影サイズによって異なり

ます。 
6 画像を画面に表示し、 %を押す。

設定したスピードで連写撮影されます。 

.４枚／９枚連写を手動（マニュアル）で撮影するときは、

残りの回数分操作６をくり返してください。
連写の中止：連写撮影中に■  A（キャンセル） 

, このあと、中止前に撮影 した連写画像を保存するときは、

操作８へ進みます。 

, 連写の取消：上記操作のあと $

（途中 まで撮影した画像は消去され、連写 撮影をやり直せ

る状態に戻ります。） 

たは合成画像が表

.横 480×縦 640ドッ

目に撮影した画像

連写画像内の静止画■

,この あと、連写

保存 するときは

示し、操作８へ進

メール添付：■  A（

以降 
8連写画像を保存す

保存先選択画面表■

9 すべての連写画像

1「全画像」を
連写画像保存

（連写設定は「

１枚だけを保存す

1「表示画像」
表示画像保存

（連写設定は「

他の静止画の■

S%S「表示

, 撮影画面に

11110000 カメラを終了する
保存していない静■

注意 X 暗い所 で撮影す る

ピードが遅くなる
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データフォルダ内のフレームを利用する 

ルダ」を選び、 %を押す。 
フレームは、利用できません。 

び、 %を押す。
示： B（メニュー） S「表示」選択 S% 
択に戻る：上記操作のあと $  

る 

、 %を押す。

効果を確認しながら、静止画を撮影

影） 

下の静止画撮影で利用できます。 

きません。 

１の静止画撮影前の状態で行います。

りますので、撮影を行ってください。  

押す。 

選び、 %を押す。 
を選び、 %を押す。 

、 %を押す。

影できる状態になります。
表示） 

操作のあと $

除：「 Off」選択 S%

補足 X 表示画像だけを保存したとき

べての静止画にフレームが付きます。

認しながら撮影する（静止画）
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.ウェブなどで入手したフレーム［透過 PNG 形式の画像（ 40K
バイト以下）］も利用できます。 

.横 240×縦 320ドット以下の静止画撮影で利用できます。 

.インカメラでは利用できません。 

.以下の操作は、 P.6-5操作１の静止画撮影前の状態で行います。

操作後、撮影画面に戻りますので、撮影を行ってください。 
1

 

B（メニュー）を押す。 
2「撮影モード」を選び、 %を押す。 

3「フレーム追加」を選び、 %を押す。 
4 あらかじめ登録されているフレームを利用する 

1「固定データ」を選び、 %を押す。 

2フレームを選び、 %を押す。
フレームの表示：フレーム選択■  SB（表示） 

,フレーム選択に戻る：上記操作のあと $

1「データフォ
.選択できない

2フレームを選
フレームの表■

, フレーム選

3%を押す。

フレームを解除す

1「 Off」を選び

画面に表示される装飾

できます。（効果付き撮

.横 240×縦 320ドット以

.インカメラでは利用で

.以下の操作は、 P.6-5操作

操作後、撮影画面に戻

1B（メニュー）を

2「撮影モード」を
3「効果付き撮影」

4装飾の種類を選び

選んだ装飾効果で撮
効果の表示：■  B（

,効果の変更：上記

効果付き撮影の解■

カメラを終了すると、終了するかどうかの確認画面が表示

されます。 

.

 
B（ Yes）を押すと、撮影 した静止画を保 存せずに、待

受画面に戻ります。 

.

 
A（ No）を押すと、連写撮影後の画面に戻ります。

フレームを付けて撮影する（静止画）

補足 X 連写撮影では、す

画面の装飾効果を確



  

直後の画面から直接メール（ MMS）

  
のサイズ／形式などについては、 P.6-7

 

たあとは、デ ータフォルダの操作で送

 
 AP.6-8操作１〜５） 

ル（保存）」を選び、 %を押す。

と、メール作成画面が表示されます。

付されています。） 

送信するよう、設定しておくこともで

イル送信時設定： AP.13-28）

示時：保存先選択 S% 
を入力し、メールを送信する。

以降）

撮影した動画を添付する

ル非 対応のボー ダフォン携帯 電話には

ません。 

、 MPEG-4 対応機以外のボーダフォン携

できません。

ス対応状況については、「 3Gガイドブッ

ださい。
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撮影した静止画を、撮影直後の画面から直接メール（ MMS）

に添付して送信します。 

.撮影した静止画を保存したあとは、データフォルダの操作で

送信します。（ AP.8-7） 
1 静止画を撮影する。

静止画の撮影方法：■  AP.6-5操作１〜 P.6-6操 作２

連写 画像の添付：■  P.6-12操作７のあと f（添付する静 止画

選択 ） 
2

 

A（ =）を押す。
静止画が保存されたあと、メール作成画面が表示されます。

（静止画はあらかじめ添付されています。） 

.静止画を保存せずに送信するよう、設定しておくことも

できます。（添付ファイル送信時設定： AP.13-28）

保存先選択画面表示時：保存先選択■  S% 
3 宛先など他の項目を入力し、メールを送信する。

（ AP.13-7操作３以降）

撮影した動画を、撮影

に添付して送信します。

.MMSに添付できる動画

を参照してください。

.撮影した動画を保存し

信します。（ AP.8-7）

1動画を撮影する。（

2「ムービー写メー
動画が保存されたあ

（動画はあらかじめ添

.動画を保存せずに

きます。（添付ファ

保存先選択画面表■

3宛先など他の項目

（ AP.13-7操作３

静止画／動画のメール添付

撮影した静止画を添付する

補足 X 送信先が添付した静止画を受信できるかなど、あらかじめ

ご 確認くだ さい。相手 機種の サービス 対応状 況につ いて

は、「 3Gガイドブック」を参照してください。

注意 X . MMS、 VGSメー

動画 は送信でき

.撮影した動画は

帯電話には送信

補足 X 相手機種のサービ

ク」を参照してく
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横 176×縦 144ドットの撮影で利用できます。 
D等倍 

撮影モード」選択 S%S「表示サイ

倍」／「拡大」選択 S%

ど、撮影する画像に関する設定を変

作１の静止画撮影前、または P.6-8操作

で行います。

りますので、撮影を行ってください。 

D

 

0（標準） 
るさ調整」選択 S%Sf（明るさ

に、お買い上げ時の設定に戻ります。

カメ ラ切替」（ AP.6-17）を 行ったとき

定に戻ります。

表示サイズ 動画撮影時の画像の表示サイズを設定します。

× 動画撮影モード ○※

動画の明るさを調整します。

○ 動画撮影モード ○
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撮影方法や画 像など、静止画や動 画を目的に応じて 撮影で

きます。 
.利用できる機能は、撮影モードによって異なります。各機能

の説明内にある表でご確認のうえ、ご利用ください。 

.ボタンを押して、簡単に切り替えられる機能もあります。

（ AP.6-4）

撮影時の状態に合わせて撮影方法を設定できます。 

.以下の操作は、 P.6-5操作１の静止画撮影前、または P.6-8操作

２の動画撮影前の状態で行います。

操作後、撮影画面に戻りますので、撮影を行ってください。 

D通常画面表示 
B（メニュー） S「設定」選択 S%S「アイコン非表

示」／「通常画面表示」選択 S% 

Dパターン１ 
B（メニュー） S「設定」選択 S%S「シャッター音」選

択 S%Sパターン選択 S%
シャッター音の再生：パターン選択後■  B（再生） 

.シャッター音の音量は変更できません。 

.連写撮影時のシャッター音は固 定です。ここでの設定は、反映

されません。

※横 128×縦 96ドット／

B（メニュー） S「

ズ」選択 S%S「等

画像の明るさや画質な

更できます。 

.以下の操作は、 P.6-5操

２の動画撮影前の状態

操作後、撮影画面に戻

B（メニュー） S「明

選択） 

.カメラを終了するたび

「インカメラ ／アウト

も、お買い上げ時の設

撮影／画像に関する設定

撮影方法の設定

表示切替 静止画撮影時の画面表示を切り替えます。

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ×

シャッター音 静止画撮影時のシャッター音を設定します。

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ×

静止画撮影モード

画像の設定

明るさ調整 静止画や

静止画撮影モード



  

※インカメラでは利用できません。 
D標準 

影モード」選択 S%S「シーン別

影環境選択 S% 
に、お買い上げ時の設定に戻ります。

カメ ラ切替」（ AP.6-17）を 行ったとき

定に戻ります。 

、次のとおりです。 

D

 

On（録音する） 
定」選択 S%S「マイク設定」選

「 Off」選択 S%

撮影サイズ 静止画の撮影サイズを変更します。 シーン別撮影 静止画の撮影環境を設定します。

○※ 動画撮影モード ×

環境に応じて自動的に調整します。

ど光の少ない場 所での撮影に適していま

ツなど動きの多 い被写体の撮影に適して

。

などコントラス トがはっきりとした被写

影に適しています。

影時に、音声も同時に録 音するかどうか
ます。

× 動画撮影モード ○
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D

 

240× 320 
B（メニュー） S「撮影サイズ」選択 S%S サイズ

（ AP.6-5）選択 S% 
.インカメラで利用できる静止画の撮影サイズは、「 240× 320」／

「 120× 160」です。 
.動画の撮影 サイズは、「 撮影時間／サイズ 」（ AP.6-17）で変

更できます 。

※横 240×縦 320ドット以外の撮影で利用できます。 

D静止画：ノーマル、動画：ファイン 
B（メニュー） S「画質設定」選択 S%S画質選択 S% 
.「ノーマル」→「ファイン」→「ハイクオリティ」の順に画像は

きれい になります。た だし、ファイル 容量が大き くなるため、

保存可能画像数や撮影可能時間は減ります。

B（メニュー） S「撮

撮影」選択 S%S撮
.カメラを終了するたび

「インカメラ ／アウト

も、お買い上げ時の設

.設定できる撮影環境は

B（メニュー） S「設

択 S%S「 On」／

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ×

画質設定 静止画や動画の画質を設定します。

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ○※

静止画撮影モード

標準 周りの

夜景
夜景な

す。

スポーツ
スポー

います

文字
白と黒

体の撮

マイク設定
動画の撮
を設定し

静止画撮影モード
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横 176×縦 144ドットの撮影で利用できます。 
D

 
MPEG4（日本） 

定」選択 S%S「エンコード形式」

（海外）」／「 MPEG４（日本）」選

を変更したり、撮影後、自動的に画

するなど、いろいろな機能を利用で

作１の静止画撮影前、または P.6-8操作

で行います。

りますので、撮影を行ってください。

横 176×縦 144ドットの撮影で利用できます。 
Dアウトカメラ 

アウトカメラに切替」／「インカメ

「インカメラに切替」、インカメラ利用時

替」だけ選択できます。

撮影時間／ 動画の撮影時 間とサイズ（保存形式）を 設定しま エンコード
動画のファイルの圧縮形式を設定します。

× 動画撮影モード ○※

メラとインカメラを切り替えます。

○ 動画撮影モード ○※
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Dメール添付／大（ QCIF） 
B（メニュー） S「撮影時間／サイズ」選択 S%S「メー

ル添付」／「長時間撮影」選択 S%Sサイズ（保存形式）

選択 S%
長時間撮影のサイズ（保存形式）選択時：上記操作のあと■  B

（ Yes） 

.「長時間撮影」の保存先は、メモリカードだけです。 

.「メール添付」にすると、撮影できるサイズが最大 295Kバイト

に制限されます。 

.設定できるサイズ（保存形式）は、次のとおりです。

※「長時間撮影」だけで利用できます。

※横 128×縦 96ドット／

B（メニュー） S「設

選択 S%S「 H.263
択 S%

撮影した画像の保存先

像を保存できるように

きます。 

.以下の操作は、 P.6-5操

２の動画撮影前の状態

操作後、撮影画面に戻

※横 128×縦 96ドット／

B（メニュー） S「

ラに切替」選択 S% 
.アウトカメラ利用時は

は「アウトカメラに切

サイズ す。

静止画撮影モード × 動画撮影モード ○ 

QVGA（ 3gp）※ MPEG-4形式（ .3gp）の横 240ドット×縦 
320ドットの動画を撮影します。 

QVGA（ asf）※ MPEG-4形式（ .ASF）の横 240ドット×縦 
320ドットの動画を撮影します。

大（ QCIF） 
MPEG-4／ H.263形式（ .3gp）の横 176ドッ

ト×縦 144ドットの動画を撮影します。

小（ SubQCIF） 
MPEG-4／ H.263形式（ .3gp）の横 128ドッ

ト×縦 96ドットの動画を撮影します。

形式

静止画撮影モード

その他の設定

インカメラ／
アウトカメラ切替

アウトカ

静止画撮影モード



  

保存先設定 静止画や動画の保存先を設定します。
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※撮影時間／サイズを「メール添付」にしているときだけ利用できます。 
D本体 

B（メニュー） S「設定」選択 S%S「保存先設定」選

択 S%S「本体」／「メモリカード」／「デジタルカメ

ラフォルダ」／「毎回確認」選択 S% 
.「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先の選択画面が表示さ

れるようになります。 

.「デジタルカメラフォルダ」は、横 480×縦 640ドット以上の静

止画で利用できます。 

D

 

Off

 

B（メニュー） S「設定」選択 S%S「自動保存設定」

選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S%

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ○※

注意 X .自動保存設定（ A下記）を「 On」にしているときは、

「毎回確認」は利用できません。 

.メモリカードに保存するときや、「毎回確認」を利用する

ときは、メモリカードを取り付けておいてください。

自動保存設定
撮影後、静止画や動 画を自動的に保存す るかどう
かを設定します。

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ○

注意 X 保存先設定（ A上記）を「毎回確認」にしているときは、

利用できません。
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メディアプレイヤー
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の操作でウェブに接続し、音楽（着

ロードすることができます。 

音楽や動画の提供サイトの情報（料金

）を必ずご確認ください。 

で音楽を検索し、ダウンロードするこ

ジックサーチ： A下記） 

または「ムービー」を選び、 %を

ウンロード」または「ムービーダ

び、 %を押す。
ダウンロードのページが表示されます。 

ルやサイトなどを選び、ダウンロード

音楽（着うた ®）／動画のダウンロードについて

サーチで音楽を検索する

うと、ウェ ブのミュ ージックサ ーチの

楽の検索／ダウンロードができます。

択 S%S「ミュージックサーチ」選

示に従って音楽を検索し、ダウンロード
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メディアプレ イヤーには、音楽を 再生するミュージ ックプ

レイヤーと、動画を再生するビデオプレイヤーがあります。

動画／音楽は、保存場所（ 705SH 内／メモリカード内／メ

モリカード専用領域内）ごとに管理されています。再生は、

保存場所を指定して行います。 

.プレイリストについて詳しくは、 P.7-13を参照してください。 

.再生中に 705SHの電池残量が不足するなどして、再生が停止

したときは、続きから再生できます。

（続き再生： AP.7-5、 P.7-7） 

.動画や音楽をダウンロードしながら同時に再生することもで

きます。（ストリーミング： AP.14-10）

メディアプレイヤーから

うた ®）／動画をダウン

.ご利用にあたっては、

や有効期限などの詳細

.曲名やアーティスト名

ともできます。（ミュー

1「ミュージック」
押す。 
2「ミュージックダ

ウンロード」を選

ウェブに接続され、

.このあと、ジャン

してください。

メディアプレイヤーについて

再生中に電話／メールなどの着信があると

■電 話着信が あったとき や、アラーム の設定時刻 になったと き

は、再生は停止します。 

.ストリーミング中に停止したとき、履歴（ AP.14-11）は残

ります。

■メール着信があったときは、再生は継続したまま、メールが届

いたことをお知らせします。

プレイリスト 

705SH内の動画

メモリカード内の動画 

SDビデオ

メモリカード

専用領域内の動画 

705SH／メモリカード内

の音楽

プレイリスト 

SDオーディオ

メモリカード

専用領域内の音楽

動画（ビデオプレイヤー） 音楽（ミュージックプレイヤー） メニュー X メディアプレイヤー

ミュージック

■操作１で 次の操作 を行

ページが表示され、音

「ミュージック」選

択 S% 
. このあと、画面の指

してください。
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応したソフトウェアが必要です 

 AACデータに変換できるソフトウェ

アの一例として、記載しています。当

ウェアの動作保証はしておりません。 

使用方法については、ソフトウェア提

などでご確認ください。

サンプリング周波数は次のとおりです

ます。

ます。

パソコンでの音楽データ保存について AACデータご利用時のご注意 

uter  Inc.の米国および他の国における登

 24※ 1、 32、 48、 64、 96※ 2、 128※ 2

、 22050、 24000、 32000、 44100、 48000

ティスト名は、 705SH では表示されま
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お客様が購入された CDなどの音楽データを、パソコンを利

用してメモリカードに保存すると、 705SH で再生すること

ができます。

■著作権などにご注意ください 
.ご利用にあたっては、著作権などの第三者知的財産権その他

の権利を侵害しないようご注意ください。 

.メモリカード内に保存した音楽は、個人使用の範囲だけでご

使用ください。

■ SD-Audio規格に準拠した音楽データが利用できます 
.

 
705SHでは、 SD-Audio規格に準拠した「セキュア AACデー

タ」および「 AACデータ」を再生できます。 

,「 AACデータ」をご利用になるときは、「 AACデータご利用

時のご注意」を参照してください。

■音楽データは指定のフォルダに保存してください 
.市販のメモリカードリーダー／ライターなどを使用して、メモ

リカード内の次のいずれかのフォルダへ保存してください。 

,

 

PRIVATE/VODAFONE/My

 

 

 

Items/Sounds

 

 

 

&

 

 

 

Ringtones  

,

 

PRIVATE/VODAFONE/My

 

 

 

Items/Music

■ AACデータ変換に対
.「 iTunes」など、音楽を

アが必要です。 

.「 iTunes」はソフトウェ

社では、特定のソフト

.ソフトウェアの仕様や

供各社のホームページ

■対応するビットレート／

※ 1 モノラルだけ対応し

※ 2 ステレオだけ対応し

パソコンでの音楽データ保存時のご注意

補足 X パ ソコンで の音楽 データ 保存につ いて詳 しくは、付 属の

ユ ーティ リティ ーソフ トウェ ア（ CD-ROM）内 の「ユー

ティリティーソフトウェアスターターガイド」を参照して

ください。 

iTunesは、 Apple  Comp
録商標または商標です。

ビットレート

（ kbps） 
16※ 1、

サンプリング

周波数（ Hz） 
16000

注意 X AACデータ のアー

せん。



  

ときは、「アーティスト名なし」と表示さ

停止中／ a：早送り中／ b：早戻し中

P.7-6） 
ート／ 7：全 トラックリピート／ 

は、「リピート Off」です。

音楽再生画面

8

9
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パソ コン など でメ モリ カー ドに 保存 した 音楽 データ やダ

ウンロードした音楽を、 705SHで再生できます。 
.再生音は、イヤホンマイクなどを利用して聞くことができま

す。 

.

 
705SHのスピーカーから聞くこともできます。 

.音楽データの形式やメモリカードの状態、保 存方法などに

よっては、 705SHで再生できないことがあります。 

.イヤホンマイクなどを取り付けたり、取 り外すときは、接続

プラグを持って行ってください。接続プラグ以外を持って行

うと、 705SHのイヤホンマイク端子が破損したり、コードが

切れたりする恐れがあります。 

.イヤホンマイクなど、指定品以外は使用しないでください。指

定 品以外のものを 使用すると、正常に 動作しなかっ たり、 
705SHのイヤホンマイク端子が破損する恐れがあります。 

.電池残量が不足しているときは再生できません。また、再生

中に電池残量が不足すると、再生が中止されます。

1再生中表示

2プレイリスト名
3タイトル

4アーティスト名 
.アーティスト名がない

れます。

5再生中のトラック番号

6動作状態表示 
9：再生中／ 0：一時

7再生モード表示（ A

6：１トラックリピ

5：ランダム 
.何も表示されないとき

8現在の再生経過時間

9音量

音楽の再生

再生時のご注意

補足 X .スイッチ付きイヤホンマイクなど を取り付けて再生して

いる場 合に、電話をか けてきた相 手と通話 するときは、

スイッチ付きイヤホンマイク などのスイッチを長く（１

秒以上）押します。 

.音楽や 再生音量に よっては、スピ ーカーで の再生時に、

ひずん だように聞 こえること がありま す。このときは、

再生音量を下げてください。 

.音楽データの容量が大きいと きは、プレイリストや音楽

の表示（更新）に時間がかかることがあります。

3

2
1

4

7
6

5
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ム」にしているときは、 cをくり返し押

最初から再生します。

ト Off」にしているときは、最後の音楽の

となります。

再生する
注意 X 再生中にスヌーズ設定されたアラームが動作したとき、再

アラームを止めても再生は再開されませ

外でアラ ームが動作した ときは、再生は

ーの「ミュージック」から音楽を再生し

ョン品のマイク付液晶オーディオリモコ

ができます。

と

し押すと、前の音楽を再生します。※ 1

押し続ける）

すと、その時点から再生します。

押し続ける）

すと、その時点から再生します。

度押すと、再生が再開します。

１秒以上） 

押すと、音声が出ます。
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1「プレイリスト」または「 SDオー
ディオ」を選び、 %を押す。

「プレイリスト」選択時：■  f（「プレイ

リスト ミュージック」／「プレイリス

ト着うた」選択）

前回再生した音楽の続きを再生：「続き■

再生」選択 S% 
2 プレイリストを選び、 %を押す。

音楽の検索：■  B（メニュー） S「検索」

選択 S%S検索文字入力 S% 
, 該当する音楽がなかったときは、検索文字の入力画面に戻

ります。検索文字を入力し直してください。

リストの並べ替え：■  B（メニュー） S「並べ替え」選択 S%
S並べ替え方法選択 S% 
, 全ミュージックのリストで利用できます。

音楽 ／プレイリス トの情報表示：音楽 ／プレイリス ト選択■  

SB（メニュー） S「プロパティ」選択 S%（ bを押すと、

隠れている内容を表示できます。） 

, 音楽／プレイリスト一覧に戻る：上記操作のあと %S$ 
3 音楽を選び、 %を押す。

音楽再生画面が表示され、再生が始まります。 

.最後の音楽まで再生すると、自動的に止まります。

（再生モード「リピート Off」時： AP.7-6）

再生の一時停止：■  %
音量の調節：■  a（上げる）／ b（下げる） 

, 変更した音量は、次回ミュージックプレイヤーを起動する

ときも保持されます。

※ 1 再生モードを「ランダ

しても再生中の音楽を

※ 2 再生モードを「リピー

再生中に押しても無効

メニュー X メディアプレイヤー S ミュージック

プレイリスト一覧

生は停止します。

ん。（スヌー ズ以

継続されます。）

補足 X メディアプレイヤ

たときは、オプシ

ンで操作すること

再生中にできるこ

再生中の音楽を

最初から再生する 
c
くり返

次の音楽を

再生する 
d※ 2

早送りする 
d（

手を離

早戻しする 
c（

手を離

一時停止する 
%
もう一

音声を消す 
b（

aを



  

、ウェブで入手した動画などが再生

ピーカーから聞こえます。 

利用して聞くこともできます。

プ表示領域

画）番号

停止中／ A：コマ送り中／ 

戻し中

P.7-8） 

味は、音楽再生画面と同様です。

補足 X .再生中に "を押すと、音楽を再生しながら電話帳やメー

5
6
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Dリピート Off

「再生モード」選択 S%S再生モード選択 S% 
.設定できる再生モードは、次のとおりです。

カメラで撮影した動画

できます。 
.再生音は、 705SHのス

.イヤホンマイクなどを

1動画再生領域／テロッ

2再生中のクリップ（動

3動作状態表示 

9：再生中／ 0：一時

a：早送り中／ b：早

4再生モード表示（ A

.表示されるマークの意

（ AP.7-4）

5音量

6現在の再生経過時間

ル作成など、他の機能を操作 できます。ただし、機能に

よっては、同時に操作できないことがあります。 

.待受画面のバックグラウンドでメ ディアプレイヤーを再

生しているとき、再生中の待受画面で "を押すと、再生

を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

画面に従って操作してください。

音楽再生に関する設定

再生モード 音楽の再生方法を設定します。

メニュー X メディアプレイヤー S ミュージック S 設定

リピート Off 並び順に再生し、最後の音楽まで再生したあと
は、自動的に止まります。

１トラックリピート 選んだ１曲をくり返し再生します。

全トラックリピート
プレイリ スト内のす べての音 楽をくり返 し再
生します。

ランダム
プレイリ スト内の音 楽を無作 為に選び再 生し
ます。

動画の再生

動画再生画面

1

3

4

2
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4動画を選び、 %を押す。
され、再生が始まります。 

生すると、自動的に止まります。（再生

 Off」時： AP.7-8）

定：再生中／一時停止中に B（メニュー） 
SP.7-8

.7-9

 % 
を長く（ １秒以上）押すとコマ送りがで

上げる）／ b（下げる） 

次回ビデオプレイヤーを起動するときも

： 2／ D（ AP.7-8） 

ップ）を設定している場合は、表示サイ

再生しているときだけ、文字（テ ロップ）

と： AP.7-5

再生する

た動画を再生すると、画面の向きが変わ

。
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ビデオプレイヤーで動画を再生します。 

.動画の再生方法や、再生中の画面の点灯方法／表示サイズは

変更できます。（ AP.7-8）

また、動画の再生に合わせて、文字（テロップ）を流すこと

もできます。（ AP.7-10） 

1「プレイリスト」または「 SDビデオ」を選び、 %を
押す。 

.「 SDビデオ」を選んだときは、このあと操作４へ進みま

す。
前回再生した動画の続きを再生：「続き再生」選択■  S% 

2「本体」または「メモリカード」を選び、 %を押す。 
3 プレイリストを選び、 %を押す。

動画の検索：■  B（メニュー） S「検索」

選択 S%S検索文字入力 S% 

, 該当する 動画がなか ったときは、検

索文字の 入力画面に 戻ります。検索

文字を入力し直してください。 

, 全ムービーのリストで利用できます。

リストの 並べ替え：■  B（メニュー） S
「並べ替え」選択 S%S並べ替え方法

選択 S% 

, 全ムービーのリストで利用できます。

動画 ／プレイリ ストの情報表 示：動画 ／プレイリ スト選択■  
SB（メニュー） S「プロパティ」選択 S%（ bを押すと、

隠れている内容を表示できます。） 

, 動画／プレイリスト一覧に戻る：上記操作のあと % 

動画再生画面が表示

.最後の動画まで再

モード「リピート

動画再生に関する設■

S「設定」選択 S% 
動画の編集：■  AP

再生の一時停止：■

,一時停止 中に d
きます。

音量の調節：■  a（

,変更した音量は、

保持されます。

再生中の表示切替■

,動画に文字（テロ

ズを「等倍」で

が表示されます。

再生中にできるこ■

メニュー X メディアプレイヤー S ムービー

全ムービーの動画一覧

補足 X 他の機器で録画し

ることがあります



  

D拡大

%S「等倍」／「拡大」／「全画

 Dを押しても、 次の順に切り替えられ

）」→「全画面（マークあり）」→「等倍」

変更すると、次回は設 定したものの次の

わります。 

止中は、押すた びに「全画面（マークな

ークあり）」の切替だけとなります。 

Dどちらも On

る

 S%S「 On」／「 Off」選択 S%

S「 On」／「 Off」選択 S%

動画再生に関する設定 表示サイズ 動画を再生するときの表示サイズを設定します。

 S ムービー S 設定

動画のタイトルや作者 名を表示するかど
します。

 S ムービー S 設定 

L270_insatsu.book 8 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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.

 

SDビデオ内の動画は、設定できません。 

Dリピート Off

「再生モード」選択 S%S再生モード選択 S% 
.設定できる再生モードは、次のとおりです。 

D常に On

「バックライト」選択 S%S点灯方法選択 S% 
.設定できる点灯方法は、次のとおりです。 

「表示サイズ」選択 S
面」選択 S% 
.再生画面 で 2ま たは

ます。

「全画面（マークなし

→「拡大」… 

, 表示サイズの 設定を

内容から順に切り替

, 全画面表示 で一時停

し）」⇔「全画面（マ

タイトルの表示を設定す

「タイトル表示」選択

作者名の表示を設定する

「作者表示」選択 S%

再生モード 動画の再生方法を設定します。

メニュー X メディアプレイヤー S ムービー S 設定

リピート Off
並び順に再生し、最後の動画まで再生した

あとは、自動的に止まります。

１クリップリピート 選んだ１つの動画をくり返し再生します。

全クリップリピート
プレイ リスト内 のすべての 動画をく り返

し再生します。

ランダム
プレイ リスト内 の動画を無 作為に選 び再

生します。

バックライト 動画再生時の画面の点灯方法を設定します。

メニュー X メディアプレイヤー S ムービー S 設定

常に On 再生中は、常に点灯します。

常に Off 再生中は、ボタンを押しても点灯しません。

通常設定に従う
ディ スプレイ設定 のバックライト（ AP.9-

8）の設定内容に従って動作します。

メニュー X メディアプレイヤー

タイトル／
作者表示

再生中に
うかを設定

メニュー X メディアプレイヤー

Sタイトル／作者表示
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作４のあとで行います。 
再生中に、 B（メニュー）を押す。 
 を押す。  

。 

ません。 
を選び、 %を押す。 

を選び、 %を押す。

。 

て「一時停止」⇔「再生」するなどし

始／終了位置を指定してください。 
置で、 B（開始）を押す。
指定され、再生が再開されます。 
置で、 B（終了）を押す。
存されたあと、再生されます。

指定した２点間の動画を切り取る

超えると、保存できないことがあります。

L270_insatsu.book 9 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
.横 240×縦 320ドット（ QVGAサイズ）の動画は、編集できま

せん。 

.以下の操作は、 P.7-7操

1一時停止中または

2「編集」を選び、%
3B（ Yes）を押す
.編集中は着信でき

4「動画切り取り」

5「部分切り取り」
動画が再生されます

.このあと %を押し

て、切り取りの開

6切り取りの開始位

切り取りの開始点が

7切り取りの終了位

切り取った動画が保

動画の編集

動
画
切
り
取
り

部分切り取り 指定した２点間の動画を切り取ります。

前部分削除
指定した位置 より前の部分を削 除して、残っ

た部分を新しい動画として保存します。

後部分削除
指 定し た 位 置よ り 後 ろの 部 分を 削 除 して、

残った部分を新しい動画として保存します。

テロップ
画像の再 生に合わせて、文字（テ ロップ）を

流します。

注意 X .動画のサイズやデータ内容に よっては、編集できないこ

とがあります。 

.メモリカ ードに保存 されている 動画を編集 する場合に、 

705SH以 外でフォ ーマッ トしたメ モリカ ードを使 用し

ているときは、編集した動画が正 しく再生されないこと

があります。 

.メモリカードに保存するとき は、ファイルの容量以外に

最大で約 1.2Mバイトの空き容量が必要です。

注意 X 再生時間が 30分を



  

文字（テロップ）を流します。 

、文字を装飾することもできます。

力し、動画のどの位置に表示するか

を指定することで、テロップを設定

で、１件あたり最大全角 24文字（半角 
ます。 

作４のあとで行います。 
再生中に、 B（メニュー）を押す。 
 を押す。  

。 

ません。 
び、 %を押す。 
押す。 
を押す。 

て「一時停止」⇔「再生」するなどし

す位置を指定してください。 
る最初の位置で、 B（開始）を押

動画の一部を削除する テロップを編集する

る

L270_insatsu.book 10 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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指定した位置 から、前または後 ろの部分を削除 して、残っ

た部分を新しい動画として保存します。 

.以下の操作は、 P.7-7操作４のあとで行います。 
1 一時停止中または再生中に、 B（メニュー）を押す。 
2「編集」を選び、 %を押す。 

3

 

B（ Yes）を押す。 
.編集中は着信できません。 
4「動画切り取り」を選び、 %を押す。 

5「前部分削除」または「後部分削除」を選び、 %を

押す。

動画が再生されます。 
6 削除の開始位置で、 %を押す。 

.前部分削除は、ここで表示した位置から前の動画をすべ

て削除します。また、後部分削除は、ここで表示した位

置から後ろの動画をすべて削除します。 

.削除の開始位置を変更するときは、このあと「再生」⇔

「一時停止」するなどして、削除の開始位置を指定してく

ださい。
削除の取消：■  $ 

7
 

B（切取）を押す。

残った動画が保存されたあと、再生されます。

動画の再生に合わせて、

.表示位置を変更したり

テロップ用の文字を入

（表示間隔／表示位置）

できます。 
.テロップは最大 10件ま

48文字）まで登録でき

.以下の操作は、 P.7-7操

1一時停止中または

2「編集」を選び、%
3B（ Yes）を押す

.編集中は着信でき

4「テロップ」を選
5番号を選び、 %を

6文字を入力し、 %
.このあと %を押し

て、テロップを流

7テロップを表示す

す。

注意 X 再生時間が 30分を超えると、保存できないことがあります。

テロップを入力す
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8 テロップを表示する最後の位置

文字サイズや背景色、テロップが流

とで、いろいろな装飾効果を楽しめ

字を点滅させることもできます。

の機能を組み合わせて設定できます。 

９で行います。操作後、操作 10 以降

成を完了してください。

S開始位置で B（開始） S終了位

操作のあと左記操作 10以降

S「表示位置」選択 S%Sg（表

操作のあと $S左記操作 10以降 

D標準

S「文字サイズ」選択 S%S「標

択 S%
操作のあと $S左記操作 10以降

テロップの表示を設定する

をどの場面で表示するかを設定します。

を表示する位置を設定します。

の文字サイズを設定します。

L270_insatsu.book 11 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
で、 B（終了）を押す。
テロップの編集画面が表示されます。 

.

 
B（終了）を押す前に動画の再生が

終わったときは、操 作７からやり直

してください。

テロッ プ文字の変更：「テ ロップ文字」■

選択 S%S文字修正 S% 
9 テロップの表示設定／文字の装飾

を行う。（ A右記〜 P.7-13） 

.テロップの表示設定／文字装飾せずにテロップの作成を

終了するときは、操作 10へ進みます。    

11110000 テロップの設定が終われば、 A（ OK）を押す。 
.テロップを追加するときは、操作５〜 10をくり返します。

入力 済のテロップの 編集：番号選択■  S%S「テロップ文字」

選択 S%S文字編集 S%S操作９からやり直す

入力済のテロップの削除：番号選択■  SB（メニュー） S「削

除」選択 S%SB（ Yes）    

11111111
 

A（保存）を押す。    

11112222「上書き」または「新規作成」を選び、 %を押す。 

.表示サイズを「等倍」にしているときは、テロップの付

いた動画が再生されます。

入力したテロップは、

れる方向を変更するこ

ます。 

.文字色を変えたり、文

（ AP.7-12） 

.１件のテロップに複数

.以下の操作は、左記操作

を行い、テロップの作

「表示間隔」選択 S%
置で B（終了）

設定の終了：上記■

「詳細設定」選択 S%
示位置選択） S%

設定の終了：上記■

「詳細設定」選択 S%
準」／「小さい」選

設定の終了：上記■

テロップの編集画面

表示間隔 テロップ

表示位置 テロップ

文字サイズ テロップ



  

字全体、または一部分を指定して文

また、文字を強調したり、点滅させ

テロップが流れる方向を変更すること

11〜左記） 

の機能を組み合わせて設定できます。

文字装飾は設定できません。 

操作９で行います。操作後、操作 10以

作成を完了してください。 

Dホワイト

る

S「文字色」選択 S%S「全テロッ

色選択 S%
操作のあと $S P.7-11操作 10以降

る

S「文字色」選択 S%S「文字部分

（開始文字選択） S%Sg（終了

選択 S%
操作のあと $S P.7-11操作 10以降

スクロール
テロップの流れ る方向や、表示効果など を設定し 文字を装飾する

や文字の一部の色を変えます。

L270_insatsu.book 12 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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D方向：停止、効果：フレームイン

スクロールの方向を設定する

「詳細設定」選択 S%S「スクロール」選択 S%S「方

向」選択 S%S「停止」／「左から右へ」／「右から左

へ」選択 S%
設定の終了：上記操作のあと■  $S$S P.7-11操作 10以降

スクロールの効果を設定する

「詳細設定」選択 S%S「スクロール」選択 S%S「効

果」選択 S%S効果選択 S% 
.設定できる効果は、次のとおりです。

設定の終了：上記操作のあと■  $S$S P.7-11操作 10以降

スクロールの停止時間を設定する

「詳細設定」選択 S%S「スクロール」選択 S%S
「停止時間」選択 S%S時間（秒）入力 S%

設定の終了：上記操作のあと■  $S$S P.7-11操作 10以降 

Dブラック

「詳細設定」選択 S%S「背景色」選択 S%S色選択 S%
設定の終了：上記操作のあと■  $S P.7-11操作 10以降

入力したテロップの文

字色を変更できます。

ることもできます。 

.文字サイズや背景色、

もできます。（ AP.7-

.１件のテロップに複数

ただし、２つを超える

.以下の操作は、 P.7-11

降を行い、テロップの

すべての文字色を変更す

「詳細設定」選択 S%
プ文字」選択 S%S

設定の終了：上記■

一部分の文字色を変更す

「詳細設定」選択 S%
指定」選択 S%Sg
文字選択） S%S色

設定の終了：上記■

ます。

フレームイン 画面の外から中へテロップが流れます。

フレームアウト 画面の中から外へテロップが流れます。

ローリング
画 面の 外から 中へ、そし て画面 の外 へテ

ロップが流れます。

背景色 文字の背景色を設定します。

文字色 文字全体
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プレイリストで管理されています。

、すべての動画を管理する「全ムー

楽を管理する「全ミュージック」お

を選び分類できる「プレイリスト」

画／音楽の保存場所情報が記憶されま

は保存されません。 

つのプレイリストがそれぞれに登録さ

成することもできます。（ AP.7-14） 

ーソフトウェア内の「 Music  Manage r」

新規作成や音楽のプレイリストへの追

ることができます。

ハイライト 文字の一部や全部を強調します。 理

画を保存するときは、ファイルの容量以

バイトの空き容量が必要です。

ック

1

2

3

プレイリスト

Classic_music_01

Pops_music_01

Rock_music_02

Rock_music_03

理

お好みのファイルだけを分類

L270_insatsu.book 13 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
Dホワイト

「詳細設定」選択 S%S「ハイライト」選択 S%Sg（開

始文 字選択） S%Sg（終了文字 選択） S%S色選択 
S%

設定の終了：上記操作のあと■  $S P.7-11操作 10以降

「詳細設定」選択 S%S「点滅」選択 S%Sg（開始文

字選択） S%Sg（終了文字選択） S%
設定の終了：上記操作のあと■  $S P.7-11操作 10以降

「詳細設定」選択 S%SB（初期化） SB（ Yes） 

.詳細設定を行っていないときは、操作できません。 

.「表示間隔」は初期化されません。 

705SH内の動画や音楽は

各プレイリスト内には

ビー」と、すべての音

よび、お好みでファイル

があります。 

.プレイリストには、動

す。実際の動画や音楽

.お買い上げ時には、３

れています。新しく作

.付属のユーティリティ

でも、プレイリストの

加など、音楽を管理す

点滅 文字を点滅させます。

詳細設定の
初期化

テロップの表示や文字装飾を初期化します。

動画／音楽の管

注意 X メモリカードに動

外に最大で約 1.2M

全ムービー／全ミュージ

Classic_music_0

Classic_music_0

Classic_music_0

Pops_music_01

Pops_music_02

Pops_music_03

Rock_music_01

Rock_music_02

Rock_music_03

⋯

⋯

⋯

すべてのファイルを管



  

ュージック」内の動画／音楽を、作

加します。 

れるのは、動 画／音楽の保存場所情報

／音楽はコピーされません。 

、追加できません。 

画を追加する 

を選び、 %を押す。 

ト」を選び、 %を押す。 

は「メモリカード」を選ぶ。

楽を追加する 

ク」を選び、 %を押す。 

」または「 SDオーディオ」を選ぶ。  

の削除：プレイリスト選択 S%S動画／

ニュー） S「リストから削除」選択 S%

音楽の位置 移動：プレイリスト選択 S%
 SB（メニュ ー） S「リスト内移動」選

選択） S% 
たは「全ミュージック」を選び、 

選び、 B（メニュー）を押す。 

を選び、 %を押す。

新しいプレイリストを作成する プレイリストに動画／音楽を追加する

L270_insatsu.book 14 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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「プレイリスト」または「 SDオーディオ」内に、新しいプレ

イリストを作成します。（最大 99件） 

.「 SDビデオ」内には、作成できません。 

.お買い上げ時プレイリストには、「プレイリスト１」〜「プレ

イリスト３」が登録されています。 

1 動画のプレイリストを作成する 

1「ムービー」を選び、 %を押す。 

2「プレイリスト」を選び、 %を押す。 

3「本体」または「メモリカード」を選ぶ。

音楽のプレイリストを作成する 

1「ミュージック」を選び、 %を押す。 

2「プレイリスト」または「 SDオーディオ」を選
ぶ。 

2
 

%を押す。

プレイリ ストの削除：プレイリスト選■

択 SB（メニュー） S「プレイリスト

削除」選択 S%SB（ Yes）

プレイリ スト名の変更：プレイリスト■

選択 SB（メニュー） S「リスト名編

集」選択 S%Sリスト名入力 S% 
3

 

B（メニュー）を押す。 

4「リスト作成」を選び、 %を押す。 
5 リスト名を入力し、 %を押す。

「全ムービー」／「全ミ

成したプレイリストに追

.プレイリストに追加さ

だけです。実際の動画

.「 SDビデオ」内の動画は

1 プレイリストに動

1「ムービー」

2「プレイリス

3「本体」また

プレイリストに音

1「ミュージッ

2「プレイリスト

2%を押す。
追加済の動画／音楽■

音楽選択 SB（メ

SB（ Yes）

リスト内の動画／■

S動画／音楽選択

択 S%Se（位置

3「全ムービー」ま
%を押す。 
4動画または音楽を

5「リストに追加」

メニュー X メディアプレイヤー

プレイリストの

一覧画面

メニュー X メディアプレイヤー
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6 追加先のプレイリストを選び、 %を押す。
「プレイリスト」の動画／音楽を削除する

画はデータフォルダのムービーフォルダ

」内の音楽はデータフォルダの着うた・

はミュー ジックフォ ルダから削 除しま

L270_insatsu.book 15 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
指定したプレイリストの最下部に、動画／音楽が追加され

ます。

「 SDビデオ」内の動画、「 SDオーディオ」の「全ミュージッ

ク」内の音楽を削除します。 

.ファイルそのものが削除されますので、削除してもよいかど

うかを十分ご確認のうえ、操作してください。 

1 動画を選び、 B（メニュー）を押す。 
2「クリップ削除」を選び、 %を押す。 

3

 

B（ Yes）を押す。 

1 音楽を選び、 B（メニュー）を押す。 

2「１トラック削除」を選び、 %を押す。 
3

 

B（ Yes）を押す。

動画／音楽を削除する

動画を削除する

メニュー X メディアプレイヤー S ムービー S SDビデオ

音楽を削除する

メニュー X メディアプレイヤー S ミュージック S SDオーディオ 

S 全ミュージック

■「全ムービー」内の動

から、「全ミュージック

メロディ フォルダま た

す。（ AP.8-9）
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、待受画面で次の

ます。 

ダ」選択 S%

フォルダを選び %を押すと、ファ

れます。 

けていないときは、画面の内容が異な

データフォルダを表示する

使用状況を確認する

、次の操作を行います。

S「本体」／「メモリカード」選択 S% 
不足すると、 705SHの動作が不安定にな

空き容量が不足する前に、不要なメール

てください。

面

サムネイル表示

選択したファイルの内容

L270_insatsu.book 2 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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データフォル ダには、いくつかの フォルダがあらか じめ登

録されており、各機能でデータを作成したり、メールやウェ

ブなどでデー タを入手すると、フ ァイル形式に応じ て該当

するフォルダに保存されるようになっています。

データフォルダ画面は

操作を行うと、表示され

%S「データフォル

データフォルダ画面で、

イルリスト画面が表示さ

.メモリカードを取り付

ることがあります。

データフォルダについて

補足 X .「ピクチャー」、「着うた・メロディ」、「 Vアプリ」、「ミュー

ジック」、「ムービー」、「ブック」、「カスタムスクリーン」
のフォルダからは、ウェブへ直 接接続し、データをダウ

ンロードできます。 
.

 
Bluetooth

 
®（ AP.10-2）や赤外線通信（ AP.10-9）を

利用して、他の機器との間で、デー タフォルダ内のデー
タをやりとりできます。

データフォルダ

着うた・メロディ

ミュージック

Vアプリ

ブック

カスタムスクリーン

ムービー

その他ファイル

テキストメモ

ピクチャー

デジタルカメラ

705SHで撮影した
静止画などの画像 

705SHで撮影した
静止画（保存先を

メモリカード「デジ
タルカメラフォルダ」

に設定しているとき）
メロディなどのサウンド、

ボイスレコーダーで

録音した音声 
Vアプリライブラリ

（ AP.15-2）
ダウンロードした

着うたフル ® 705SHで撮影した

動画などのムービー
ダウンロードした

電子コミック、

電子写真集など

上記以外の vファイル、

辞書ファイルなど 

705SHで作成した
テキストメモ

（ AP.8-16）

カスタムスクリーン
（ AP.9-6）

メモリ

■データフォルダ画面で

「メモリ確認」選択 S%
. メモリの空き容量が

ることがあります。

やファイルは削除し

ファイルリスト画

ピクチャーフォルダ選択時
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、次のとおりです。 

 %を押す。 
ォルダ、 Vアプリフォルダ、ミュージッ

トメモフォルダでは操作できません。  

押す。 
選び、 %を押す。 

」を選び、 %を押す。 
」、「グリッド表示」、「プレビュー

を選び、 %を押す。 
ムービーフォルダ、カスタムスクリー

他ファイルフォルダでは、「プレビュー

ません。

各種マークについて データフォルダの表示方法を設定する

面の表示方法を変更する

面で Dを押しても切り替わります。

プレビュー表示グリッド表示

L270_insatsu.book 3 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
■おもな静止画やアニメーションファイル

■おもな動画ファイル

■おもなサウンドファイル 

.設定できる表示方法は

1フォルダを選び、

.着うた・メロディフ

クフォルダ、テキス

2B（メニュー）を
3「データ管理」を

4「リスト表示切替
5「インライン表示

表示」のいずれか

.ブックフォルダ、

ンフォルダ、その

表示」は選択でき

マーク ファイル形式（拡張子） 内容 

3

 

JPEGファイル（ .jpg） JPEG形式の静止画 

4

 

PNGファイル（ .png） PNG形式の静止画 

b
Ｅ -アニメータファイル

（ NEVAファイル）（ .nva）

アニメーション

（サウンド付きもあり） 

S

 

SVGファイル（ .svgz） SVG-Tファイル

マーク ファイル形式（拡張子） 内容 

P

 

MPEG-4ファイル（ .3gp） 3gpp形式の動画 

c

 

MPEG-4／ H.263 ファ イ

ル（ .3gp／ .mp4） 
3gpp形式の動画

マーク ファイル形式（拡張子） 内容 

5

 

SMAFファイル（ .mmf）
ウェブで 入手したメ ロディ

（画像付きもあり） 

Q
オーディオファイル

（ .mp4）
ダウンロードした着うた ® 

6 音声ファイル（ .amr）
ボイスレ コーダーで 録音し

た音声

補足 X .鍵マークのあるファイル（ P／ Q）は、著作権保護され

たファイルです。「 Q」マークは、権利の切れた状態です。 

.壁紙や画面ピクチャー、着信音／ ムービーなどに設定さ

れているファイルには、「 .」マークが表示されます。 

.コピー／転送不可のファイルには、「 G」マークが表示さ

れます。

ファイルリスト画

メニュー X データフォルダ

補足 X ファイルリスト画

インライン表示



  

 %を押す。
ルリスト画面が表

ードの切替： B（メ

へ切 替」／「メモリ

択 S%

ォルダ／デ ジタルカ

時：フォ ルダ 選 択  

 %を押す。
ァイル形式に応じて、再生または表示

 %（押すたびに拡大） 

上記操作のあと $

音量調節： a（上げる）／ b（下げる）

表示切替：サウンド選択 SB（メニュー） 
 S%S「ファイル名」／「タイトル」（お

% 
面に戻るときは、 $を押す。 

ファイルリ スト画面に戻るときは、 
ださい。 

面で $を押すと、データフォルダ画

ファイルを並べ替える ファイルの確認

ファイルを確認する

ファイルリスト画面

（ピクチャーフォルダ）

L270_insatsu.book 4 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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選択したフォ ルダ内のファイ ルを、ファイル名／タ イトル

名、日付、サイズ、デー タ形式、ソート なしのいず れかの

順番に並べ替えます。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 

.

 

Vアプリフォルダ、テキストメモフォルダでは操作できま

せん。
新しく作成したフォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：■

フォルダ選択 S% 
2

 

B（メニュー）を押す。 
.「ダウンロード」にカーソルがあるときは、操作４へ進み

ます。 
3「データ管理」を選び、 %を押す。 
4「並べ替え」を選び、 %を押す。 
5 並べ替え方法を選び、 %を押す。 

1フォルダを選び、

フォルダ内のファイ

示されます。
■ 705SH／メモリカ

ニュー） S「本体

カードへ切替」選

新しく作成したフ■

メラ フォ ル ダ選 択

S%

2ファイルを選び、

選んだファイルのフ

されます。

画像の拡大表示：■

,拡大表示の終了：

サウンド再生時の■

サウンドファイルの■

S「表示切替」選択

買い上げ時）選択 S

3ファイルリスト画

.拡大表示状態から

$を２回押してく

.ファイルリスト画

面に戻ります。

メニュー X データフォルダ

注意 X フォルダ内のファイル数が多いときに並べ替えると、フォ

ルダ内のファイル表示に時間がかかることがあります。

補足 X 並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ替えを行うと、昇

順／降順が切り替わります。

保存されている

データフォルダ内の

メニュー X データフォルダ
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イルを複数選択すれば、一括して移

できます。 

 %を押す。  

テキストメモフォルダでは操作できま

ォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：

 A（チェック）を押す。
。

が表示されているファイル選択 S

、必要なファイルを選択する。 

／移動（ AP.8-9）などを行います。 

たは「デジタルカメラ」を選び、 

ォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：

 B（メニュー）を押す。

注意 X データフォルダからファイルを再生したときは、オプショ ファイルを複数選択する

連続して表示する（スライドショー）

L270_insatsu.book 5 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
同じフォルダ内のファ

動／コピー、削除などが

1フォルダを選び、

. Vアプリフォルダ、

せん。

新しく作成したフ■

フォルダ選択 S% 
2ファイルを選び、

「 J」が表示されます
選択の解除：「■  J」

A（解除） 
3操作２をくり返し

.このあと、コピー

1「ピクチャー」ま
%を押す。

新しく作成したフ■

フォルダ選択 S% 
2ファイルを選び、

ン 品のマイ ク付液晶 オーデ ィオリモ コンで 操作する こと

はできません。

データフォルダからカメラを起動する

■ピ クチ ャー フォ ルダ ／デ ジタ ルカ メラ フォ ルダ ／ム ービ ー

フォルダのファイルリスト画面で次の操作を行うと、カメラが

起動できます。 
B（メニュー） S「カメラ起動」／「ビデオカメラ起動」

選択 S% 
, ピクチャーフォルダ／デジタルカメラフォルダ からは静止

画撮影モード、ムービーフォルダからは動画撮 影モードが

起動できます。 

, 静止画の撮影方法： AP.6-5 

, 動画の撮影方法： AP.6-8

データフォルダからボイスレコーダーを起動する

■着 うた・メロディフォルダのリスト画 面で次の操作を行うと、

ボイスレコーダーが起動できます。 
B（メニュー） S「ボイスレコーダー録音」選択 S% 
, ボイスレコーダーの録音方法： AP.11-16操作２以降

メニュー X データフォルダ

フォルダ内の画像を

メニュー X データフォルダ



  

3「スライドショー」を選び、 %を押す。 2ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。 
択することもできます。 
選び、 %を押す。  

ている内容が表示できます。 

、次のとおりです。

ル名、ファイルのタイプ、データサイ

、販売元、説明、転送／コピー不可情

報（表示可能回数、期間）など 

、表示される内容は異なります。 

ーフィン（ AP.16-6）専用の CCF
ルダに保存して、電子コミックや電

ことができます。 

、 %を押す。  

び、 %を押す。 

サーフィン」が起動します。 

ついては、「コミックサーフィン」のヘ

ださい。 

リがあるときは、 Vアプリを終了する

面が表示されます。「 Yes」を選び %を

中の Vアプリは終了し、「コミックサー

ます。

用する

ィン」が 一時停止中のと きは、利用して

のプロ パティ表示 が制限され ることが

L270_insatsu.book 6 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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スライドショーが始まります。 

.フォルダ内のすべての画像が、順 にくり返し表示されま

す。 

.スピード設定を「手動送り」にしているときは、 # を

押すたびに次の画像が表示されます。 (を押すと、前

の画像が表示されます。 
4 スライドショーを停止するときは、 %を押す。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 

.テキストメモフォルダでは操作できません。

新しく作成したフォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：■

フォルダ選択 S% 

.ファイルを複数選

3「プロパティ」を
.bを押すと、隠れ

.確認できる内容は

ファイルのタイト

ズ、最新更新日時

報、その他権利情

,ファイルによって

705SHでは、コミックサ

ファイルをブックフォ

子写真集などを確認する

1「ブック」を選び
2 CCFファイルを選

Vアプリ「コミック

.以降の操作方法に

ルプを参照してく

.一時停止中の Vアプ

かどうかの確認画

押すと、一時停止

フィン」が起動し

スライドショーの速さを設定する

■操作３のあと、次の操作を行います。 
B（設定） S「ス ピード設定」選択 S%S「速い」／

「普通」／「遅い」／「手動送り」選択 S% 
.お買い上げ時には、「普通」に設定されています。

くり返し再生を設定する

■操作３のあと、次の操作を行います。 
B（設定） S「繰り返し」選択 S%S「 On」（くり返

す）／「 Off」（くり返さない）選択 S% 
.「 Off」にすると、フォルダ内のすべての画像を表示したあと、

ファイルリスト画面に戻ります。 

.お買い上げ時には、「 On」に設定されています。

ファイルの詳細情報を確認する

メニュー X データフォルダ 

CCFファイルを利

メニュー X データフォルダ

補足 X「コミッ クサーフ

いる CCFファ イル

あります。
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各種ファイルを直接メールに添付し

内のファイルを添付すると、メ ールの

す。 

 %を押す。 
 B（メニュー）を押す。 

 を押す。
ルダのファイル添付：「テキストメモメー

S操作５へ 
選び、 %を押す。

きい JPEG画 像選択時：圧縮 サイズ選択  

を入力し、メールを送信する。

以降） 

SVGファイルを利用する ファイルをメールに添付する

L270_insatsu.book 7 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
705SHでは、ベクトルグラフィックフォーマット「 SVG-T」

（ Scalable Vector Graphics-Tiny）のファイル（表やグラ

フ、地図など）が表示できます。 

.付属のユーティリティーソフトウェア内の「 PCドキュメント

変換ユーティリティー」を利用すれば、パソコンで SVGファ

イルを作成することができます。 

.「 SVG-T」について詳しくは、「 http://j.sst.ne.jp/svgt/index_
pdc.html」でご案内しています。 

1「その他ファイル」を選び、 %を押す。 
2

 

SVGファイルを選び、 %を押す。 

SVGファイルが表示されます。 

.

 
B（メニュー）を押すと、利用できる操作が表示されま

す。 

.ボタンでのおもな操作方法は、次のとおりです。

データフォルダから、

て送信します。 

.テキストメモフォルダ

本文として挿入されま

1フォルダを選び、

2ファイルを選び、

3「送信」を選び、%
テキストメモフォ■

ル送信」選択 S%

4「メール添付」を
データサイズの 大■

S%

5宛先など他の項目

（ AP.13-7操作３

メニュー X データフォルダ

上下左右移動 g

画面移動 
2（上）／ 4（左）／ 
6（右）／ 8（下）

拡大／縮小 1（縮小）／ 3（拡大）

回転 7（左回転）／ 9（右回転）

キーアクションモード 0

デフォルト表示 5

注意 X SVGファイルによっては、動作しない機能もあります。

メニュー X データフォルダ



  

更できません。 

ルダ名／ファイル名は使えません。

できません。 

「 :」／「 ;」／「 .」／「 <」／「 >」／

「 "」 

ないときは、変更できません。 

、 Vアプリフォルダ、テキストメモフォ

イル名は、変更できません。 

内のリストに表示されている内容は、

先頭部分です。ここでの操作では変更

メモの内容の先頭部分を変更すると、

 %を押す。 
ォルダ、 Vアプリフォルダ、テキストメ

作できません。 
ァイルを選び、 B（メニュー）を

選び、 %を押す。 
」または「ファイル名変更」を選

ファイル名を修正し、 %を押す。

フォルダ名／ファイル名を変更する

L270_insatsu.book 8 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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.同じ階層に、同じフォルダ名では作成できません。 

.デジタルカメラフォルダ、 Vアプリフォルダ、テキストメモ

フォルダには、新しいフォルダは作成できません。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 
.デジタルカメラフォルダ、 Vアプリフォルダ、テキスト

メモフォルダでは操作できません。 
2

 

B（メニュー）を押す。 

3「データ管理」を選び、 %を押す。 
4「フォルダ作成」を選び、 %を押す。 

5 フォルダ名を入力し、 %を押す。 

.ファイルの拡張子は変

.同じ階層に、同じフォ

また、次の文字は使用

,半角の「￥」／「 /」／

「 |」／「 ?」／「 *」／

.メモリの空き容量が少

.デジタルカメラフォルダ

ルダのフォルダ名／ファ

,テキストメモフォルダ

テキストメモの内容の

できません。（テキスト

変更されます。） 

1フォルダを選び、

.デジタルカメラフ

モフォルダでは操

2フォルダまたはフ

押す。 

3「データ管理」を
4「フォルダ名変更

び、 %を押す。 
5フォルダ名または

フォルダ／ファイルの管理

新しいフォルダを作成する

メニュー X データフォルダ

メニュー X データフォルダ
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ァイルを、新しく作成したフォルダ

ー／移動します。 

ダ内のファイルは、ピクチャーフォル

ード）へコピー／移動できます。 

イルは、コピーできません。 

タの内容によっては、コピー／移動で

。  
キストメモフォルダのファイルは、コ

。 

 %を押す。  

テキストメモフォルダでは操作できま

ォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：

移動する 

び、 B（メニュー）を押す。
コピー／移動する 

数選択し（ AP.8-5操作２以降）、 
）を押す。 
「移動」を選び、 %を押す。 
モリカード」を選び、 %を押す。

れているファイルの移動時： B（ Yes）

のコピー／移動時：フォルダ選択 S% 
「移動」を選び、 %を押す。

フォルダ／ファイルを削除する ファイルをコピー／移動する

コピ ーする 場合に、コピ ー／転 送不可

て いたと きは、エラ ーが表 示され、コ

ァイル以外がコピーされます。

L270_insatsu.book 9 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
新規作成した フォルダや、データ フォルダ内に保存 されて

いるファイルを削除します。 

.テキストメモフォルダ内のファイルの削除は、「テキストメ

モを削除する」（ AP.8-17）を、 Vアプリフォルダ内のファ

イルの削除は、「 Vアプリを削除する」（ AP.15-5）を参照し

てください。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 

.

 

Vアプリフォルダ、テキストメモフォルダでは操作できま

せん。 
2 フォルダを削除する 

1フォルダを選び、 B（メニュー）を押す。

ファイルを１件削除する 

1ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。

複数のファイルを削除する 

1ファイルを複数選択し（  AP.8-5操作２以降）、 
B（メニュー）を押す。

フォルダ内のファイル／フォルダをすべて削除する 

1ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。 
2「データ管理」を選び、 %を押す。 

3「削除」または「全件削除」を選び、 %を押す。
フォルダ削除／フォルダ内全件削除時：操作用暗証番号（４■

ケタ）入力 S% 
4

 

B（ Yes）を押す。

データフォルダ内のフ

や、メモリカードへコピ

.デジタルカメラフォル

ダ（ 705SH／メモリカ

.コピー／転送不可ファ

.ファイルの種類やデー

きないことがあります

.V アプリフォルダ、テ

ピー／移動できません

1フォルダを選び、
. Vアプリフォルダ、

せん。

新しく作成したフ■

フォルダ選択 S% 
2 １件ずつコピー／

1ファイルを選

複数のファイルを

1ファイルを複

B（メニュー
3「コピー」または
4「本体」または「メ

壁紙などに設定さ■

新しいフォルダへ■

5「コピー」または

メニュー X データフォルダ

メニュー X データフォルダ

注意 X 複数の ファイル を

ファイ ルが含 まれ

ピー／転送不可フ



  

着うた・メロディ」、「ムービー」、

のいずれかを選び、 %を押す。 
 B（メニュー）を押す。 
選び、 %を押す。

P.4-8「発信履歴／着信履 歴の電話番号を

ンに、動画（ムービー）／サウンド

。  
着信には、設定できません。 

 B（メニュー）を押す。 
」を選び、 %を押す。 

ィ」または「ミュージック」を選

 B（メニュー）を押す。 
選び、 %を押す。

注意 X .メモリカードへコピー／移動した ファイルの種類やデー 電話帳に登録する

する

 S ムービー

る

L270_insatsu.book 10 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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データフォル ダに登録されて いるファイルを、壁紙 や電話

帳の画像、着信パターンとして利用できます。 
.「壁紙登録」、「電話帳登録」、「着信ビデオ設定」、「着信音設

定」のメニューが表示されるファイルで利用できます。 

.ファイルサイズが大きいと登録できないことがあります。 

1「ピクチャー」、「デジタルカメラ」、「その他ファイ
ル」のいずれかを選び、 %を押す。

新しく作成したフォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：■

フォルダ選択 S% 
2 ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。 
3「壁紙登録」を選び、 %を押す。

ディ スプレイサイズ 以外の画像選択時：「センタリング（等■

倍）」／「全画面表示」／「画像全体表示」選択 S% 
4

 

%を押す。

選んだファイルが壁紙に設定されます。 

1「ピクチャー」、「
「ミュージック」

2ファイルを選び、

3「電話帳登録」を
以降の操作：■  A

登録する」操作４

音声着信の着信パター

（着信音）を設定します

. TVコール着信、メール

1ファイルを選び、

2「着信ビデオ設定

1「着うた・メロデ

び、 %を押す。 

2ファイルを選び、

3「着信音設定」を

タの内容によっては、他のボーダ フォン携帯電話やパソ

コンなどで利用できないことがあります。 

.同じ 名前の ファ イルが あるフ ォル ダに、ファ イル をコ

ピー／移動すると、ファイル名が変わることがあります。

ファイルの利用

注意 X 著作権で保護されているファイル（「 P」、「 Q」表示）は、

「壁紙登録」、「電話帳登録」、「着信ビデオ設定」、「着信音

設定」のメニューが表示されていても、利用できないこと

があります。

壁紙に登録する

メニュー X データフォルダ

メニュー X データフォルダ

着信パターンに設定

動画を設定する

メニュー X データフォルダ

サウンドを設定す

メニュー X データフォルダ
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3%を押す。  

。 
し、 %を押す。
い画像としてデータフォルダに保存

び、 %を押す。  

出す部分の左上に移動し、 %を

出す部分の右下に移動し、 %を

直し： $S操作１からやり直す  

定する。 

ては、表示範囲は変更できません。

 B（リサイズ） Sa（拡大）／ b（縮小）

やり直し： $S操作１からやり直す  

。 
し、 %を押す。
い画像としてデータフォルダに保存

更する

 S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

 S 編集 S 画像加工 
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ファイルを、壁紙用やアラーム用などのサイズに変更します。 

.固定のサイズに変更するほか、お 好みのサイズに切り出した

り、拡大／縮小できます。（サイズを変更すると、データサイ

ズも変更されます。） 

.「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できま
す。 

1「壁紙」〜「アラーム」のいずれか
を選び、 %を押す。

選んだ画像とサイズを示す枠が表示さ

れます。（「壁紙」、「電源 On／ Off」を

選んだときを除く） 

.変更後のサイズは、次のとおりです。 

2

 

gで表示範囲を指定する。 

.画像サイズによっては、表示範囲は変更できません。

画像の拡大／縮小：■  B（リサイズ） Sa（拡大）／ b（縮小）

画像サイズ選択のやり直し：■  $  

4A（保存）を押す
5ファイル名を入力

編集後の画像が新し

されます。 

1「自由切出」を選
2gで「＋」を切り

押す。 
3

 

gで「＋」を切り

押す。

サイズ選択のやり■

4gで表示範囲を指
.画像サイズによっ

画像の拡大／縮小：■

画像サイズ選択の■

5%を押す。 

6

 

A（保存）を押す

7ファイル名を入力

編集後の画像が新し

されます。

静止画の編集

サイズを変更する

固定サイズに変更する

メニュー X データフォルダ S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

S メニュー（ B） S 編集 S 画像加工 

S サイズ変更

壁紙 横 240×縦 320ドット

電源 On／ Off 横 240×縦 320ドット

着信画像 横 176×縦 144ドット

アラーム 横 240×縦 104ドット

着信画像のとき

サイズを自由に変

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）

S サイズ変更



  

が表示されるファイルで、利用できま

る 

付」を選び、 %を押す。
： B（色変更） S文字色選択 S% 
ド」を選び、 %を押す。
「日付」選択 S%S操作２へ 

、 %を押す。 
で入力できます。 

読み取り、文字読み取りを利用して、

ることもできます。

わせる 

を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。
のやり直し： $  

プの位置を選び、 %を押す。  

。 

し、 %を押す。
い画像としてデータフォルダに保存

静止画を装飾する（レタッチ）
注意 X 画像を装飾すると、画像データサイズが変わるため、装飾

、メールの送信ができないことがありま

プを組み合わせる

 S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

 S 編集 S 画像加工
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画像の色あいやタッチを変更できます。 

.横 52×縦 52ドット以上の JPEG画像／ PNG画像で、利用でき

ます。連写画像も装飾できます。 

.「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できま

す。 

1 装飾の種類を選び、 %を押す。 

.設定できる装飾の種類は、次のとおりです。

装飾のやり直し：■  $ 
2

 

%を押す。 
3

 

A（保存）を押す。 
4 ファイル名を入力し、 %を押す。

編集後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存

されます。 

.「画像加工」のメニュー

す。 

1 文字を組み合わせ

1「テキスト貼
文字色の設定■

2「フリーワー
日付の入力：■

3文字を入力し
.最大 16文字ま

.バーコードの

文字を入力す

スタンプを組み合

1「スタンプ」

2スタンプを選
スタンプ選択■

2gで文字やスタン
3A（保存）を押す

4ファイル名を入力

編集後の画像が新し

されます。

メニュー X データフォルダ S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

S メニュー（ B） S 編集 S 画像加工 

S レタッチ

セピア セピア色で濃淡を表現

きらめき 光る部分を十字に輝かせる効果を表現

波紋 輪の形に広がる波の効果を表現

タイル 周りにタイル調の効果を表現

浮彫りタッチ メタル系シルバーで立体感を表現

油絵タッチ ルノワール風油絵タッチ

クリアフレーム 周りに透明なふちを描くフレーム調

円ソフトフレーム 周りを丸くぼかすフレーム調

ソフトフレーム 周りをぼかすフレーム調

ちぎりフレーム 周りを手でちぎった感じのフレーム調

した画像の登録や

す。

画像と文字／スタン

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）
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2%を押す。  

。 
し、 %を押す。
い画像としてデータフォルダに保存

と、認識した顔パーツの位置が、加工

ることがあります。

で位置や大きさを調整できます。 

調整して登録します。 
工する（フェイスアレンジ）」操

出）を押す。  

。

「＋」が表示されます。 
る。

 $

顔写真を加工する（フェイスアレンジ）

を行った画像を MMSに添付したり、壁紙

しまれるときは、人格権、肖像権を尊重

などにご配慮ください。

大きさを調整する

%
Z

gで顔の輪郭の右

下に「＋」を移動

顔の輪郭の位置

が指定完了
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画像内の顔を笑い顔や怒った顔、泣き顔などに加工できます。 

.

 

JPEG画像／ PNG画像で、利用できます。 

.フェイスアレンジは、顔 パーツ（輪 郭、目、口）の位置や大
きさを元に加工します。顔が正面を向き、大 きく中央に写っ

ているファイルを利用してください。ま た、次のようなとき

は、うまく加工できないことがあります。 

,ピントが合っていない／首を傾けている／暗い／目が髪で隠
れている／画面の中央に写っていない／口が開いている／

メガネをかけている／ヒゲを生やしている　など 

.顔パーツの位置や大きさを指定し直して加工することもでき
ます。（ A右記） 

.「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。 

1 アレンジの種類を選び、 %を押す。 

.設定できるアレンジの種類は、次のとおりです。

顔パーツの位置や大きさの確認：■  B（顔抽出） 

, 確認の終了：上記操作のあと $

アレンジのやり直し：■  $  

3A（保存）を押す
4ファイル名を入力

編集後の画像が新し

されます。

フェイスアレンジを行う

する顔の位置とずれてい

このときは、以下の操作
.顔パーツは画像ごとに

1左記「顔写真を加

作１で、 B（顔抽

2B（修正）を押す
顔輪郭の枠の左上に

3顔の輪郭を指定す

指定のやり直し：■

メニュー X データフォルダ S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

S メニュー（ B） S 編集 S 画像加工 

S フェイスアレンジ

右顔合成 顔の右半分をもとにした左右対称の顔

左顔合成 顔の左半分をもとにした左右対称の顔

微笑む 目、口が微笑んでいる顔

怒る 目、口が怒っている顔

悲しむ 目、口が悲しんでいる顔

パッチリ目 パッチリ目を合成

炎 炎の目を合成

なみだ なみだを合成

伯爵 メガネとヒゲを合成

カチン 怒りマークを合成

注意 X フェイスアレンジ

などに設定して楽

し、他の方の中傷

顔パーツの位置／

%
Z

gで顔の輪郭の左

上に「＋」を移動 



  

4 画面上右の目→画面上左の目→口の順に、それぞれ

表示されるファイルで、利用できます。

%SA（保存） Sファイル名入力 

り直し：フレーム表示中に $

%SA（保存） Sファイル名入力 

し：回転方法選択時に $

S保存形式選択 S%S$SA（保

力 S% 
、データサイズや画質が変わることがあ

その他の画像加工

／ PNG画 像にフレーム（囲み）を付け
できます。

 S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

 S 編集 S 画像加工 

きを回転させることができます。

 S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

 S 編集 S 画像加工 

存形式やファイルサイ ズを変更すること
す。

 S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

 S 編集 S 画像加工 
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の顔パーツを指定する。 

.画面上部のガイドに従って、 P.8-13 操作３と同様に操作

します。 

.口の位置を指定したあと %を押すと、指定した顔パーツ

がすべて表示されます。 

.顔パーツの指定をやり直すときは、 P.8-13操作２以降を

くり返してください。

あらかじめ設定されている顔パーツに戻す：■  $ 
, 口の位置を指定し %を押したあとは、操作できません。 

5
 

%を押す。 

6

 

B（ Yes）を押す。
指定した顔パー ツを付加した画像が 新しい画像として

データフォルダに登録され、フェイスアレンジ画面に戻り

ます。 

.このあと、この画像を使ってフェイスアレンジの操作を

行うと、指定した顔パーツで画像を加工できます。 

.「画像加工」のメニューが

フレーム選択 S%S
S%

フレーム選択のや■

回転方法選択 S%S
S%

画像回転のやり直■

保存形式を変更する

「保存形式」選択 S%
存） Sファイル名入

.保存形式を変 更すると

ります。

画面上右の目の

位置を指定

画面上左の目の

位置を指定

口の位置を

指定 

%

 

Z

 

%
Z

フレーム JPEG画 像
ることが

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）

S フレーム追加

画像回転 画像の向

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）

S 画像回転

保存形式／ファ
イルサイズ変更

画像の保
ができま

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）

S 保存形式変更
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ファイルサイズを変更する

※左側に配置するファイルを選びます。 
を選び、 %を押す。

枚目の画像として指定されます。 

は、利用できません。 
を押す。 
ルを選び、 %を押す。

枚目の画像として指定されます。 

サイズのときは、リスト画面に戻りま

び直してください。 
び、 %を押す。 
メント」のいず

押す。

選択 S% 
操作のあと $

選択 S%SB（ 変

%
え： B（置換）  

。  

し、 %を押す。
い画像としてデータフォルダに保存

メニュー X データフォルダ S ピクチャー S ファイルを選ぶ※ 

 S 編集 S 画像合成

パノラマ合成画面
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「ファイ ルサイズ」選択 S%Sファイルサイズ選 択 S%
S$SA（保存） Sファイル名入力 S% 
.ファイルサイズを変更すると、画質が変わることがあります。

２枚のファ イル（静止画）を横に 並べて、１枚の画 像にし

ます。

パノラマ合成で選べる効果は、次のとおりです。 

.横 48×縦 64ドット以上、横 120×縦 160ドットまたは横 160×

縦 120ドット以下の JPEG画像で、利用できます。 

.２枚のファイルサイズが異なるときは、同じサイズになるよ

う、自動的に一部を切り出して合成します。 

.色あいが異なる２枚の静止画をパノラマ合成すると、うまく

合成できないことがあります。

1「パノラマ合成」
選んだファイルが１

.選択できない画像

2「 "」を選び、 %
3もう１枚のファイ

選んだファイルが２

.利用できない画像

す。ファイルを選

4「 EFFECT」を選

5「標準」〜「ドキュ
れかを選び、 %を

画像の確認：画像■

,確認の終了：上記

画像の変更 ：画像■

更） S画像選択 S
画像の左右入れ替■

6A（保存）を押す
7%を押す。 

8ファイル名を入力

合成後の画像が新し

されます。

２枚の静止画をパノラマ合成する

標準
近距離で撮影した静止画、遠距離で撮影した静止

画のどちらの合成にも適しています。

近景

近づいて撮影したときに生じる視差の影響を補正

します。近距離で撮影した静止画の合成に適して

います。

ドキュメント
説明板など文字のある静止画の合成に適していま

す。

＋

２枚の静止画を選択 パノラマ合成

S メニュー（ B）



  

4操作２〜３をくり返し、すべての

 

または「 $」を選

（メニュー） S「全

 

操作のあと %

選択 S%SB（ 変

%
択 SB（メニュー） S「削除」選択 S%
 

。 

し、 %を押す。
い画像としてデータフォルダに保存

、メールの本文入力などで利用でき

、 50件まで登録できます。 

を押す。

分割画像を作成する

利用

を登録する

 S テキストメモ S ＜新規作成＞

メモを文字入力 画面に挿入する ときは、

利用する」（ AP.3-14）を参照してくだ

キストメモを直接呼び出して、メールに

きます。（ AP.8-7）

分割画像作成画面
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最大４枚の静止 画を縮小し、１枚の画像

内に配置して分割画像を作成できます。 

.

 
JPEG画像／ PNG画像で、利用できます。 

.あらかじめ、空きメモリがあることを確認

して、分割画像を作成してください。 

.１〜４枚目の順に、分割画像の左上、右

上、左下、右下に配置されます。

※左上に配置するファイルを選びます。 
1「分割画像 240× 320」または「分割画像 120× 160」

を選び、 %を押す。

選んだファイルが１枚目の画像として指定されます。 
2「 "」を選び、 %を押す。 
3 ファイルを選び、 %を押す。

選んだファイルが２枚目の画像として指定されます。 

画像を指定する。

.操作２では、「 #」

んでください。

分割画像の確認：■  B

画面表示」選択 S%
,確認の終了：上記

画像の変更 ：画像■

更） S画像選択 S
画像の削除：画像選■

SB（ Yes） 
5A（保存）を押す

6ファイル名を入力

合成後の画像が新し

されます。

よく使う文章を登録し

ます。 
.１件につき最大 256文字

1本文を入力し、 %

メニュー X データフォルダ S ピクチャー S ファイルを選ぶ※ 

S メニュー（ B） S 編集 S 画像合成

分割画像

テキストメモの

テキストメモに文章

メニュー X データフォルダ

補足 X 登録したテキス ト

「テキスト メモを

さい。登録したテ

挿入することもで
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メモリカードに対応しています。  
™メモリカードは付属していません。

リカードをご購入のうえ、ご利用くだ

リカードを使用するときは、 705SH
ださい。（ AP.8-20） 

タの保存方法については、各機能の説

さい。

テキストメモを確認する 利用

護カードは、小さなお子様の手の

／使用してください。誤って飲み

があります。

登録内容は、事故や故障によって、消失

しまうことがあります。大切なデータは

かれることをおすすめします。

消 失または変化した場合の損害につきま

は 責任を負いかねますのであらかじめご

  
リカードには、書き込み禁止スイッチはあ

の消去や上書きなどにご注意ください。

カードは、推 奨のもの をご使用 くださ

icroSD™メモリカードは使用できないこ

しないことがあります。

SD™メモ リカード 情報につい て詳しく

てください。  

ホームページ（ http://www.sharp.co.jp/j/） 

イ daSH の「メモリカードサポート状況」

rp.co.jp/peripherals/sd_support.html）

L270_insatsu.book 17 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
1 テキストメモを選び、 %を押す。

確認の終了：■  $ 

1 テキストメモを選び、 B（メニュー）を押す。 
2「編集」を選び、 %を押す。 
3 内容を修正し、 %を押す。

上書き保存されます。

登録したテキストメモを１件ずつ削除します。 

1

 

B（ Yes）を押す。 

705SHは、 microSD™
. 705SHには、 microSD

市販の microSD™ メモ

さい。 

.市販の microSD™ メモ

でフォーマットしてく

.メモリカードへのデー

明部分を参照してくだ

メニュー X データフォルダ S テキストメモ

テキストメモを修正する

メニュー X データフォルダ S テキストメモ

テキストメモを削除する

メニュー X データフォルダ S テキストメモ S テキストメモを選ぶ 

S メニュー（ B） S 削除

メモリカードの

メモリカードおよび保

届かないところで保管

込むと、窒息する恐れ

注意 X .メモリカー ドの

または変化し て

控えをとってお

なお、データが

しては、当社で

了承ください。

.microSD™メモ

りません。データ

補足 X microSD™ メモリ

い。推奨以外の m
とや、正しく動作

動作確認済 micro
は、下記を参照し

, 705SHから 

SHシリーズ専用

,パソコンから

シャープケータ

（ http://k-tai.sha



  

った状態で取り付けてください。

必要はありません。）

メモリカードの取り扱いについて メモリカードを取り付ける／取り外す

!

@

#

$

%

端子面

外す。（ AP.1-16） 
押しながら、 !（ OPEN X）の方

る。  

を起こしたあと、端子面を図の向

カードを #の方向にガイドの奥ま

込む。 

カードがセッ

で、メモリカー

に、保護カード

さい。 
に倒し、ガイ

しながら、 %

向にスライド

 
付ける。

L270_insatsu.book 18 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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microSD™メモリカードをお使いになるときは、次の点に

ご注意ください。 

.メモリカードは、推奨のものをご使用ください。

推奨以外のメモリカードは使用できないことや正しく動作し

ないことがあります。 

.

 
705SHの電源を入れた状態でメモリカードを取り付けたり、

取り外したりしないでください。 

.ラベルやシールを貼らないでください。メモリカードは非常

に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚

みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあり

ます。 

.文字を書くときは、フェルトペン（油性）をご使用ください。

鉛筆やボールペンは、ご使用にならないでください。

メモリカードに損傷を与えたり、データが破壊されることが

あります。 

.分解したり、改造したりしないでください。 

.強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらした

りしないでください。 

.金属端子部分を手や金属で触れないでください。 

.高温になる車の中や直射日光のあたる所など、温度が高くな

る所には置かないでください。 

.静電気や電気的ノイズの影響を受ける所には置かないでくだ

さい。 
.湿度の高い所やほこりが多い所には置かないでください。 
.腐食性のガスなどが発生する所には置かないでください。 

.メモリカードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりし

ないでください。 

.メモリカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新

しくデータを書き込めなくなることがあります。 

.必ず 705SHの電源を切

（電池パックを取り外す

取り付ける

1電池カバーを取り

2ガイドを下方向に

向にスライドさせ

3@の方向にガイド
きにして、メモリ

でゆっくりと押し

.ご購入時には保護

トされていますの

ドを取り付ける前

を取り外してくだ

4ガイドを $の方向

ドを下方向に押

（ x LOCK）の方
してロックする。

5電池カバーを取り

（ AP.1-16）
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取り外す 注意 X .メモリカー ドを無理に取り付けたり、取り外すと、メモ

Hが破損することがあります。ご注意く

取り付けたあと「 /」が表示されたとき

可能性があります。このときは、メモリ

け直してください。  
リカードや保護カード以外のものを挿入

い。メモリカードや 705SH が破損する恐

カードを 取り付け、 電源を入れ たとき

ド内の情報確認のため、待受画面が表示

間がかかることがあります。（メモリカー

込まれているデータ量によって、待受画

までの時間は異なります。） 

切に保管し、メモリカードを使用しない

に取り付けておいてください。 

5SH専用です。 705SH以外の機器には取

ださい。

L270_insatsu.book 19 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
.必ず 705SHの電源を切った状態で取り外してください。

（電池パックを取り外す必要はありません。）

!

@

#

$

%

端子面

1 電池カバーを取り外す。（ AP.1-16） 

2 ガイドを下方向に押しながら、 !（ OPEN X）の方
向にスライドさせる。 

3

 

@の方向にガイドを起こした

あと、ガイドからメモリカード

を #の方向にゆっくりと抜き

取る。 

4 ガイドを $の方向に倒し、ガイ

ドを下方向に押しながら、 %

（ x LOCK）の方向にスライド
してロックする。 

5 電池カバーを取り付ける。

（ AP.1-16）

リカードや 705S
ださい。 

.メモリカー ドを

は、接続不良の

カードを取り付

.microSD™メモ

しないでくださ

れがあります。

補足 X . 705SH にメモリ

は、メモリカー

されるまでに時

ドの容量や書 き

面が表示される

.保護カードは 大

ときは、 705SH
.保護カードは 70

り付けないでく



  

どのデータをメモリカードへバック

きます。バックアップしたデータは

元）できます。 

プしておけば、大事なデータを誤って

も、あとで復元できます。 

を一括して転送すると、データの種類

ップファイルとして保存されます。

付きます。） 

ータの種類は、次のとおりです。 

書き ,送信済みボックス 

ールグループ ,カレンダー 

キストメモ ,ブックマーク 

ボックス内のメールは、メモリカード

せん。 

択してバックアップしたり、す べての

アップすることができます。

メモリカードをフォーマット（初期化）する メモリカードにデータをバックアップする

人データの保存や同機種間（ microSD™

機）での情報共有、または機種交換時の

動な どの 目 的で 行う こと を おす すめ し

L270_insatsu.book 20 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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.フォーマットされていないメモリカードを使うときは、必ず 
705SHでフォーマットしてください。 

1

 

B（ Yes）を押す。
オフラインモードに設定されます。

メール／ウェブ接続時：■  B（ Yes） 
2 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 
3

 

B（ Yes）を押す。

フォーマットの中止：■  A（ No） 

705SHでは、電話帳な

アップ（一括保存）で

あとで読み込み（一括復

.あらかじめバックアッ

消してしまったときで

.メモリカードにデータ

ごとに１つのバックア

（転送日のファイル名が

.バックアップできるデ

,受信ボックス ,下

,電話帳 ,メ

,予定リスト ,テ

,ユーザー辞書 

.テンプレートと未送信

へバックアップできま

.データを１種類だけ選

種類をまとめてバック

メニュー X 外部接続 S メモリカード S フォーマット

注意 X .フォーマットすると、メモリカー ド内のすべてのデータ

が消去されます。 

.フォーマット中は、絶対にメモリ カードや電池パックを

取り外さないでください。メモリカードまたは 705SHが

故障する恐れがあります。 

.他の機器でフォーマットしたメモリカードは、 705SHで

は正常に使用できないことがあります。
補足 X バックアップは、個

メモリカード対応

個人 デー タ の移

ます。
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.他のボ ーダフォ ン携帯電 話でバッ クアップ したデー タを 
で読み込むときは、次のことにご注意ください。  

ズのメールは読み込めません。  
ールは、下書き、テンプレート、未送

ックスを合わせて最大 500件です。読

すると、確認メッセージが表示され、

ん。 

電話の機種によっては、スカイメール

まれることがあります。  
したデータを他のボーダフォン携帯電

次のことにご注意ください。 

のメールは、他のボーダフォン携帯電

なく、通常の受信フォルダに登録され

ーダフォン携帯電話で読み込むと、宛

登録できなかったり、２件目以降のア

があります。 

４ケタ）を入力し、 %を押す。  

。

設定されます。
続時： % 
び、 %を押す。
」選択時： B（ Yes）／ A（ No）

止： A（キャンセル）

メモリカードバックアップ時のご注意

ックアップする

S メモリカード S バックアップ 

L270_insatsu.book 21 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
.電池残量が少ないときは、利用できません。 

.バックアップやデータ読み込み中は、電話やメールは利用で

きません。（着信もできません。） 

.バックアップデータをメモリカードから読み込むときは、読

み 込むデータの種 類を選んでくだ さい。読 み込み時 には、 
705SH内の選んだ種類のデータをすべて消去してから、メモ

リカード内のデータを読み込みますので、ご注意ください。 

.データの内容によっては、バックアップできないことがあり

ます。また、バックアップしたデータの内容によっては、他

のボーダフォン携帯電話やパソコンなどで利用できないこと

があります。 

.

 
705SH またはメモリカードの空き容量が少ないときは、バッ

クアップが正常に行えないことがあります。 

.

 
705SH に保存できる予定／用件は、カレンダーと予定リスト

を合わせて最大 300件です。メモリカードからの読み込み中、 
300件に達すると、確認メッセージが表示され、超過分は登録

されません。 

.メール通知は通常のメールとして読み込まれますので、読み

込み後は続き受信などの操作はできません。 

.メモリカードにバックアップファイルとして保存されたあと

は、メモリカードから読み込むまでは、 705SHでデータの内

容を確認できません。 

705SH
, 705SHで扱えないサイ

, 705SHで登録できるメ

信ボックス、送信済ボ

み込み中に 500件に達

超過分は登録されませ

,他のボーダフォン携帯

が MMSとして読み込

. 705SHでバックアップ

話で読み込むときは、

,迷惑メールフォルダ内

話の迷惑フォルダでは

ます。 

,下書きメールを他のボ

先が複数ある SMSが

ドレスが欠落すること

1操作用暗証番号（

2B（ Yes）を押す

オフラインモードに
メール／ウェブ接■

3データの種類を選

「全選択」、「電話帳■

バックアップの中■

メモリカードにバ

メニュー X 外部接続 

S メモリカードへ保存



  

 S% 
リ は、お 客様 が直 接 ご利 用 でき る 部分

作権保護などで自動的に使用される部分

MLファイルがないときは、利用できません。

ドを確認したとき、ローカルコンテンツ

/Local Contents」フォルダに保存されて

メモリカードから読み込む その他のメモリカード機能

ードのメモリ使用状況を確認します。

 S メモリ確認 

ァイル を表示して、インタ ーネットに接
。

S メモリカード S SDローカルコンテンツ

L270_insatsu.book 22 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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.メモリカードからデータを読み込むと、 705SH内の同じ種類

のデータは消去されます。 

1 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

2

 

B（ Yes）を押す。

オフラインモードに設定されます。
メール／ウェブ接続時：■  % 

3 データの種類を選び、 %を押す。 

.選択できないデータの種類は、転送できません。
「全選択」選択時：ファイル名選択■  S%SB（ Yes） 

4 ファイルを選び、 %を押す。 

.ファイルが複数あるときは、ファイル名の転送日を確認

して選んでください。

例： 2006年８月 17日にバックアップしたときのファイル名

「 060817XX」（  XXは、 00〜 99、 aa〜 zzの２ケタの数字、英字） 

.「全選択」を選んだときは、データの種類ごとに操作４を

くり返します。
ファイル削除：ファイル選択■  SB（削除） SB（ Yes） 

5
 

B（ Yes）を押す。

読み込みの中止：■  A（キャンセル）

「メモリカード」選択
.メ モ リカ ード の メモ

（ユーザー領域）と、著

があります。

■メモリカードに HT

タイトル選択 S% 
.パソコンでメ モリカー

は「 PRIVATE/VODAFONE

います。

メニュー X 外部接続 S メモリカード S バックアップ 

S メモリカードから読込み

補足 X 705SH で設定でき ない期限日 時が設定さ れている 予定リ

ストのバックアップデータを、メモリカードから読み込ん

だときは、読み込んだ日時が期限日時に設定されます。

メモリ確認 メモリカ

メニュー X データフォルダ

SDローカル
コンテンツ 

HTMLフ
続します

メニュー X 外部接続 
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4操作２〜３をくり返し、プリント枚数を指定する。  

。 

D０枚

 99枚）入力 S% 
ます。 

D

 

Off（付けない）

 Off」（付けない）選択 S%

メ ラな ど で指 定 され た プ リン ト 指定

場合に、 705SHでプリント指定を行った

定 されていたプリント指定は削除されま

プリントショップまたはプリンタによっ

部制限されることがあります。 

る画像数が多いと、プリント指定に時間

あります。 

メモリカード内の画像を削除したり名前

プ リント指定が正しく行われなくなりま

、全 設定リセ ット（ AP.8-24）を行っ

指定をやり直してください。 

カメ ラ フ ォ ル ダ内 の す べ て の 静止 画
）に同じプリント枚数を指定します。

S メモリカード S プリント指定（ DPOF） 

S 一括指定

カメラフォルダ内の静 止画をプリントす
、日付を付けるかどうかを設定します。

S メモリカード S プリント指定（ DPOF） 

S 日付付加指定

L270_insatsu.book 23 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
DPOF（「 Digital Print Order Format」の略称）とは、デ

ジタルカメラで撮影した静止画のプリント指定形式です。

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画

とその枚数を指定しておけば、 DPOF 対応のデジタルカメ

ラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿って

プリントできます。 
.ウェブなどから入手した静止画はプリント指定できません。 

.操作中にメモリカードの容量が不足すると、容量不足の確認

メッセージが表示されます。このときは、い ったん操作を終

了し、不要なファイルを削除したあとやり直してください。 

.プリント時の操作など詳しくは、プリントする機器の操作説

明書などを参照してください。 

1 フォルダを選び、 %を押す。

選んだフォルダ内の静止画のサムネイルが表示されます。

（この画面がプリントの指定画面となります。） 
2

 

gで静止画を選び、 B（枚数）を押す。
静止画の確認：静止画選択■  S% 

, プリントの指定画面に戻る：上記操作のあと $ 
3 プリント枚数（ 00〜 99枚）を入力し、 %を押す。

静止画の選択画面に戻る：■  $S$

指定の解除：プリント枚数入力時に「■  00」入力 S% 

5A（完了）を押す

プリント枚数（ 01〜

.最大 99枚まで指定でき

「 On」（付ける）／「

静止画のプリント指定（ DPOF）

プリントする静止画と枚数を指定する

メニュー X 外部接続 S メモリカード Sプリント指定（  DPOF） 

S 枚数指定 S 個別指定

注意 X .他 の デジ タ ルカ

（ DPOF）がある

ときは、以前指

す。 

.デジタルカメ ラ

ては、機能が一

.プリント指定 す

がかかることが

.パソコンなど で

を変更すると、

す。こ のときは

たあとプリント

DPOFの便利な機能

一括指定
デ ジ タ ル

（ DCF形式

メニュー X 外部接続 

S 枚数指定 

日付付加指定
デジタル
るときに

メニュー X 外部接続 

S 設定 



  

インデックス 静止画の画像一覧 を並べたインデック スプリント

L270_insatsu.book 24 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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D

 

Off（不要）

「 On」（必要）／「 Off」（不要）選択 S%

「プリント指定状況確認」選択 S%

「全設定リセット」選択 S%SB（ Yes）

プリント指定 が必要かどうかを設定します。

メニュー X 外部接続 S メモリカード Sプリント指定（  DPOF） 

S 設定 S インデックスプリント指定

プリント指定
状況確認

印刷画像枚数や総 印刷枚数などのプリ ントの指定
状況を確認します。

メニュー X 外部接続 S メモリカード Sプリント指定（  DPOF）

全設定リセット 
DPOF関連 のすべての設定 をお買い上げ時 の状態
に戻します。

メニュー X 外部接続 S メモリカード Sプリント指定（  DPOF）
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モード／アクティブモード／マナーモード：  Off（無効）、

運転中モード／ヘッドセットモード： On（有効）

ニュー） S「設定変更」選択 S%
サー」選択 S%S「 On」（有効）／

%

■マナーモードだけに設定できます。 
D

 
On（留守録する）

 SB（メニュー） S「設定変更」選

録設定」選択 S%S「 On」（留守録

守録しない）選択 S%

ニュ ー） S「設定リセット」選択 

号（４ケタ）入力 S%SB（ Yes）

エニーキー エニーキーアンサ ー（ AP.2-6）を有効にするか
設定します。

S 本体設定（ f） S モード設定

ード中の着信に対して 簡易留守録するか
設定します。

S 本体設定（ f） S モード設定

留守録」（ AP.2-9）を設定していても、

中はここでの「簡易留守録設定」が優先

買い上げ時の状態に戻す

の設 定を お買 い上 げ時 の状態 に戻 しま

S 本体設定（ f） S モード設定

L270_insatsu.book 2 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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お使いになる 状況に応じて、着信 時の動作や各種効 果音な

どを設定します。 
.あらかじめ登録されている次のモードごとに設定できます。 

,通常モード ,ミーティングモード 

,アクティブモ−ド ,運転中モード 

,ヘッドセットモード ,マナーモード 

D通常モード

モード選択 S%

モード選択 SB（メニュー） S「設定変更」選択 S%S
項目選択 S%S各項目の設定（ AP.9-9「音量」〜 P.9-

11「エラー音／電源 On音／電源 Off音」） 

D通常モード／ミーティング

モード選択 SB（メ

S「エニーキーアン

「 Off」（無効）選択 S

「マナーモード」選択

択 S%S「簡易留守

する）／「 Off」（留

モード選択 SB（メ

S%S操作用暗証番

モード設定

モードを選択する

モード選択 利用するモードを選びます。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S モード設定

モードの設定を変更する

設定変更
（着信時の動作）

各モードの音量、着信音／ムービー、バイブ、着信ライト設
定、インフォメーションライト設定、効果音を変更します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S モード設定

アンサー どうかを

メニュー X 設定 

簡易留守録設定
マナーモ
どうかを

メニュー X 設定 

注意 X ツール内の「簡易

マナーモード設定

されます。

各モードの設定をお

設定リセット
各 モード
す。

メニュー X 設定 
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タ、音声着信／ TVコール着信／アラーム：パターン１

像を設定する

 Off」選択 S%S「固定データ」／

の他ファイル」選択 S%
そ の他ファ イル」選択時：上記 操作のあ

S%

の画像を設定する

ール着信」／「アラーム」選択 S%S
ターン３」／「ピクチャー」／「その

%
そ の他ファ イル」選択時：上記 操作のあ

S%
その他ファイル」を選ぶと、画像によっ

面が表示されます。 gで表示範囲を示す

あと、 %を押してください。

注意 X .画像によっ ては、うまく表示されなかったり、壁紙に設

があります。  
設定して いると、壁紙を設定 しても表示

あります。

、「 Off」にしているときに比べて、電池

時間が短くなります。

画像 を、各表示場面（電源 On／電源 Off
時、アラーム動作時）で表示します。

S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

中にメールを利用しているときは、着信

時に設 定した画 像が表 示されな いこと

L270_insatsu.book 3 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
Dサイドミラー

固定データを利用する

「固定データ」選択 S%S画像選択 S%

データフォルダ内のデータを利用する

「ピクチャー」／「デジタルカメラ」／「その他ファイル」

選択 S%S画像選択 S%S%
ディスプレイサイズ以外の画像選択時：「センタリング（等■

倍）」／「全画面表示」／「画像全体表示」選択 S%S%

壁紙を解除する

「 Off」選択 S% 

D電源 On／電源 Off：固定デー

電源 On／電源 Off時の画

「電源 On」／「電源

「ピクチャー」／「そ

「ピク チャー」／「■

と、画像選択 S%

着信時／アラーム動作時

「音声着信」／「 TVコ

「パターン１」〜「パ

他ファイル」選択 S
「ピク チャー」／「■

と、画像選択 S% 
.「ピクチャー」または「

ては、表示範囲指定画

枠内に画像を移動した

ディスプレイ設定

ディスプレイ表示を設定する

壁紙 お好みの画像を待受画面の壁紙として設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S 壁紙

カスタムスクリーン設定時に壁紙を設定すると

■設 定した内容が優先されます。（カスタムスクリーンは 解除さ

れません。）

壁 紙をカスタムスクリーンに戻 すときは、「固定デ ータ」など

の選択時に次の操作を行います。

「カスタムスクリーン」選択 S%S%

定できないこと

. Vアプリ 待受を

されないことが

補足 X 壁紙を設定すると

パックの利用可能

画面ピクチャー
お好みの
時、着信

メニュー X 設定 

S 画面ピクチャー

注意 X Vアプリ一時停止

時やアラ ーム動 作

があります。



  

D時計（中）

カスタムスクリーン設定時に画面ピクチャーを設定すると
時計／ 待受画面 での時計やカレンダー の表示形式を設定

S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S 時計／カレンダー設定

いる ときは、壁 紙の 画像の 上に カレン

ます。 

は、 2006年５月現在の祝日が登録されて

日、秋分の日の日付は前年の２月１日に

るため、異なることがあります。）

定して いると、カレ ンダーが表 示されな

。

現在の日付 

.現在の日付は、反転表示されています。

予定が登録されている日付 

.予定（ AP.11-3）が登 録されて いる

日付には、アンダーラインが表示され

ます。

祝日 

.祝日は、赤色で表示されます。

L270_insatsu.book 4 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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D文字サイズ：中、文字太さ設定：普通

サイズを設定する

「文字サイズ」選択 S%S項目選択 S%S文字サイズ選

択 S%

太さを設定する

「文字太さ設定」選択 S%S太さ選択 S% 
.文字の太さは、各画面で共通です。 

表示形式選択 S%

■カレンダーの見かた

■設 定した内容が優先されます。（カスタムスクリーンは 解除さ

れません。）

表示場面が「音声着信」、「 TV コール着信」、「アラーム」の場

合、画 面ピクチャーをカスタムスク リーンに戻すときは、「パ

ターン１」などの選択時に次の操作を行います。

「カスタムスクリーン」選択 S%S%

注意 X .選択しているモードに登録してい る着信音／ムービーに

よっては、画面ピクチャーの設定 が無効となることがあ

ります。 

.電話帳の着信音／ムービーまたは フォトを登録している

相手から電話番号が通知されて電 話がかかってきたとき

は、ここでの設定にかかわらず、電 話帳に登録されてい

る画像が表示されます。

文字サイズ／
文字太さ設定

メニューや文字 入力中、メール／ウェブ 画面に表
示される文字サイズ／太さを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S 文字表示

補足 X 画 面によっ ては、こ こで設定 した文 字サイズ や文字太 さ

にな らないこ とがありま す。

カレンダー設定 します。

メニュー X 設定 

S 待受設定 

注意 X .壁 紙を設 定し て

ダーが表示され

.お買い上げ時に

います。（春分の

官報で発表され

補足 X Vアプリ待受 を設

いことがあります

時計＋１ヵ月表示
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D自動

」／「日本語」選択 S% 
付けている USIMカードの言語情報に従っ

す。 

着信音を、キャラクターなどの統一

することができます。 

いるカスタムスクリーン（固定データ）

からカスタムスクリーンをダウンロー

できます。 

いるカスタムスクリーン（固定データ）

スクリーンを設定するだけで利用でき

は、「 Cheerful」「 Metallic」「 Simple」

のカスタムスクリーンフォルダには、

タログ「カスタモご紹介」（「 -」表示）

 

タログは、 705SHで利用できるキャ

るデータです。

は設定できません。 

heerful」に設定されています。

アイコン表示
待受画面上部 のマーク（アイコン）やソ フトキー 表示言語（日本語／英語）を切り替える

示を日本語または英語に設定します。

S 本体設定（ f） S Language

を利用する

L270_insatsu.book 5 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
Dステータス行： On、ソフトキー： Off

「ステータス行」／「ソフトキー」選択 S%S「 On」／

「 Off」選択 S% 

D

 

Off（表示しない）

「 On」（表示する）／「 Off」（表示しない）選択 S% 

D

 

Off（表示しない）

表示内容を設定する

「メッセージ編集」選択 S%Sメッセージ入力 S% 
.最大 10文字まで入力できます。

電源 Onメッセージの On／ Offを設定する

「 On／ Off設定」選択 S%S「 On」（表示する）／「 Off」
（表示しない）選択 S% 

「自動」／「 English
.「自動」にすると、取り

て表示が切り替わりま

705SH の各画面表示や

イメージに一括して変更

.あらかじめ登録されて

を利用したり、ウ ェブ

ドして利用することが

.あらかじめ登録されて

は、 705SH でカスタム

ます。（固 定データに

があります。） 

.

 

705SHのデータフォルダ

カスタムスクリーンカ

が保存されています。

,カスタムスクリーンカ

ラクターなどを紹介す

カスタムスクリーンに

.お買い上げ時には、「 C

を表示するかどうかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S 待受設定 S アイコン表示

ネットワークオペ
レータ名表示

待受画面に、ご利用の通信会社の情報（「 Vodafone
JP」など）を表示するかどうかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S 待受設定 S ネットワークオペレータ名表示

電源 On
メッセージ

電源を入れたと きに、画面にメッセージ を表示す
るかどうかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S 電源 Onメッセージ

日本語／英語切替
（ Language）

画面の表

メニュー X 設定 

カスタムスクリーン



  

■カスタムスクリーンキーを購入する 

ン」を選び、 %を押す。

スクリーンが表示されます。 

クリーンには、カスタムスクリーン

、次のマークが表示されます。 

スクリーンには、「 .」が表示されます。

ードの切替： B（メニュー） S「本体へ切

ードへ切替」選択 S% 
ンキーをダウンロードするカス

選び、 B（メニュー）を押す。 
いるカスタムスクリーンを選んでくだ

ー取得」を選び、 %を押す。  

。

カスタムスクリーンキーダウンロード

す。 

ンキーダウンロードの画面では、次の

きます。 

ンキーの料金 

ンキーに関するお問い合わせ先

キャンセル）

カスタムスクリーンをダウンロードする

キーなし Q

L270_insatsu.book 6 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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カスタムスクリーンは、 705SHのデータフォルダのカスタム

スクリーンフォルダからダウンロードします。 
.カスタムスクリーンには、有料のものがあります。 

.有料のカスタムスクリーンは、カスタムスクリーンキーを購

入（ダウンロード）することで、利用できるようになります。

（ A右記） 

.カスタムスクリーンおよびカスタムスクリーンキーのダウン

ロードはウェブを利用します。電 波状態のよい所で操作して

ください。 

.パソコンを使ってインターネット「カスタモ」（ http://www.
custamo.com/）からダウンロードすることもできます。 

1「ダウンロード」を選び、 %を押す。

ウェブに接続され、カスタムスクリーン提供サイトの画面

が表示されます。

カスタムスクリーンカタログを利用してダウンロードする：■

カスタムスクリーンカタログ（「 -」表示）選択 S%S%
SB（ Yes） 

2 カスタムスクリーンの提供サイトから、カスタムス

クリーンをダウンロードする。 

.必ず、提供サイトの情報をご確認ください。 

.パソコンでダウンロードしたときは、メモリカードの次

のフォルダに保存してください。また、ファイル名など

は変更しないでください。 
,

 
PRIVATE/VODAFONE/My

 
 

 
Items/Themes

1「カスタムスクリー
利用できるカスタム

.有料のカスタムス

キーの有無により

.設定中のカスタム

■ 705SH／メモリカ

替」／「メモリカ

2カスタムスクリー

タムスクリーンを

.「 Q」が表示されて

さい。 
3「コンテンツ・キ

4B（取得）を押す
ウェブに接続され、

の画面が表示されま

.カスタムスクリー

内容などが確認で

,カスタムスクリー

,お支払方法 

,利用規約 

,カスタムスクリー

操作の中止：■  A（

注意 X ご利用にあたっては、カスタムスクリーンの提供サイトの

情報（カスタムスクリーンの料金などの詳細）を必ずご確

認ください。

メニュー X データフォルダ S カスタムスクリーン

メニュー X データフォルダ

キーあり P
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5 利用規約などの内容を十分確認したうえで、画面の

よっては、設 定完了までに時間がかか

定中は "を押しても中止できません。

いるカスタムスクリーンを設定する 

etallic」、「 Simple」のいずれか
。

スタムスクリーンを設定する 

ン」を選び、 %を押す。
スクリーンが表示されます。

P.9-6）

ードの切替： B（メニュー） S「本体へ切

ードへ切替」選択 S% 
スクリーンを選び、 %を押す。 

いないカスタムスクリーンを選んでく

ンを選び B（メニュー）を押すと、カ

の詳細情報確認、ファイル名変更、コ

ます。（ AP.8-6、 P.8-8、 P.8-9）  

が設定されたあと、データフォルダの

フォルダ画面に戻ります。

カスタムスクリーンを設定する

S 本体設定（ f） S カスタムスクリーン 
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内容に従い、カスタムスクリーンキーをダウンロー

ドする。 

6 ダウンロード完了後、 B（ OK）を押す。
データフォルダのカスタムスクリーンフォルダ画面に戻

ります。

カスタム スクリーン選択 SB（メニュー） S「削除」選

択 S%SB（ Yes）

カスタムスクリーンキーも同時に削除：上記操作のあと■  B
（ Yes） 

, カスタ ムスクリー ンキー削除 の中止（カス タムスクリ ー

ンだけ を削除）：上記操 作のあと A（ No） 

.カスタムスクリーンキーだけを削除することはできません。 

.あらかじめ登録されているカスタム スクリーンカタログも消去

できます。

カスタムスクリーン選択 SB（メニュー） S「 Webアク

セス」選択 S% 

.カスタムスクリーンに

ることがあります。設

■あらかじめ登録されて

1「 Cheerful」、「 M
を選び、 %を押す

■データフォルダ内のカ

1「カスタムスクリー
利用できるカスタム

（マークの意味： A

■ 705SH／メモリカ

替」／「メモリカ

2設定するカスタム
.「 Q」が表示されて

ださい。 

.カスタムスクリー

スタムスクリーン

ピー／移動が行え

3%を押す。
カスタムスクリーン

カスタムスクリーン

カスタムスク
リーンの削除

カスタムスクリー ンとカスタムスクリ ーンキーを
削除します。

メニュー X データフォルダ S カスタムスクリーン 

Webアクセス カスタムスクリーン提供元のサイトに接続します。

メニュー X データフォルダ S カスタムスクリーン

メニュー X 設定 

S 固定データ

メニュー X データフォルダ



  

DOn（表示する）

「 Off」（表示しない）選択 S% 

D

 

15秒

する：「 Off」選択 S% 

D濃度５ 

注意 X .カスタムスクリーンによっ ては、壁紙、画面ピクチャー 補足 X 通話中は、バックライト点灯時間、パネル点灯時間の設定

プ レイの 照明や 表示が自 動的に 消えま

復帰するときは、 "以外のボタンを押し

と 通話が終了します ので、ご注意くださ

設定する 

プレイを表示するかどうかを設定します。

S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

 S On／ Off設定

スプレイ照明の点灯 時間（自動的に消え
時間）を設定します。

S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

 S バックライト

スプレイの液晶濃度を調整します。

S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

 S 濃度調整
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D点灯時間： 15秒、明るさ調整：明るさ２

ディスプレイ／ボタン照明の点灯時間を設定する

「点灯時間」選択 S%S時間選択 S%
点灯しないようにする：「■  Off」選択 S%

ディスプレイ照明の明るさを調整する

「明るさ調整」選択 S%Se（明るさ選択） S% 

D２分

時間選択 S%  

「 On」（表示する）／

時間選択 S%
点灯しないように■

e（濃度選択） S%

（音声着信／ TVコール着信／アラーム）、着信音（音声着

信／ TVコール着信／メール着信）などのデータが準備さ

れていないことがあります。こ のときは、お買い上げ時

の設定になります。 

.電池残量が不足して いるときやファイルの 内容によって

は、カスタムスクリーンが設定できないことがあります。

補足 X メモリカード内のカスタムスクリーンを設定したあと、メ

モリカードを取り外したり、他のメモリカードを取り付け

ても、カスタムスクリーンは解除されません。

ディスプレイ／ボタンの照明を設定する

バックライト
照明の点灯時 間（自動的に消えるま での時間）の
設定や、ディスプレイ照明の明るさを調整します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S バックライト

補足 X ボタン照明の明るさは調整できません。

パネル点灯
時間

ディスプレ イ表示の点灯時 間（自動的に消える ま
での時間）を設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S パネル点灯時間

に従っ て、ディス

す。照明や表示を

ます。（ "を押す

い。）

サブディスプレイを

On／ Off設定 サブディス

メニュー X 設定 

S サブディスプレイ

バックライト
サブディ
るまでの

メニュー X 設定 

S サブディスプレイ

濃度調整 サブディ

メニュー X 設定 

S サブディスプレイ
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Sg（音量調節） S% 
。「ステップトーン」にすると、約４秒ご

音量５」の順に音が大きくなります。

生」には「ステップトーン」は設定でき

時計表示設定 サブディスプレイの時計表示形式を設定します。

する

やメール着信音量などを設定します。

S 本体設定（ f） S サウンド設定 

ションでの着信／操作時

」／「音量５」／「ステップトーン」に

２（「ステップトーン」のときは音量２

定した音量にかかわらず、音量１以下で

ピードダイヤル操作中 

イスメモ再生中、再生終了後３秒以内 
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D時計＋日付

表示形式選択 S% 
.クローズポジションで Dを押すと、一時的に表示形式を切り

替えるこ とができま す。（時計表 示設定の設 定は変更さ れませ

ん。） 

D

 

On（表示する）

「 On」（表示する）／「 Off」（表示しない）選択 S%

着信の種類選択 S%
.「音量５」が最大です

とに、「音量１」〜「

（「効果音／サウンド再

ません。）

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S サブディスプレイ S 時計表示設定

着信相手表示
着信時に相手 の電話番号（名前）を表示 するかど
うかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ディスプレイ設定 

S サブディスプレイ S 着信相手表示

サウンド設定

着信時の動作を設定

音量 着信音量

メニュー X 設定 

S 音量

オープンポジ

■「音量３」／「音量４

設定していても、音量

が最大）で鳴ります。

■次の状態のときは、設

鳴ります。 

,通話中／発信中／ス

,簡易留守録用件／ボ

,通話終了後３秒以内



  

DOff

S「 On／ Off設定」選択 S%S
「 Off」選択 S% 

設定したメロディ（ SMAFファイル）にバ

ている場合、メロディ内のバイブレータ

るときに選びます。バイブレータが設定

（ SMAFファイル）には無効となります。

る

S「バイブパターン」選択 S%S
ターン５」選択 S%

確認：パターン選択後 B（確認） 

操作のあと B（停止）

着信音／
着信音／ムービーを着信の種類別に設定できます。 注意 X .音声やサウン ドのデータ内容などによっては、着信音に

とがあります。 

ルをダウンロードしているときや、スト

いるとき、静止画を編集しているときな

あると、お買い上げ時の着信音が鳴るこ

 

タイプの V アプリを V アプリ待受に設定

、ここで設定した着信音／ムービーが動

あります。 

の video/3gpp形 式などの動画ファイル

できません。

バイブレータを 設定します。 SMAFファ
動するように設定することもできます。

S 本体設定（ f） S サウンド設定 

定中、 705SHを机の上などに置いておく

と き振動 により 落下する ことが ありま

は、落下防止 のためにも「 Off」にする

ます。
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着信音を設定する（固定データを利用）

着信の種類選択 S%S「着信音選択」選択 S%S「固定

データ」選択 S%S着信音選択 S%
再生：着信音選択後■  B（再生） 

, 再生の停止：上記操作のあと B（停止）

着信音を設定する（着うた・メロディ／ミュージックフォルダ内のデータを利用）

着信の種類選択 S%S「着信音選択」選択 S%S「着う

た・メロディ」／「ミュージック」選択 S%S着信音選

択 S%
再生： 着信音 選択後■  B（メ ニュー） S「再生」選択 S% 

, 再生の停止：上記操作のあと $

ムービーを設定する

着信の種類選択 S%S「ムービー選択」選択 S%Sムー

ビー選択 S%
再生：ムービー選択後■  B（メニュー） S「再生」選択 S% 
, 再生の停止：上記操作のあと $

着信音の鳴動時間を設定する（音声着信／ TVコール着信以外）

着信の種類選択 S%S「鳴動時間」選択 S%S着信鳴動

時間入力（ 01〜 99秒） S%   

On／ Offを設定する

着信の種類選択 S%
「 On」／「音連動」／

.「音連動」は、着信音に

イブレータ が設定され

設定に従っ て動作させ

されていないメロディ

バイブパターンを設定す

着信の種類選択 S%
「パターン１」〜「パ

バイブパターンの■

,確認の終了：上記

ムービー

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S サウンド設定 

S 着信音／ムービー

カスタムスクリーン設定時に着信音／ムービーを設定すると

■設 定した内容が優先されます。（カスタムスクリーンは 解除さ

れません。）

着信音／ムービーをカスタムスクリーンに戻すときは、「着信音

選択」／「ムービー選択」選択時に次の操作を行います。

「カスタムスクリーン」選択 S%

設定できないこ

.ウェブでファ イ

リーミングし て

どに音声着信 が

とがあります。

.着信と連動する

しているとき は

作しないことが

.３ Mバイ ト以上

は着信音 に設定

バイブ
着信時の
イルに連

メニュー X 設定 

S バイブ

注意 X バイブレータを設

と、着信が あった

す。充電すると き

ことをおすすめし
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Dプッシュトーン

る

択 S%

ーン２」／「パターン３」選択 S%
パターン選択後 B（再生） 

操作のあと B（停止）

Dエラー音：エラー１／鳴動時間 0.5秒、
オープニング &エンディング１／鳴動時間３秒

源 Off音を設定する（固定データを利用）
「音選択」選択 S%S「固定デー

択 S%
（再生） 

あと B（停止）

着信ライト設定
着信時にスモール ライトを点滅させる かどうかを 各種効果音を設定する

押したときの音を設定します。

S 本体設定（ f） S サウンド設定 

S ボタン確認音

や電源 On ／ Off時の音と鳴動時間を設定

S 本体設定（ f） S サウンド設定 
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DOn（点滅する）

着信の種類選択 S%S「 On」（点滅する）／「音連動」／

「 Off」（点滅しない）選択 S% 
.「音連動」は、着信音に設定したメロディ（ SMAFファイル）に

ライトが設定されている場合、メロデ ィ内のライト設定に従っ

て動作させるときに選びます。ライト が設定されていないメロ

ディ（ SMAFファイル）には無効となります。 

D

 

On（点滅する）

インフォ メー ション の種 類選 択 S%S「 On」（点滅 す

る） ／「 Off」（点滅しない） 選択 S% 

プッシュトーンに設定す

「プッシュトーン」選

パターンに設定する

「パターン１」／「パタ

パターンの確認：■

,確認の終了：上記

音を消す

「 Off」選択 S% 

電源  On音／電源 Off音：

エラー音／電源 On音／電
音の種類選択 S%S
タ」選択 S%S音選

再生：音選択後■  B
,停止：上記操作の

設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S サウンド設定 

S 着信ライト設定

インフォメーション
ライト設定

不在着信時など に、スモールライトを点 滅してお
知らせするかどうかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S サウンド設定 

S インフォメ−ションライト設定

ボタン確認音 ボタンを

メニュー X 設定 

S 効果音 

エラー音／電源 
On音／電源  Off音

エラー時
します。

メニュー X 設定 

S 効果音



  

エラー音／電源 On音／電源  Off音を設定する（着うた・メロディフォルダ内のデータを利用）

れのページを参照してください。

時間」のとき

月入力（２ケタ） S日入力（２ケタ） 

分入力（２ケタ） S%

時間」のとき

 月入力（２ケタ） S日入力（２ケ

） S分入力（２ケタ） Se（ am／ 

1-14 アラーム AP.11-10

日付／時刻を設定します。

S 本体設定（ f） S 日時設定 

ト（ AP.9-13）の設定内容によっては、

順番が変わります。画面の指示に従って

い。 

、電池パックを交換するときにも保持さ

日間程度電池パックを外しているか、空

ていると、記憶が消えることがあります。

付／時刻を再設定してください。

設定されます。 

定していないとき、着信履歴や発信履歴

 --/--/-- --:--」と表示されます。 

違えたときは、 fでカーソルを移動した

字を入力してください。 

される時計の表示方法を設定したり、カ

することもできます。（ AP.9-4）
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音の種類選択 S%S「音選択」選択 S%S「着うた・メ

ロディ」選択 S%S音選択 S%
再生：音選択後■  B（メニュー） S「再生」選択 S% 
, 停止：上記操作のあと $

鳴動時間を設定する

音の種類選択 S%S「鳴動時間」選択 S%S時間選択／

時間入力 S%

音を消す

音の種類選択 S%S「音選択」選択 S%S「 Off」選択 
S%

 

Dイヤホン＋スピーカー

「イヤホンのみ」／「イヤホン＋スピーカー」選択 S% 
.イヤホンマイク端子にイヤホンマイ クなどが差し込まれていな

いときは、「イヤホンのみ」にしていても、スピーカーから着信

音が鳴ります。 

D音量３ 

g（音量調節） S% 

.下記の項目は、それぞ

時刻フォーマットが「 24

西暦入力（４ケタ） S
S時入力（２ケタ） S

時刻フォーマットが「 12

西暦入力（４ケタ）S
タ） S時入力（２ケタ

pm選択） S%

その他の音を設定する

着信音出力切替
イヤホンマイク などの接続時に、着信音 を鳴らす
場所を設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 着信音出力切替

受話音量調節 通話開始時の受話音量を設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 受話音量調節

日時設定

世界時計 AP.1

日付時刻設定 705SHの

メニュー X 設定 

S 日付時刻設定

注意 X .日付フォーマッ

入力する項目 の

入力してくださ

.設定した時刻 は

れますが、約３

の状態で放置し

そのときは、日

補足 X .曜日は自動的に

.日付／時刻を 設

などの日時は「

.ボタンを押し間

あと、正しい数

.待受画面に表 示

レンダーを表示
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D日曜日 -土曜日

月曜日 -日曜日」選択 S% 

D

 

Off

定の解除：「 Off」選択 S%

タイムゾーン／ お使いの地域（タイムゾーン）を設定します。 カレンダー 一週間の 始まりを日曜日にす るか、月曜日にする
します。

S 本体設定（ f） S 日時設定 

た状態でアラーム時刻になったとき、自
を入れ、アラームが鳴るようにします。

S 本体設定（ f） S 日時設定 
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Dタイムゾーン：東京、サマータイム： Off

地域（都市）を設定する

「タイムゾーン設定」選択 S%Sf（地域選択） S%
お 使いの 地域が登 録され ていな いとき ：■  B（オリ ジナル） 
S都市名入力（最大 16文字） S%Se（＋／−） Sd
S時差入力 S%

サマータイムを設定する

「サマータイム設定」選択 S%S「 On」選択 S%
サマータイム設定の解除：「サマータイム設定」選択■  S%S

「 Off」選択 S% 

.サマータイムを設定すると、設定し た都市の時刻が、１時間進

んだ状態で表示されます。 

D時刻フォーマット： 24時間、日付フォーマット：年／月／日

時刻フォーマットを設定する

「時刻フォーマット」選択 S%S「 24時間」／「 12時間」

選択 S%

日付フォーマットを設定する

「日付フォーマット」選択 S%S「日 .月 .年」／「月 -日 -
年」／「年／月／日」選択 S% 

「日曜日 -土曜日」／「

「 On」選択 S%
アラーム電源■  On設

サマータイム設定 また、サマータイムも設定できます。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 日時設定

日付／時刻
フォーマット

時刻の時間制（ 24時間制／ 12時間制）や日付の表
示形式を設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 日時設定

フォーマット かを設定

メニュー X 設定 

S カレンダーフォーマット

アラーム電源 
On設定

電源を切っ
動的に電源

メニュー X 設定 

S アラーム電源 On設定



  

ードした日本語変換用の辞書（５件

ダウンロードして使用すると、その

用語が変換候補に表示されるように

法などについては、ブックマークにあ

るシャープオリジナルサイト「 Sharp
.14-7）でご案内しています。

ンロード辞書選択 S%
が設定済の番号への登録： %S設定する

選択 S%

（メニュー） S「設定解除」選択 S%

B（メニュー） S「詳細」選択 S%
操作のあと %

ダウンロードした辞書を設定する

ードした辞書を使用します。

S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

ては、登録できないことがあります。

ダウンロード辞書を解除します。

S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

ード辞書の詳細情報を確認します。

S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

L270_insatsu.book 14 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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よく使う言葉（単語）に読みを付けて、登録できます。

登録した単語 は、読みを入力し て漢字変換する と、変換候

補に表示され入力できます。 

.ユーザー辞書は、最大 100件まで登録できます。 

.同じ読みは５件まで登録できます。

単語入力 S%S読み入力 S% 
.単語は最大 15文字まで、読みはひらがなで最大８文字まで入力

できます。

ユーザー辞書を修正する

単語選択 S%S単語修正 S%S読み修正 S%SB（ Yes）

ユーザー辞書を消去する

単語選択 SB（消去） SB（ Yes）

ウェブなどでダウンロ

まで）を使用します。

専門用語などの辞書を

辞書に登録されている

なります。 

.辞書ファイルの入手方

らかじめ登録されてい

Space Town」（ AP

番号選択 S%Sダウ

ダウンロード辞書■

ダウンロード辞書

設定済の番号選択 SB

設定済の番号選択 S
確認の終了：上記■

ユーザー辞書

よく使う言葉を登録する

ユーザー辞書
の新規登録

新しくユーザー辞書を登録します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

S 新規登録

ユーザー辞書
の修正／消去

登録したユーザー辞書を修正／消去します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

S 単語登録リスト

ダウンロード
辞書設定

ダウンロ

メニュー X 設定 

S ダウンロード辞書

注意 X 辞書データによっ

ダウンロード
辞書解除

設定した

メニュー X 設定 

S ダウンロード辞書

ダウンロード
辞書情報

ダウンロ

メニュー X 設定 

S ダウンロード辞書
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、顔認証失敗時に本人確認を行うた

ます。 

あたり５画像）まで登録できます。 

と答えを登録しなかったときは、操作

認証を行います。 

４ケタ）を入力し、 %を押す。 

ユーザー５」のいずれかを選び、 
押す。 

び、 %を押す。

集：「ユーザー編集」選択 S%

除：「ユーザー削除」選択 S%SB（ Yes） 
、 %を押す。 

を押す。 
選び、 %を押す。 

を押す。 
選び、 %を押す。 

を押す。 

を撮影して登録します。（ AP.9-16）    
るときは、 A（保存）を押す。

ユーザー登録を行う

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S ユーザー登録
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705SHの電源を入れたとき、待受画面でクローズポジショ

ンからオープンポジションにしたときや、画面が自動的に

消えた状態から復帰したときなどに、あらかじめ登録して

いたお客様の顔画像との照合を行い認証に成功しないと、 
705SHを使用できないようにします。 

.顔認証は、あらかじめ登録した顔画像と認証時のお客様の画

像を照合し、認証を行います。顔画像の撮影時や認証時には、

次のことにご注意ください。 

,目、口、鼻、眉などの顔の特徴がはっきりと見えるようにし

てください。

目などに髪がかかっていたり、レンズに色の付いているメガ

ネやマスクをかけている、帽子をかぶっているときは、正し

く登録／認証できないことがあります。 

,顔が均一に明るく見える場所で操作してください。

暗い場所や逆光の場所、強い光があたる場所では、正しく登

録／認証できないことがあります。

お客様の顔画像や名前

めの質問と答えを登録し
.ユーザーは５件（１件

.本人認証のための質問

用暗証番号を入力して

1操作用暗証番号（

2「ユーザー１」〜「
B（メニュー）を

3「新規登録」を選
ユーザー情報の編■

ユーザー情報の削■

4「名前：」を選び

5名前を入力し、 %

6「質問登録：」を

7質問を入力し、 %

8「答え登録：」を

9答えを入力し、 %
.このあと、顔画像

11110000 ユーザーを登録す

セキュリティ設定

顔認証を利用する

注意 X .顔認証機能は完全に本人認証を保 証するものではありま

せん。当社では本製品を第三者 に使用されたこと、また

は顔認証の誤認証により使用でき なかったことによって

生じるいかなる損害に関して も、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。 

.顔認証の設定操作や誤認証時 の解除操作などには、操作

用暗証番号を使用します。よりセ キュリティを向上させ

るため、操作用暗証番号も合わせ て変更することをおす

すめします。（ AP.9-20）

メニュー X 設定 

S 顔認証機能 



  

■顔画像を登録する 4B（ Yes）を押す。

す。 

登録するときは、操作２〜４をくり返

了するときは、 $を押したあと、 P.9-

す。 

録を行ってください。 

ff」に設定されています。 

ff」を選び、 %を押す。 

４ケタ）を入力し、 %を押す。

P.9-18）を利用す るときでも、顔画像

はかけないようにしてください。

を設定する

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S On／ Off設定

定を「 On」にすると、 705SHの電源を

受画面でクローズポジションにしたとき

的に 消えた ときに、ダ イヤ ル禁止（セ

）状態になります。

L270_insatsu.book 16 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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１件のユーザ ーには５つの顔 画像が登録できま す。顔認証

を行う場所（自 宅／会社／自 動車内／駅な ど）や状態（顔

の方向／メガ ネなどの装着物 の有無／明るさな ど）を変え

て、複数の顔画像を登録しておくことをおすすめします。 
.複数の画像を登録すると、認証率は高くなりますが、セキュ

リティレベルは低くなります。 

.複数のユーザーに、同じ人の顔画像を登録することもできま
す。画像数が増えれば、認証率が高くなる可能性があります。 

.正面を向き、無 表情で顔全体が画面に入るようにしてくださ
い。顔が小さいと顔認証画像が登録できないことがあります。

また、顔を動かさないようにしてください。 
.以下の操作は、 P.9-15操作９のあとのユーザー登録画面で行い

ます。 
1「顔画像」を選び、 %を押す。 

2「画像１」〜「画像５」のいずれかを選び、 B（撮
影）を押す。

顔画像の編集時：上記操作のあと■  B（ Yes）

顔画像の削除：顔画像選択■  SA（削除） SB（ Yes） 

, 削除後に顔画像が１つ も登録されていない状態になると、

顔認証 On／ Off設定が解除されます。 

3 顔をディスプレイに表示し、 %を押す。 

.撮影が完了するまで、若干時間がかかります。そのまま

で、お待ちください。 

.登録できないときは、メッセージが表示されます。撮影

条件を変えるなどして、操作２からやり直してください。  

顔画像が登録されま

.続けて別の画像を

します。 

.ユーザー登録を完

15操作 10へ進みま

.あらかじめユーザー登

.お買い上げ時には、「 O

1「 On」または「 O

2操作用暗証番号（

注意 X マスクモード（ A

の撮影時にマスク

顔認証の On／ Off

メニュー X 設定 

S 顔認証機能 

補足 X 顔認証 On／ Off設

入れたときや、待

など、画面 が自動

キュリティロック
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顔認証を行う
顔が正しく認証されなかったとき

作禁 止中 です」と 表示 され た状 態で セ

かります。このときは、次の操作を行う

クを解除できます。 
号（４ケタ）入力 S%  
と、再度顔認証を行うことができます。

問が 表示されたとき は、 %を押 したあ

し %を押すと 、セキュリティロ ックは

は、メッセージが表示されます。このと

と答えを入力し直してください。答えが

次の操作を行うと、 705SHが使用できる

証番号（４ケタ）入力 S%

ュ リティレベル（ AP.9-18）を「マス

、顔認証時にマスクをかけていても認証

ます。ただし、セキュリティレベルは通

ますので、ご注意ください。

L270_insatsu.book 17 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
705SHの電源を入れたとき、待受画面でクローズポジショ

ンからオープンポジションにしたときや、画面が自動的に

消えた状態から復帰したときなどは、顔認証が行われます。 

.顔認証には、イ ンカメラからの画像が使用されます。カメラ

が汚れていると誤認証の原因となります。やわらかい布で汚

れをふき取ってからご使用ください。 

.他機能の利用中などは、すぐに顔認証が行われないこともあ

ります。このときは、利用中の機能を終了し、待受画面に戻

ると、顔認証が行われます。 
1 顔をディスプレイに向ける。 

.顔認証ガイド設定（ AP.9-18）を「認証パンダ君」に

しているときは、顔認証のアドバイスが表示されます。 

.顔が正しく認証されると、 705SHが使用できるようにな

ります。

■「 顔認 証 ダ イヤ ル操

キュリティロックがか

と、セキュリティロッ

%S操作用暗証番

.B（再認証）を押す

■あらかじめ 登録した質

と、正しい答 えを入力

解除されま す。 

. 答えを間違えたとき

きは、 %を押したあ

わからないときは、

ようになります。 
"S%S操作用暗

補足 X あらかじめ、セキ

ク」にしておくと

できるようになり

常よりも低くなり



  

くは、 P.1-6を参照してください。 

D

 

Off（照合しない）

「 Off」（照合しない）選択 S%S 

顔認証関連の設定を行う PINコードを設定する 

を取り付けたときや電源を入れたとき、 PIN１
力して照合を行うかどうかを設定します。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定  

S PIN On／ Off設定 

ロックを解除する

N ２コードの入力を 3 回続けて間違える

２ロックが設定され、 705SHの使用が

ック／ PIN２ロックを解除するときは、

 
力が必要な機能選択 S PIN ロック解

ード）入力 S%S新しい PIN１コー

力（４〜８ケタ） S%Sもう一度新

 PIN２コード入力（４〜８ケタ） S%  

IN２ロック解除コード（ PUKコード）に

せ先（ AP.18-26）までご連絡くださ

の入力を 10回続けて間違えると、 USIM
ます。（途中 で電源を切っても 連続とし

されたときは、所定の手続きが必要とな

先（ AP.18-26）までご連絡ください。

L270_insatsu.book 18 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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D

 

Off

「 Off」／「認証パンダ君」／「プレビュー」選択 S% 
.設定できる内容は、次のとおりです。 

D中

「高」／「中」／「低」／「マスク」選択 S% 
.設定できる内容は、次のとおりです。 

.

 

PINコードについて詳し

「 On」（照合する）／

PIN１コード入力 S%

ガイド設定
顔認証時にアドバ イスや撮影中の画像 を表示する
かどうかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S 顔認証機能 S ガイド設定 

Off 顔認証時には「しばらくお待ちください」と

表示されます。

認証パンダ君
顔認 証時に パン ダが操 作方 法をア ドバ イス

します。

プレビュー
顔認証時にお客様の顔（撮影中の画像）が表

示されます。

セキュリティ
レベル

顔認証のセキ ュリティレベル（顔の 認証精度）を
設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S 顔認証機能 S セキュリティレベル

高
他人を 誤って認証する可能性の低い 設定です。ただ

し、お客様も認証されにくくなる可能性があります。

中 「高」と「低」の中間の設定です。

低
お客様 が最も認証されやすい設 定です。ただし、他

人を誤って認証する可能性も高くなります。

マスク
マスクをかけていても認証が可能な設定です。

セキュリティレベルは「低」と同等です。 

PIN On／ Off
設定 

USIMカード
コードを入

メニュー X 設定 

S PIN認証  

PIN

■ PIN １コードまたは PI
と、 PIN１ロック／ PIN
制限されます。 PIN１ロ

次の操作を行います。

PIN１／ PIN２の入

除コード（ PUKコ

ド／ PIN２コード入

しい PIN１コード／

. PIN１ロックまたは P
ついては、お問い合わ

い。 

.

 
PINロック解除コード

カードがロックさ れ

て数えます。） 

.

 

USIMカードがロック

ります。お問い合わせ
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DOff

ケタ）入力 S%
の解除：待受中／通話中に操作用暗証番号

ル操作禁止は解除されません。 

PINコード
PIN１コードまたは PIN２コードを変更します。

ダイヤル操作 操作用暗証番号を入力しないと、 705SHを操作で
うにします。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

禁止設定中にできること

電源の On／ Off）、 %長押し（誤動作防

〜 9／ $（操作用暗証番号入力／

メニュー表示、 TVコール中：画面切替）、 
 On／ Off切替 ）、 !（ オプション サービ

ス利用時の通話切替）、 0〜 9／ $
／入力中の消去）

表示）／エニーキーアンサーの各ボタン

出る（エニーキーアンサー「 On」設定

、 A（着信中の着信手動転送：転送電話

り」に設定時）

設定中の「 110」などの緊急 電話発信に

参照してください。

L270_insatsu.book 19 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
■ PIN１コードを変更するときは、あらかじめ「 PIN On／ Off設定」を「 On」にしておいてください。 

PIN１コードを変更する
「 PIN認証」選択 S%S「 PIN 変更」選択 S%S現在の 
P IN １コード入力 S%S 新しい P IN １コード入力 
S%Sもう一度新しい PIN１コード入力 S% 

PIN２コードを変更する

「 PIN２変更」選択 S%S現在の PIN２コード入力 S%S
新しい PIN ２コード入力 S%Sもう一度新しい PIN ２

コード入力 S% 

D

 

Off

「 On」選択 S%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%
簡易ロックの解除：「■  Off」選択 S%S操作用暗証番号（４

ケタ）入力 S% 
.「 On」にしたときは、電源を切り、再度電源 を入れると、簡易

ロックが動作するようになります。  

操作用暗証番号（４

ダイヤル操作禁止■

（４ケタ）入力 S% 
.電源を切ってもダイヤ

変更 

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

705SHの操作を禁止する

簡易ロック
電源を入れたと き、操作用暗証番号を入 力しない
と、 705SHを使用できないようにします。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S 簡易ロック

注意 X 簡易 ロック設定中の「 110」などの 緊急電話発信に ついて

は、   P.2-3を参照してください。

禁止 きないよ

メニュー X 設定 

S ダイヤル操作禁止

ダイヤル操作

■待受中 

.

 

"長押し（２秒以上：

止の設定／解除）、 0

入力中の消去）

■通話中 

.

 

"（終話）、 B／ %（

A（マ イクミュー ト

スの割込通話サービ

（操作用暗証番号入力

■着信中 

.

 
! ／ B（メニュー

（ AP.2-6）で電話に

時）、 "（着信拒否）

サービスを「呼出あ

注意 X ダイヤル操作 禁止

ついては、   P.2-3を



  

D9999

号（４ケタ）入力 S%S新しい操作

）入力 S%Sもう一度新しい操作用

入力 S%

電話帳 電話帳を誤って 削除したり、他人が使用 できない
シークレットモードを解除すると

データに 登録されて いる相手か ら電話

ールが送 られてき ても、相手の 名前や

画像は表示されません。

定も無効となります。）

履歴、受信メールボックスの画面でも表

更する

している操作用暗証 番号を、新しい操作
号に変更します。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

L270_insatsu.book 20 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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D

 

Off

「 On」選択 S%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%
電話帳使用禁止の解除：「■  Off」選択 S%S操作用暗証番号

（４ケタ）入力 S%

電話帳やスケ ジュールなどの シークレットデー タは、シー

クレットモードでだけ確認や修正などが行えます。 

D表示しない

「表示する」選択 S%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%
シークレットモードの解除：「表示しない」選択■  S%  

現在の操作用暗証番

用暗証番号（４ケタ

暗証番号（４ケタ）

使用禁止 ようにします。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S 電話帳使用禁止

注意 X 電話帳使用禁止設定中は、次の機能は利用できません。 

, 電話帳の検索、登 録、修正、発信［スピードダ イヤル

での発信（ AP.4-14）も含む］

シークレットデータを利用する

シークレット
モード

シークレットモードを設定／解除します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S シークレットモード

注意 X 操作用暗証番号を知らない人でも偶然番号が合い、シーク

レットデータを見られることも考えられます。重大な秘密

などの記録用としてではなく、便利な機能としてお使いに

なることをおすすめします。

■電話帳の シークレッ ト

がかか ってきたり、メ

フォト設定されている

（着信音／ムービーの設

また、発信履歴や着信

示されません。

操作用暗証番号を変

暗証番号変更
現在使用
用暗証番

メニュー X 設定 

S 暗証番号変更
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れのページを参照してください。 

D

 

0046010

ケタ）入力 S%S国際コード入力 

注意 X .一度、オールリセ ットされた登録内容や履歴などのデー

ことはできません。操作用暗証番号もお

態に戻ります。また、お客様がダウンロー

も削除されます ので、あらかじめご了承

されているカスタムスクリーンカタログ

除していたとき は、お買い上げ時の状態

4、 P.12-2 発番号通知・表示 AP.12-10

5 発着信規制 AP.12-7

定

する国際コードを設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 国際コード設定
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操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%SB（ Yes） SB（ Yes） 

.電話帳などの登録内容は消去されません。 

.次のときは、操作用暗証番号（４ケタ）を 入力する前に確認画

面が表示されますので、 B（ Yes）を押してください。 

,

 
Vアプリ起動中 ,ミュージックプレイヤー利用中 

,

 
Bluetooth

 
®利用中 ,赤外線通信利用中

操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%SB（ Yes） SB（ Yes） 

.次のときは、操作用暗証番号（４ケタ）を 入力する前に確認画

面が表示されますので、 B（ Yes）を押してください。 
,

 
Vアプリ起動中 ,ミュージックプレイヤー利用中 
,

 
Bluetooth

 
®利用中 ,赤外線通信利用中 

.下記の項目は、それぞ

操作用暗証番号（４

S%

初期化

設定リセット
設定内容や登録内 容をお買い上げ時の 状態に戻し
ます。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 初期化 

S 設定リセット

注意 X 設定内容や登録内容によっては、お買い上げ時の状態に戻

らないことがあります。

オールリセット
電話帳やデータ フォルダなどの内容 を消去し、お
買い上げ時の状態に戻します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 初期化 

S オールリセット

タは、元に戻す

買い上げ時の状

ドした V アプリ

ください。 

.あらかじめ登 録

や V アプリを削

に戻ります。

通話設定

留守番・転送電話  AP.12-

割込通話 AP.12-

国際電話に関する設

国際コード
設定

よく利用

メニュー X 設定 

S 国際発信設定 



  

DOff（鳴らさない）

 Off」（鳴らさない）選択 S% 
隔で鳴ります。 

D

 

Off（表示しない）

「 Off」（表示しない）選択 S% 

D

 

On（表示する）

「 Off」（表示しない）選択 S%

国番号リスト 国番号リストを変更／追加／削除します。 その他通話に関する設定

お知らせ音を鳴らすか どうかを設定しま

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

通話料金を表示するか どうかを設定しま

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

 S 通話後料金表示

通話時間を表示するか どうかを設定しま

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

 S 通話時間表示
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国番号を変更する

国名選択 S%S「変更」選択 S%S国名入力 S%S国

番号入力 S%

国番号を追加する

国名 がないリスト選択 S%S国名入力 S%S国番号入

力 S%

国番号を削除する

国名選択 S%S「削除」選択 S%SB（ Yes） 

D

 

Off／国番号： 81（日本） 

On／ Offを設定する
「 On／ Off設定」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S%

自動的に付加する国番号を登録する

「国番号設定」選択 S%S国名選択 S%
国番 号を入力する：国名選択時 に「国番 号入力」選 択■  S%
S国番号入力 S%  

「 On」（鳴らす）／「

.お知らせ音は、１分間

「 On」（表示する）／

「 On」（表示する）／

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 国際発信設定 S 国番号リスト

補足 X 国番号について詳しくは、「国際ローミングエリア一覧」を

参照してください。

国番号自動付加
あらかじめ登録 した国番号を、発信時に 自動的に
付加します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 国際発信設定 S 国番号自動付加

注意 X 国番号自動付加を「 On」にすると、「＋」が付いていない

すべての電話番号（緊急発信を除く）に、自動的に国番号

が付加されます。ご注意ください。

通話時間
お知らせ

通話中に
す。

メニュー X 設定 

S 通話時間お知らせ

通話後料金表示
通話後に
す。

メニュー X 設定 

S 通話時間／料金

通話時間表示
通話中に
す。

メニュー X 設定 

S 通話時間／料金
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線で接続するには、相手機器も Bluetooth 
®

ファイルに対応している必要があります。  
行うときの通信距離は、最大 10mで

害物、電波状況、相手機器などによっ

離は異なります。   
使用する電波帯（ 2.4GHz帯）は、さま

います。それらの影響によって、通信

したり、通信が切断されることがあり

能では、同時に２台以上の機器を接続

。  

、データを受信するときやハンズフ

ときは、 Bluetooth ® 機能を「 On」

ります。 

ff」に設定されています。 

を押す。

。

」選択 S% 
操作のあと B（ Yes）  

® Bluetooth®利用時のご注意  

有効にする

S Bluetooth  S On／ Off設定

証要求や受信動作は、待受画面以外では

ん。また、ダイヤル操作禁止設定中や誤

ソフトウェア更新中も、受け付けられま
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「 Bluetooth ®」とは、 10m以内にある 705SHどうしや他の 
Bluetooth

 
®対応機器（パソコンや携帯電話、ハンズフリー

機器など）とワイヤレスで接続するための方式です。 
705SHの Bluetooth ®の仕様は、次のとおりです。 

.

 

Bluetooth

 

®を利用して無

対応機器であり、同じプロ

. 705SHどうしで通信を

す。機器間の距離や障

て、通信速度／通信距

.Bluetooth®対応機器の

ざまな機器が共有して

速度／通信距離が低下

ます。 

.

 
705SHの Bluetooth ®機

することはできません

Bluetooth®を利用して

リー機器などと接続する

（有効）にする必要があ

.お買い上げ時には、「 O

1「 On」を選び、 %
「 Y」が表示されます

無効にする：「■  Off
,機器接続時：上記

Bluetooth  

Bluetooth

 

®をご利用になる前に

通信方式 Bluetooth ®標準規格  Ver 1.2

対応 Bluetooth
プロファイル 

Headset Profile、 
Hands-Free Profile、 
Dial-up Networking Profile、 
ObjectPush Profile、 
File Transfer Profile

出力 Bluetooth ®  Power Class2

注意 X 705SHは、すべての Bluetooth ®機器とのワイヤレス接続

を保証するものではありません。 

.接続 する Bluetooth ® 機器は 、 Bluetooth SIG の定 め

る Bluetooth ®標 準規格に適合し、認証を取得している

必要があります。 

.接続する Bluetooth ®機器が Bluetooth ®標準規格 に適

合していても、相手機器の 特性や仕様によっては接続で

きない、操作方法や表示・動作が 異なる、データのやり

とりができないなどの現象が発生することがあります。 

.ワイヤレス通話やハンズフリ ー通話をするとき、接続機

器や通信環境により、雑音が入ることがあります。 

.ヘッドセット機器／ハンズフリー 機器の使い方について

は、各機器の取扱説明書を参照してください。  

Bluetooth®機能を

メニュー X 外部接続  

注意 X 相手機器からの認

受け付けられませ

動作防止設定中、

せん。
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器を検索し、接続します。接続した

ます。 

から認証コードを入力する必要がなく

索できます。 

応機器が 32件登録されているときは、

器の Bluetooth ®機能を「 On」にしてお

索」を選び、 %を押す。

tooth®対応機器のリストが表示されま

果が記憶されているときは、記憶され
ストが表示されます。） 

次のマークが表示されます。 

t：ヘッドセット w： PDA 
 x：携帯電話など U：プリンタ 

中に A（キャンセル） 
押す。

： B（ Yes） 
同じ認証コード（４〜 16ケタの数

を押す。

確認メッセージが表示され、待受画面

ー機器などのときは、ハンズフリー機

いる認証コードを入力します。 

ドは、送信側で認証コードを入力して

力してください。 

Bluetooth

 

®接続について 機器を検索／登録する（周辺デバイス検索）

S Bluetooth
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２台 の Bluetooth ® 対応機器 を接 続する とき は、受信 側の 
Bluetooth

 
®機能を「 On」にした状態（ AP.10-2）で、送

信側からの接続要求を受け、接続します。 

.接続時には、認証コードが必要なことがあります。

■ Bluetooth ®機器の接続例

他の Bluetooth ®対応機

機器は自動的に登録され
.登録した機器は、次回

なります。 

.一度に最大 16件まで検

.すでに、 Bluetooth ® 対

検索できません。 

.あらかじめ登録する機

いてください。 

1「周辺デバイス検
検索が始まり、 Blue 

す。（前回の検索結
ている検索結果のリ

.機器名の前には、

v：パソコン 

s：ハンズフリー

u：その他

検索の中止：検索■

2機器を選び、 %を
他の機器と接続時■

3送信側と受信側で

字）を入力し、 %
認証に成功すると、

に戻ります。 
.相手がハンズフリ

器側で決められて

.受信側の認証コー

から 30秒以内に入

認証コードについて

■「認証コード」は、 Bluetooth ®対応機器どうしを接続するため

の専用コード（４〜 16ケタの数字）です。機器登録を行うとき

には、受信側／送信側とも同じ認証コードを入力する必要があ

ります。 

.すでに登録してある機器のときは、認証コードの入力は必要

ありません。

送信側 受信側

機器検索

リスト表示

受信側へ

接続要求 接続許可 

Bluetooth

 

®

機能

「 On」

同じ認証コードを入力　　接続完了

データ送信 データ受信

メニュー X 外部接続  



  

データの送受信には、次の方法があ

ハンズフリー機器などから機器を登録する Bluetooth®を利用してデータを送受信する

法

信側からデータを １件ずつ送信します。

信側では、該当する機能のデータとして

動的に追加します。

能ごとのデータを一括で送受信します。

05SH本 体のデータフォ ルダ内へフォル

単位でデータを 受信します。（送信はで

ません。）

データ送受信時は、オフラインモードに

そのため、着信、通話、ウェブ、メディア

ルのデータ編集中などには、 Bluetooth ®

信は行えません。データの送受信が終わる

オフラインモードが解除されます。 

の内容によっては、 705SHに正しく登録

あります。

タ

括 備考

○

１件データ送受信では、グループ設

定、着 信音、バ イブ 設定、シ ーク

レ ットの 設定内容 は送受信 できま

せん。一括データ送受信では、オー

ナー 情報も送受信されます。また、

フ ォトに 設定して いる画像 によっ

ては、設定が無効となることがあり

ます。
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1「登録済みデバイス」を選び、 %を押す。

登録済み機器のリストが表示されます。

ハンズフリー機器だけを表示：■  d

機器名の変更：機器選択■  SB（メニュー） S「デバイス名

変更」選択 S%S名前入力（最大 16文字まで） S%

登録機器の削除：機器選択■  SB（メニュー） S「削除」選

択 S%SB（ Yes）

他の Bluetooth ®対応機器で周辺デバイス検索を行ったとき

に、 705SHの機器名（マイデバ イス名称）を通知するかど

うかを設定します。 
.「 Off」にすると、他の Bluetooth ® 対応機器で周辺デバイス

検索を行っても、 705SHは検索されません。 

.お買い上げ時には、「 On」に設定されています。 

1「 On」または「 Off」を選び、 %を押す。 

Bluetooth

 

®を利用した

ります。

■ハ ンズフリー機器などを、送信側 として 705SHに登録す ると

きは、次の操作を行います。

送信側から接続要求 SB（ Yes） S認証コード入力 S% 
.あらかじめ 705SHの「 Bluetooth ®」（ AP.10-2）および「デ

バイスの公開」（ A下記）を「 On」にしておいてください。

登録済み機器を確認する（登録済みデバイス）

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  

705SHを公開する（デバイスの公開）

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S デバイスの公開  

データの送受信方

１件データ送受信

送

受

自

一括データ送受信 機

フォルダ単位受信 
7
ダ

き

注意 X . Bluetooth ® での

設定されます。

プレイヤー、メー

でのデータ送受

と、自動的に、

.受信したデータ

できないことが

送受信できるデー

機能 １件 一

電話帳 ○
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※ 4 一括 データ送信 を行うと、迷惑 メールフォル ダ内のメー ルは、

受信側のボーダフォン携帯電話（ 705SHを除く）の迷惑フォル

信フォルダに登録されます。また、メー

として送信されますので、受信後は続き

ません。

と、宛先が複数ある SMSが受信側の携帯

で登録できなかったり、２件目以降のア

があります。

フォルダ内へフォルダ単位での受信が

機能 １件 一括 備考

レンダー と予定リ ストを 合わせて 最大 
できます。データ受信中、 300件に達する

ジが表示され、超過分は受信されません。 

データフォルダ内のデータは、１件デー

ます。た だし、「デ ジタルカ メラ」内の

データ送信だけ行えます。 

未送信ボックス内のメールは送受信でき

いサイズのメールは受信できません。  
きるメール は、下書き、テ ンプレート 、

、送信済みボック スを合わせて最大 500
信中に、 500件に達す ると確認メッセー

超過分は登録されません。 

ン携帯電話からメールを一括受信したと

種によっては、 705SHでスカイメールが 
込まれることがあります。
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※ 1 一括データ送受信時は、「カレンダー／予定リスト」として、ま

とめて送受信されます。

※ 2 １件データ送信はできません。１件データ受信だけ可能です。

※ 3 １件データ受信はできますが、「その他ファイル」に不明ファイ

ルとして保存され、ブックマークやメ ールとしては利用できま

せん。

ダではなく、通常 の受

ル通知は通常 のメール

受信などの操作はでき

※ 5 一括データ送信を行う

電話（ 705SHを除く）

ドレスが欠落すること

※ 6 705SH本体のデータ

できます。

カレンダー ○ ○※ 1

１件 データ 送受信 では、アラ ーム

音、シークレットの設定内容は送受

信できま せん。 705SHで設 定でき

な い 開 始日 時 が 設 定 され て い る

データを受信したときは、登録でき

ません。

予定リスト ○ ○※ 1

１件 データ 送受信 では、アラ ーム

音、シークレットの設定内容は送受

信できま せん。 705SHで設 定でき

な い 期 限日 時 が 設 定 され て い る

データを受信したときは、予定リス

トに 保存し た日時 が、期限日 時と

して設定されます。

テキストメモ ○※ 2 ○

ブックマーク ×※ 3 ○

受信ボックス ×※ 3 ○※ 4

送信済みボックス ×※ 3 ○

下書き ×※ 3 ○※ 5

データフォルダ ○ ○※ 6

コピー／転送不可ファイルは、送受

信できません。また、「デジタ ルカ

メラ 」内のフ ァイルは １件デー タ

送信だ け行えます。（受信はで きま

せん。）

注意 X . 705SHには 、カ

300件まで保存

と確認メッセー

.メモリカード の

タ 送受信が 行え

ファイルは１件

.テンプレート や

ません。 

.

 
705SHで扱えな

. 705SHで登録で

未送信 ボックス

件です。一 括受

ジが表示され、

.他のボーダフ ォ

き、送信側の機

MMSとして読み



  

3B（ Yes）を押す。

設定されます。 
ータ登録の確認画面が表示される。

キャンセル）

 " 
登録するときは、 B（ Yes）を押す。
 No） SB（ Yes）

に登録されるデータの受信時：「本体」／

択 S%

」を選び、 %を押す。 

器がないときは、自動的に機器検索が

器に送信：「周辺デバイス検索」選択 S%

 S%S機器検索 
押す。

： B（ Yes）  

。

設定されます。 
４ケタ）を入力し、 %を押す。 
信の待機状態にする。 

び、 %を押す。

求時：認証コード入力 S%

（ Yes）／ A（ No）

データを１件ずつ送受信する

信する

S Bluetooth
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■送信側の操作 

.

 
Bluetooth

 
® を利用した１件データ送信は、 P.10-4「送受信で

きるデータ」表内の各機能のデータのリスト画面で行います。 
1 送信するデータを選び、 B（メニュー）を押す。 
2「送信」を選び、 %を押す。

電話帳送信時：「アドレス１件送信」選択■  S% 
3「 Bluetooth」を選び、 %を押す。 
.登録されている機器がないときは、自動的に機器検索が

行われます。
登録していない機器に送信：「周辺デバイス検索」選択■  S%
S「再検索」選択 S%S機器検索 

4 機器を選び、 %を押す。

他の機器と接続時：■  B（ Yes） 
5 受信側をデータ受信の待機状態にする。 
6

 

B（ Yes）を押す。

オフラインモードに設定され、送信が始まります。
受信側より認証要求時：認証コード入力■  S%

■受信側の操作 

1「 On」を選び、 %を押す。

データ受信の待機状態になります。 
2 送信側から接続要求されると、オフラインモードの

確認画面が表示される。

登録していない機器からの接続要求時：■  B（ Yes） S 認証

コード入力 S%  

オフラインモードに

4 受信が始まると、デ

受信の中止：■  A（

受信の強制終了：■

5受信したデータを

登録しない：■  A（

データフォルダ内■

「メモリカード」選

■送信側の操作 

1「一括データ送信
.登録されている機

行われます。
登録していない機■

S「再検索」選択

2機器を選び、 %を
他の機器と接続時■

3B（ Yes）を押す

オフラインモードに

4操作用暗証番号（

5受信側をデータ受

6データの種類を選

送信が始まります。
受信側より認証要■

電話帳選択時：■  B

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S On／ Off設定

データを一括送受

メニュー X 外部接続  
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■受信側の操作 

を送信できる機器からデータを受信

ォルダ内に登録します。  
単位でのデータ送信はできません。  
は、送信されてきたフォルダを送信側

る（または、同じ階層にすでに同名の

だけです。 

いては、送信する機器の取扱説明書を

を押す。

態になります。 
求されると、オフラインモードの

れる。

器からの接続要求時： B（ Yes） S 認証

 

。

設定され、受信が始まります。

面に戻ります。
キャンセル）

 "

フォルダ単位でデータを受信する

S Bluetooth  S On／ Off設定
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1「 On」を選び、 %を押す。

データ受信の待機状態になります。 
2 送信側から接続要求されると、オフラインモードの

確認画面が表示される。

登録していない機器からの接続要求時：■  B（ Yes） S 認証

コード入力 S% 
3

 

B（ Yes）を押す。

オフラインモードに設定されます。 
4 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示さ

れる。

受信の中止：■  A（キャンセル）

受信の強制終了：■  " 
5 追加登録する 

1「追加登録」を選び、 %を押す。
受信完了後、待受画面に戻ります。

受信の中止：■  A（キャンセル）

受信の強制終了：■  "

すべてのデータを消して登録する 

1「全件削除して登録」を選び、 %を押す。 

2

 
B（ Yes）を押す。 

3操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。
受信完了後、待受画面に戻ります。 

.電話帳を受信したときは、お客様の電話番号以外の

オーナー情報は消去されます。

受信の中止：■  A（キャンセル）

受信の強制終了：■  "

フォルダ単位でデータ

し、 705SHのデータフ
. 705SHでは、フォルダ

. 705SHで受信できるの

と同じ階層に作成でき

フォルダがある）とき

.送信側の操作方法につ

参照してください。 

1「 On」を選び、 %
データ受信の待機状

2送信側から接続要

確認画面が表示さ

登録していない機■

コード入力 S% 
3B（ Yes）を押す

オフラインモードに

受信完了後、待受画
受信の中止：■  A（

受信の強制終了：■

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S On／ Off設定

メニュー X 外部接続  



  

DVodafone 705SH

% 

きます。（絵文字は入力できません。） 

Dタイムアウトなし

択 S%
しない：タイムアウト時間選択時に「タ

選択 S% 

Bluetooth®を利用してハンズフリー機器などと接続する
注意 X .ハンズフリー機器などでの音声通話中は、 705SHで受話

ません。ハンズフリー側で調節してくだ

器からの発信動作は、待受画面が表示さ

けできます。

ている機器は、切断されていても、発信／

に再接続されます。 

態を表しています。接続中の機器を「 1」

確認画面が表示されます。  

設定

h®接続時、相手機器に表示される機器名
ます。

S Bluetooth  S マイデバイス設定 

h®未使用時に、自動的に Bluetooth ®機能
にするまでの時間を設定します。

S Bluetooth  S マイデバイス設定 
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.あらかじめハンズフリー機器などを登録しておいてくださ

い。（ AP.10-3） 

1

 

dを押す。

登録済のハンズフリー機器のリストが表示されます。 
2 機器を選び、 %を押す。

接続され、「 2」（選択状態）が表示されます。
他の機器と接続時：■  B（ Yes）

機器の切断：接続されている機器選択■  S%
名前の変更：機器選択■  SB（メニュー） S「デバイス名変

更」選択 S%S名前入力 S%  

新しい機器名入力 S
.最大 16文字まで入力で

タイムアウト時間選

自動的に「■  Off」に

イムアウトなし」

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S登録済みデバイス

ハンズフリー機器などと 705SHとの音声出力先を切り替える

■ハンズフリー機器などが接続されている状態で、通話中に次の

操作を行うと、音声出力先を切り替えられます。 
B（メニュ ー） S「音 声切替」選択 S%S「本体」／

「 Bluetooth」選択 S% 
.「本体」にすると、 705SHで通話できます。 

.ハンズフリー機器などが接続されていない状態で「 Bluetooth」

を選択すると、登録済のハンズフリー機器のリストが表示され

ます。

音量を調節で き

さい。 

.ハンズフリー 機

れているときだ

補足 X .「 2」が表示され

着信すると自動的

.「 1」は非選択状

にすると、切断

Bluetooth®関連の

機器名の変更
（デバイス名称） 

Bluetoot
 を変更し

メニュー X 外部接続  

S デバイス名称

タイムアウト
時間の設定 

Bluetoot
 を「 Off」

メニュー X 外部接続  

S タイムアウト時間
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5SHどうしや他の赤外線通信対応機

話など）とワイヤレスで接続するた

能は、 IrMC1.1に準拠しています。

が IrMC1.1 に準拠していても、機能に
いデータがあります。 

信中、ウェブの利用中に、赤外線通信

る場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の

響によって正常に通信できないことが

ハンズフリー ハンズフリー機器接続時に、 705SHの操作により

になる前に

いときは、再接続の確認画面が表示され

利用時のご注意」（ AP.10-10）を確認

es）を押して、再接続してください。

コードについて

線通信のための専用コード（４ケタ）で

信では、受信 側／送信 側とも同 じ認証

があります。
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Dハンズフリーで通話

「本体で通話」／「ハンズフリーで通話」選択 S% 
.ハンズフリー機器の操作により通 話を開始したときは、上記の

設定内容にかかわらず、常にハンズフ リー機器での通話となり

ます。 

D

 

On（必要）

「 On」（必要）／「 Off」（不要）選択 S%

「デバイス情報」選択 S%

「赤外線通信」とは、 70
器（パソコンや携帯電

めの方式です。 

.

 
705SHの赤外線通信機

ただし、相手側の機器
よっては送受信できな

.通信中やメールの送受

は行えません。 

.直接日光があたってい

近くでは、これらの影

あります。

通話設定 通話を開始したときの通話方法を設定します。

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S マイデバイス設定 

S ハンズフリー通話設定

オブジェクト
プッシュ認証

データ送受信時に 認証を必要とするか どうかを設
定します。

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S マイデバイス設定 

S オブジェクトプッシュ認証

デバイス情報 705SHの Bluetooth ®機能の詳細を確認します。

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S マイデバイス設定

赤外線通信

赤外線通信をご利用

補足 X 正常に通信できな

ます。「赤外線通信

したあと、 B（ Y

認証

■「認証コード」は赤外

す。データ の一括送受

コードを入力する必要



  

、「カレンダー／予定リスト」として、ま

。

赤外線通信利用時のご注意 注意 X .ウェブやメデ ィアプレイヤーの利用中、メールやデータ

、赤外線通信でのデータ送受信は行えま

の内容によっては、 705SHに正しく登録

、一部登録できないことがあります。

タ

括 備考

１件データ送受信では、グループ設

定、着信音、バイブ設定、シークレッ

トの設定 内容は送受 信できま せん。

また、フォトに設定している画像に

よっては、設定が無効となることが

あります。

※ 1

１件 デー タ送 受 信で は、アラ ーム

音、シークレットの設定内容は送受

信できません。 705SHで設定できな

い開 始日 時が設 定さ れて いる デー

タを受信したときは、登録できませ

ん。

※ 1

１件 デー タ送 受 信で は、アラ ーム

音、シークレットの設定内容は送受

信できません。 705SHで設定できな

い期 限日 時が設 定さ れて いる デー

タを受信したときは、予定リストに

保存 した 日時が 期限 日時 とし て設

定されます。
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.受信側、送信側のボーダフォン携帯電話（ま たは赤外線通信

対応機器）を、 20cm以内に近づけます。このとき、両方の赤

外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。また、間に

物を置かないようにしてください。 

.データの送受信が終わるまで、お 互いの赤外線ポートが向き

合ったままにして動かさないでください。 

.赤外線ポートが汚れていると通信しにくくなります。汚れて

いるときは、傷 つかないように柔らかい布でふき取ってくだ

さい。

※ 1 一括データ送受信時は

とめて送受信されます

赤外線通信を利用してデータを送受信する

データの送受信方法

１件データ送受信

送信側からデータを１件ずつ送信します。

受信側では、自動的に該当する機能のデー

タとして追加します。

一括データ送受信 機能ごとのデータを一括で送受信します。

フォルダ単位受信 
705SH本体の データフォルダ内 へフォル

ダ単位でデータを受信します。（送信はで

きません。）

20cm以内

の編集中など は

せん。 

.受信したデータ

できなかったり

送受信できるデー

機能 １件 一

電話帳 ○ ○

カレンダー ○ ○

予定リスト ○ ○
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〜左記「送受信できるデータ」表内の

ト画面で行います。 
選び、 B（メニュー）を押す。 
 を押す。

ドレス１件送信」選択 S% 
選び、 %を押す。 

信の待機状態にする。  

。

設定され、送信が始まります。

のリスト画面に戻ります。

機能 １件 一括 備考 注意 X . 705SH には、カ レンダー と予定リス トを合わせ て最大 

できます。データ受信中、 300件に達する

ジが表示され、超過分は受信されません。 

データフォルダ内のデータは、１件デー

ます。た だし、「デ ジタルカ メラ」内の

データ送信だけ行えます。 

未送信ボックス内のメールは送受信でき

いサイズのメールは受信できません。  
きるメール は、下書き、テ ンプレート 、

、送信済みボック スを合わせて最大 500
信中に、 500件に達す ると確認メッセー

超過分は登録されません。 

ン携帯電話からメールを一括受信したと

種によっては、 705SHでスカイメールが 
込まれることがあります。

送受信する

L270_insatsu.book 11 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
※ 2 １件データ送信はできません。１件データ受信だけ可能です。

※ 3 １件データ受信はできますが、「その他ファイル」に不明ファイ

ルとして保存され、ブックマークやメ ールとしては利用できま

せん。

※ 4 一括デー タ送信を行 うと、迷惑メー ルフォルダ内 のメールは、

受信側の携帯 電話（ 705SHを除く）の迷惑 フォルダではなく、

通常の受信フォルダに登録され ます。また、メール通知は通常

のメールとして送信されますので、受 信後は続き受信などの操

作はできません。

※ 5 一括データ送信を行うと、宛先が複数ある SMSが受信側の携帯

電話（ 705SHを除く）で登録できなかったり、２件目以降のア

ドレスが欠落することがあります。

※ 6 705SH本体のデータフォルダ内へフォルダ単位での受信ができ

ます。

■送信側の操作 
.以下の操作は、 P.10-10

各機能のデータのリス

1送信するデータを

2「送信」を選び、%
電話帳送信時：「ア■

3「赤外線通信」を

4受信側をデータ受

5B（ Yes）を押す

オフラインモードに

送信完了後、各機能

テキストメモ ○※ 2 ○

ブックマーク ×※ 3 ○

受信ボックス ×※ 3 ○※ 4

送信済みボックス ×※ 3 ○

下書き ×※ 3 ○※ 5

データフォルダ ○ ○※ 6

コピー／転送不可ファイルは、送受

信 できま せん。また、「デジタ ルカ

メラ」内のファイルは１件データ送

信 だけ行え ます。（受 信はでき ませ

ん。）

300件まで保存

と確認メッセー

.メモリカード の

タ 送受信が 行え

ファイルは１件

.テンプレート や

ません。 

.

 

705SHで扱えな

. 705SHで登録で

未送信 ボックス

件です。一 括受

ジが表示され、

.他のボーダフ ォ

き、送信側の機

MMSとして読み

データを１件ずつ



  

■受信側の操作 

」を選び、 %を押す。  

。

設定されます。 
４ケタ）を入力し、 %を押す。 

び、 %を押す。 
信の待機状態にする。 

タ）を入力し、 %を押す。

送信完了後、データの種類選択画面に

（ Yes）／ A（ No）

選び、 %を押す。

態になります。 

からデータを送信してください。 
求されると、オフラインモードの

れる。  

。

設定されます。 
タ）を入力し、 %を押す。 

コードを入力してください。

データを一括送受信する

S 赤外線通信

S 赤外線通信 S On／ Off設定
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1「 On（５分）」を選び、 %を押す。
データ受信の待機状態になります。 

.５分以内に送信側からデータを送信してください。 
2 送信側から接続要求されると、オフラインモードの

確認画面が表示される。 
3

 

B（ Yes）を押す。

オフラインモードに設定されます。 
4 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示され

る。

受信の中止：■  A（キャンセル）

受信の強制終了：■  " 
5 受信したデータを登録するときは、 B（ Yes）を押

す。

登録しない：■  A（ No） SB（ Yes）

データフォルダ内に登録されるデータの受信時：「本体」／■

「メモリカード」選択 S%

■送信側の操作 

1「一括データ送信
2B（ Yes）を押す

オフラインモードに

3操作用暗証番号（

4データの種類を選

5受信側をデータ受

6認証コード（４ケ

送信が始まります。

戻ります。

電話帳選択時：■  B

■受信側の操作 

1「 On（５分）」を
データ受信の待機状

.５分以内に送信側

2送信側から接続要

確認画面が表示さ

3B（ Yes）を押す

オフラインモードに

4認証コード（４ケ

.送信側と同じ認証

メニュー X 外部接続 S 赤外線通信 S On／ Off設定

注意 X 受信動作は、待受画面以外では受け付けられません。また、

ダイヤル操作禁止設定中や誤動作防止設定中、ソフトウェ

ア更新中も、受け付けられません。

メニュー X 外部接続 

メニュー X 外部接続 



 

10-13

 

10
通
信
／
外
部
接
続 

5 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示さ

を送信できる機器からデータを受信

ォルダ内に登録します。  
単位でのデータ送信はできません。  
は、送信されてきたフォルダを送信側

る（または、同じ階層にすでに同名の

だけです。 

いては、送信する機器の取扱説明書を

選び、 %を押す。

態になります。 

からデータを送信してください。 
求されると、オフラインモードの

れる。  

。

設定され、受信が始まります。

面に戻ります。
あるとき： B（ Yes）／ A（ No）

キャンセル）

 "

フォルダ単位でデータを受信する

S 赤外線通信 S On／ Off設定
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れる。

受信の中止：■  A（キャンセル）

受信の強制終了：■  " 
6 追加登録する 

1「追加登録」を選び、 %を押す。
受信完了後、待受画面に戻ります。

受信の中止：■  A（キャンセル）

受信の強制終了：■  "

すべてのデータを消して登録する 
1「全件削除して登録」を選び、 %を押す。 
2

 
B（ Yes）を押す。 

3操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。
受信完了後、待受画面に戻ります。 

.電話帳を受信したときは、お客様の電話番号以外の

オーナー情報は消去されます。（オーナー情報が送

信されてきたときは、その内容が登録されます。）
受信の中止：■  A（キャンセル）

受信の強制終了：■  "

フォルダ単位でデータ

し、 705SHのデータフ
. 705SHでは、フォルダ

. 705SHで受信できるの

と同じ階層に作成でき

フォルダがある）とき

.送信側の操作方法につ

参照してください。 

1「 On（５分）」を
データ受信の待機状

.５分以内に送信側

2送信側から接続要

確認画面が表示さ

3B（ Yes）を押す

オフラインモードに

受信完了後、待受画
同名のフォルダが■

受信の中止：■  A（

受信の強制終了：■

メニュー X 外部接続 



  

いては、 P.2-16を参照してください。 

D自動

続するネットワーク選択 S%
動」選択 S% 
る必要はありません。特定のネットワー

定してください。

「挿入」選択 S%Sネットワーク選

されます。

加する 

選択 S%Sネットワーク選択 S%

%S「削除」選択 S%

定

ネットワークを選択します。

Sネットワーク設定（ f） S ネットワーク選択

ーク設定を「自動」に したときに、優先
されるネットワークを設定します。

Sネットワーク設定（ f） S ネットワーク選択 
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カードリーダモードにすれば、オプション品 の USBケーブ

ルで 接続し たパ ソコ ンか ら、 705SHのメモリカード内の

データを操作（読み書き）することができます。 

.カードリーダモードにするとオフラインモードに設定されま

す。 

.電池残量が不足しているときは、カードリーダモードにはで

きません。また、一時停止中の V アプリがあるときや音楽を

バックグラウンドで再生しているときも、カードリーダモー

ドにはできません。 

1「カードリーダモード」を選び、 %を押す。
オフラインモードの確認画面が表示されます。 
2

 

B（ Yes）を押す。
カードリーダモードになります。 
3

 

705SHとパソコンを USBケーブルで接続する。

パソコンから、 705SHのメモリカード内のデータが操作で

きるようになります。 

.すでに USBケーブルが接続されているときは、いったん

抜いたあとで接続し直してください。 
4 カードリーダモードを終了するときは、 A（キャン

セル）を押す。 
5

 

B（ Yes）を押す。 
.このあと、パソコンでハードウェアデバイスの取り外し

の操作を行い、 USBケーブルを抜きます。 

.「 3G／ GSM設定」につ

「手動」選択 S%S接

自動的に選択：「自■

.通常は、設定を変 更す

クに接続するときに設

ネットワークを追加する

挿入場所選択 S%S
択 S% 
.選んだ項目の上に挿入

ネットワークを末尾に追

%S「末尾に追加」

ネットワークを削除する

ネットワーク選択 S

カードリーダモード

メニュー X 外部接続

ネットワーク設

ネットワーク
選択

接続する

メニュー X 設定 

優先設定
ネット ワ
的に選択

メニュー X 設定 

S 優先設定
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整」選択 S%SB（ Yes）

ア」選択 S%

る 
証番号（４ケタ）入力 S%S「新規

選択 S%S「 SMSC アドレス」／

」選択 S%Sアドレス入力 S%S

ター番号）、 SM送信者アドレス（送信元）

力できます。

る 

証番号（４ケタ）入力 S%S番号

） S「削除」選択 S%SB（ Yes）

ネットワークの ネットワークを新規で追加したり、設定内容を変更
設定

ーク自動調整を手動で行います。

Sネットワーク設定（ f） S インターネット設定 

保持されている  ボーダフォンライブ ! の
のアドレスを消去します。

Sネットワーク設定（ f） S インターネット設定

リスト（ MMSなどの Pushデータ受信許可
を作成／削除します。

Sネットワーク設定（ f） S インターネット設定 

作成すると、メールが正しく受信できな

ます。
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ネットワークを追加する

「追 加」選択 S%S国コ ード 入力 S%Sネッ トワー ク

コード入力 S%S名前入力 S%S「ネットワークタイプ

選択」選択 S%Sネットワークタイプ選択 S% 
.ネットワークは最大５件まで、追加できます。 

.すでにネットワークを追加して いるときに「新規追加」を選び 
%を押す と、追加したネットワークの リストが表示されます。

このときは、再度 %を押したあと、上記の操作を行ってくださ

い。 

.国コード、ネットワークコードは、最大 ３ケタまで入力できま

す。また、名前は、最大半角 25文字（半角英数字だけ）まで入

力できます。

追加したネットワークの設定内容を変更する

追加したネットワーク選択 S%S「変更」選択 S%S設

定内容変更 

.設定方法は、上記「ネットワークを追 加する」の国コード入力

以降の操作と同様です。

追加したネットワークを削除する

追加したネットワーク選択 S%S「削除」選択 S%

「ネットワーク状態表示」選択 S%

「ネットワーク自動調

「 DNSキャッシュクリ

ホワイトリストを作成す

B（ Yes） S操作用暗

プロファイル入力」

「 SM送信者アドレス

A（保存） 
.

 

SMSCアドレス（セン

は、最大 20ケタまで入

ホワイトリストを削除す

B（ Yes） S操作用暗

選択 SB（メニュー

追加／変更／削除 します。また、追加したネットワークを削除します。

メニュー X 設定 S ネットワーク設定（ f） S ネットワーク選択 

S 新規追加

ネットワーク
状態表示

ネットワークの状態を確認します。

メニュー X 設定 S ネットワーク設定（ f）

インターネット
ネットワーク

自動調整
ネットワ

メニュー X 設定 

DNSキャッ
シュクリア 

705SHに
サーバー

メニュー X 設定 

ホワイトリスト
の作成／削除

ホワイト
リスト）

メニュー X 設定 

S ホワイトリスト

注意 X ホワイトリストを

くなることがあり
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URL選択 S%
■ URLの表示： B（メニュー） S「表示」選択 S%

■ URLの編集： B（メニュー） S「編集」選択 S%S URL編

集 S% 

, お買い上げ時に登録されている URLは編集できません。

■ URLの削除： URL選択 SB（メニュー） S「削除」選択 S%
SB（ Yes） 

, お買い上げ時に登録されている URLは削除できません。

■ URLの追加： URL未設定の番号選択 S%S URL入力 S% 

D

 

On（送信する）

「 On」（送信する）／「 Off」（送信しない）選択 S操作用

暗証番号（４ケタ）入力 S%

位置情報設定
位置情報 
URL設定

位置情報を送信する、地図 提供プロバイダの URL
を設定します。

メニュー X 設定 S ネットワーク設定（ f） S 位置情報設定 

S位置情報 URL設定

測位 On／ Off
設定 

Webサービスを利用するとき、現在の位置情報を
送信するかどうかを設定します。

メニュー X 設定 S ネットワーク設定（ f） S 位置情報設定 

S測位 On／ Off設定
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D月表示（１ヵ月） 

表示設定」選択 S%S表示方法選択  

レッド、土曜日：ブルー、その他：ブラック

 

休日設定」選択 S%S「曜日」選択 
S表示色選択 S%

ニュー） S「休日設定」選択 S%S
示色選択 S%
する：表示色選択時に「未設定」選択 S%

■月表示（１ヵ月表示）で利用できます。

リ選択 S%

表示設定 カレンダーを起動したときの画面表示を設定します。

S カレンダー

に表示される日付の色を設定できます。

S カレンダー

作でカレンダー にカテゴリ（マーク）を
とができます。

S カレンダー

録するときは、予定の編集を行ってくだ

6）
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.「月表示」（１ヵ月表示／２ヵ月表示）と「週表示」の２種類

のカレンダーを表示できます。 

.お買い上げ時には、「月表示」（１ヵ月）に設定されています。 

1「カレンダー」を選び、 %を押す。

今月のカレンダー（カ レンダー画面）

が表示されます。
日 付／時刻 未設定時：■  f（地域 選択） 
S%S日付／時刻入力 S%
カレン ダーの操作方法を表示：■  B（メ

ニュー） S「ヘルプ」選択 S% 
, カレンダ ー画面に戻 る：上記操作の

あと %

■カレンダー画面でできること

※ 1 ２ヵ月表示のときは、２ヵ月単位で切り替わります。

※ 2 １ヵ月表示のときだけ操作できます。 

B（メニュー） S「

S%

D日曜日：

曜日ごとの色を設定する

B（メニュー） S「

S%S曜日選択 S%

日付を指定して設定する

設定日選択 SB（メ

「当日」選択 S%S表

曜日指定と同じ色に■

日選択 S8Sカテゴ

カレンダー

カレンダーを表示する

メニュー X ツール

ボタン 月表示のとき 週表示のとき 

( 先月を表示※ 1 先週を表示 

# 翌月を表示※ 1 翌週を表示 

0 表示切替（１ヵ月→２ヵ月→１週間…） 

5 今日を表示 

8 簡易作成（カテゴリ入力）※ 2 − 

e 前の週／次の週選択※ 1 前の時間帯／次の時間帯選択 

f 日選択

カレンダー画面
（１ヵ月表示）

メニュー X ツール 

休日設定 カレンダー

メニュー X ツール 

簡易作成
（カテゴリ入力）

簡単な操
付けるこ

メニュー X ツール 

補足 X その他の項目を登

さい。（ AP.11-
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11112222 A（ OK）を押す。 
が表示されないと

す。

 AP.11-5    

、 %を押す。    

し、 %を押す。 
力できます。    

、 %を押す。    

し、 %を押す。 
力できます。

定： AP.11-5     

。

。

予定を登録する

予定をやりとりすると、相手機によって

情報などが異なることがあります。

っていない予定がある日は、待 受画面に

）または「 o」（アラームなし）が表示さ

最後の予定の時刻が過ぎると消えます。）

予定登録の画面
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カレンダーに予定を登録して管理できます。 

.カレンダーの予定は、予定リスト（ AP.11-7）の用件と合わ

せて、最大 300件まで登録できます。 

1 登録する日を選び、 %を押す。 
2「＜新規作成＞」を選び、 %を押す。 
3 件名を入力し、 %を押す。 

.

 

32文字以内で、必ず入力してください。 
4 開始日時を入力し、 %を押す。 

5「終了：」を選び、 %を押す。 
6 終了日時を入力し、 %を押す。 

7「カテゴリ：」を選び、 %を押す。 
8 カテゴリを選び、 %を押す。 

.アラームを設定しないときは、このあと操作 13 へ進み

ます。 
9「アラーム：」を選び、 %を押す。    

11110000「アラーム通知時間：」を選び、 %を押す。    

11111111「開始時刻」〜「１時間前」のいずれかを選び、 %を
押す。

アラーム日時を指定：「その他」選択■  S%Sアラーム通知日

時入力 S%
アラーム音／ムービー、鳴動時間の設定：■  AP.11-4〜 P.11-5     

.画面右下に「 OK」

きは、 $を押しま

繰り返しの設定：■

11113333「場所：」を選び
11114444 予定の場所を入力
.最大 16文字まで入

11115555「内容：」を選び
11116666 予定の内容を入力
.最大 128文字まで入

シークレットの設■

11117777 A（保存）を押す
予定が登録されます

メニュー X ツール S カレンダー

注意 X 他の機器との間で

は表示される日時

補足 X まだ設定時刻にな

「 n」（アラームあり

れます。（その日の



  

作 12のあとの予定登録の画面で行いま

の画面に戻りますので、予定の登録を

Dアラーム１

%S「アラーム音／ムービー：」選

選択 S%S「固定データ」選択 S%
%SA（ OK）

選択後 B（再生） 

中に B（停止）

ジックフォルダ内のデータを利用する

%S「アラーム音／ムービー：」選

選択 S%S「着うた・メロディ」／

択 S%Sアラ ーム音選択 S%S

択後 B（メニュー） S「再生」選択 S% 

中に $

%S「アラーム音／ムービー：」選

選択」選択 S%Sムービー選択 S%

択後 B（メニュー） S「再生」選択 S% 
中に $

アラーム設定の指定時刻になると 予定の各種設定

音の種類を設定します。

動作時にムービーを流します。
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アラーム設定の内容に従って、お知らせします。 

.アラーム設定を「予告アラームなし」に しているときは、何

も動作しません。 

.アラーム電源 On設定（ AP.9-13）を「 On」にしている場合

に、電源を切っている状態で設定時刻になったときは、自動

的に電源が入りアラームが動作します。 

.画面ピクチャー（ AP.9-3）を 設定しているときは、設定画

像が表示されます。また、画像付き SMAFファイルをアラーム
音に設定しているときは、 SMAFファイルの画像が優先して表

示されます。 

.以下の操作は、 P.11-3操

す。操作後、予定登録

完了してください。 

固定データを利用する

「アラーム：」選択 S
択 S%S「音選択」

Sアラーム音選択 S
再生：アラーム音■

,再生の停止：再生

着うた・メロディ／ミュー

「アラーム：」選択 S
択 S%S「音選択」

「ミュージック」 選

A（ OK）

再生：アラーム音選■

,再生の停止：再生

「アラーム：」選択 S
択 S%S「ムービー

SA（ OK）

再生：ムービー選■

,再生の停止：再生

アラーム音を停止する

■アラーム動作中に次の操作を行います。 
A（キャンセル）／ "／ $ 
.電源を切っている状態でアラームが動作したときは、上記操

作のあと電源 On／ Offの確認画面が表示されます。電源を入

れておくときは B（ Yes）、電源を切るときは A（ No）を押

してください。 

, 約 20秒間そのままにしておくと、自動的に電源が切れます。

登録した予定を確認する

■アラーム動作中に、登録した予定の確認をするとき（電源 Off

から動作したときを除く）は、次の操作を行います。 
%

補足 X .通話中や動画撮影中にアラー ム時刻になっても、アラー

ムは動作しません。このときは、通話や撮影終了後 "を

押すと、アラームが動作します。 

.アラーム動作中に着信があっ たときは、アラームの動作

は終了します。 "で通話終了後、待受画面に戻るとイン

フォメーションが表示されます。

アラーム音 アラーム

ムービー アラーム



 

11-5

 

11
ツ 
l

ル  

を選び、 %を押す。
認： B（メニュー） S「指定日付へ移動」

日」選択 S%S指定日入力 S%

： B（メニュー） S「指定日付へ移動」選

選択 S% 
押す。

： B（メニュー） S「送信」選択 S%S

 S%Sメール作成／送信（ AP.13-7操

きは、 $を押す。  

押す。 
び、 %を押す。 

 %を押す。 
力できます。

鳴動時間 アラームを何秒間鳴らすかを設定します。 予定を確認する

S カレンダー

の件数を確認する

の操作を行います。 
メモリ確認」選択 S%

S カレンダー

L270_insatsu.book 5 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
D15秒

「アラーム：」選択 S%S「鳴動時間：」選択 S%S時

間選択 S%SA（ OK）

時間を入力して設定：時間選択時に「その他」選択■  S%S
鳴動時間入力 S%SA（ OK） 

D１回のみ
１回だけの予定を登録する

「繰り返し：」選択 S%S「１回のみ」選択 S%
繰り返しの予定を登録する

「繰り返し：」選択 S%S「毎日」〜「毎年」選択 S%S
繰り返し回数（ 00〜 99）入力 S% 
.予定の日を 29〜 31日に設定して「毎月」を選んだときは、 29〜 

31日が存在しない月では、予定は設定されません。 

.「毎年」を選んだときは、繰り返し回数の指定はできません。 

.繰り返し 回数を「 00」に したときは、「期限なし」に設 定され

ます。 

D

 

Off

「シークレット設定：」選択 S%S「 On」選択 S% 
.シー クレッ トデー タを確 認する ときは、シ ークレ ットモ ード

（ AP.9-20）にしてください。 

.シ ーク レ ット 設定 を 解除 す ると き は、シー ク レッ ト モー ド

（ AP.9-20）にし たあと、予定の編 集（ AP.11-6）を 行いま

す。（上記操作の「 On」の代わりに「 Off」を選びます。） 

1予定を確認する日

日付を指定して確■

選択 S%S「指定

今日の予定を確認■

択 S%S「今日」

2予定を選び、 %を
予定をメール送信■

「メール添付」選択

作３以降） 
3確認を終了すると

1B（メニュー）を
2「件名検索」を選

3検索語を入力し、

.最大 32文字まで入

繰り返し設定
予定の繰り返し（１回のみ、毎日、毎週、毎月、毎
年）を設定します。

シークレット
設定

予定をシークレットデータに設定します。

メニュー X ツール 

予定

■上記操作１のあと、次

B（メニュー） S「

予定を検索する

メニュー X ツール 



  

4 予定を選び、 %を押す。 

する

日選択 SB（メニュー） S「削除」

選択 S%SB（ Yes） 

、「今週」は表示されません。

削除する

選択 SB（メニュー） S「削除」選

」選択 S%SB（ Yes） 

とき、「先週まで」は表示されません。

する

択 SB（メニュー） S「削除」選択 
 S%SB（ Yes） 

、「今月」は表示されません。

削除する

選択 SB（メニュー） S「削除」選

」選択 S%SB（ Yes） 

とき、「先月まで」は表示されません。

月選択 SB（メニュー） S「削除」

」選択 S%SB（ Yes） 

きは、「２ヵ月」は表示されません。

今週削除／ 週表示の とき、今週または先週ま での予定を削除

S カレンダー

とき、ひと月単位または 先月までの予定
ます。

S カレンダー

示のとき、表示中２ヵ月 分の予定を削除

S カレンダー
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1 予定を編集する日を選び、 %を押す。 
2 予定を選び、 B（メニュー）を押す。 

3「編集」を選び、 %を押す。 
4 編集する項目を選び、 %を押す。 

.編集方法は、登録時と同様です。 
5 編集が終われば、 A（保存）を押す。

指定した予定を１件ずつ削除する

予定を削除する日選択 S%S削除する予定選択 SB
（メニ ュー） S「削除」選択 S%S「１件」選択 S%S
B（ Yes）

指定した日の予定をすべて削除する

予定を削 除する日選択 SB（メニュー） S「削除」選択 
S%S「１日」選択 S%SB（ Yes）

今週の予定をすべて削除

予定を削除する週の

選択 S%S「今週」

.今週の予定がないとき

先週までの予定をすべて

予定を削除する翌週

択 S%S「先週まで

.先週までの予定がない

今月の予定をすべて削除

予定を削除する月選

S%S「今月」選択

.今月の予定がないとき

先月までの予定をすべて

予定を削除する翌月

択 S%S「先月まで

.先月までの予定がない

予定を削除する２ヵ

選択 S%S「２ヵ月

.２ヵ月の予定がないと

予定を編集する

メニュー X ツール S カレンダー

予定を削除する

１件削除／
１日削除

予定を１件ずつまたは１日単位で削除します。

メニュー X ツール S カレンダー

先週まで削除 します。

メニュー X ツール 

今月削除／
先月まで削除

月表示の
を削除し

メニュー X ツール 

２ヵ月削除
２ヵ月表
します。

メニュー X ツール 
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4「アラーム：」を選び、 %を押す。 

間：」を選び、 %を押す。 
１時間前」のいずれかを選び、 %

定：「その他」選択 S%Sアラーム通知日

ビー、鳴動時間の設定： AP.11-8〜 P.11-9  

。 
、 %を押す。 

を押す。 

力できます。

定： AP.11-9     

。

。

全件削除 すべての予定を削除します。

用件登録の画面
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B（メニュー） S「削除」選択 S%S「全件」選択 S%
S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%SB（ Yes）

期限の決まった予定（用件）を登録して管理できます。 

.終了（処理）した用件は、処理済チェックを付けて管理でき
ます。（ AP.11-9） 

.予定リストの用件は、カレンダーの予定（ AP.11-3）と合わ

せて、最大 300件まで登録できます。 

1「＜新規作成＞」を選び、 %を押す。 
2 件名を入力し、 %を押す。 

.

 

32文字以内で、必ず入力してください。 
3 期限日時を入力し、 %を押す。 

.アラームを設定しないときは、このあと操作８へ進み

ます。 

5「アラーム通知時
6「期限時刻」〜「

を押す。

アラーム日時を指■

時入力 S%
アラーム音／ムー■

7A（ OK）を押す

8「内容：」を選び

9内容を入力し、 %
.最大 128文字まで入

シークレットの設■

11110000 A（保存）を押す
用件が登録されます

メニュー X ツール S カレンダー

削除する予定に繰り返しの予定が含まれていると

■そ の他の予定も削除するかどうかの 確認画面が表示されます。

（全件削除を除く）

削除するときは、次の操作を行います。 
B（ Yes） 

, 削除しない： A（ No）

予定リスト

用件を登録する

メニュー X ツール S 予定リスト



  

作７のあとの用件登録の画面で行いま

の画面に戻りますので、用件の登録を

Dアラーム１

%S「アラーム音／ムービー：」選

選択 S%S「固定データ」選択 S%
%SA（ OK）

選択後 B（再生） 

中に B（停止）

ジックフォルダ内のデータを利用する

%S「アラーム音／ムービー：」選

選択 S%S「着うた・メロディ」／

択 S%Sアラ ーム音選択 S%S

択後 B（メニュー） S「再生」選択 S% 

中に $

%S「アラーム音／ムービー：」選

選択」選択 S%Sムービー選択 S%

択後 B（メニュー） S「再生」選択 S% 
中に $

アラーム設定の指定時刻になると 用件の各種設定

音の種類を設定します。

動作時にムービーを流します。
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アラーム設定の内容に従って、お知らせします。 

.アラーム設定を「予告アラームなし」に しているときは、何

も動作しません。 

.アラーム電源 On設定（ AP.9-13）を「 On」にしている場合

に、電源を切っている状態で設定時刻になったときは、自動

的に電源が入りアラームが動作します。 

.画面ピクチャー（ AP.9-3）を 設定しているときは、設定画

像が表示されます。また、ムービーや画像付き SMAFファイル

をアラーム音に設定しているときは、ムービーや SMAFファイ

ルの画像が優先して表示されます。 

.以下の操作は、 P.11-7操

す。操作後、用件登録

完了してください。 

固定データを利用する

「アラーム：」選択 S
択 S%S「音選択」

Sアラーム音選択 S
再生：アラーム音■

,再生の停止：再生

着うた・メロディ／ミュー

「アラーム：」選択 S
択 S%S「音選択」

「ミュージック」 選

A（ OK）

再生：アラーム音選■

,再生の停止：再生

「アラーム：」選択 S
択 S%S「ムービー

SA（ OK）

再生：ムービー選■

,再生の停止：再生

アラーム音を停止する

■アラーム動作中に次の操作を行います。 
A（キャンセル）／ "／ $ 
.電源を切っている状態でアラームが動作したときは、上記操

作のあと電源 On／ Offの確認画面が表示されます。電源を入

れておくときは B（ Yes）、電源を切るときは A（ No）を押

してください。 

, 約 20秒間そのままにしておくと、自動的に電源が切れます。

登録した用件を確認する

■ア ラーム動作中に、登録した用件 の確認をするとき（電源 Off

から動作したときを除く）は、次の操作を行います。 
%

補足 X .通話中や動画撮影中にアラー ム時刻になっても、アラー

ムは動作しません。このときは、通話や撮影終了後 "を

押すと、アラームが動作します。 

.アラーム動作中に着信があっ たときは、アラームの動作

は終了します。 "で通話終了後、待受画面に戻るとイン

フォメーションが表示されます。

アラーム音 アラーム

ムービー アラーム
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メニュー）を押す。 
び、 %を押す。 
 %を押す。 
力できます。 
押す。 

メニュー）を押す。 
 を押す。 

び、 %を押す。 
時と同様です。 
 A（保存）を押す。

鳴動時間 アラームを何秒間鳴らすかを設定します。 終了した用件にチェックを入れる

ク「 2」を入れ、管理することができま

、次の操作を行います。

選択 S%S% 

件（「 2」表示）選択 S%S%

の件数を確認する

作を行います。 
メモリ確認」選択 S%

S 予定リスト

S 予定リスト
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D15秒

「アラーム：」選択 S%S「鳴動時間：」選択 S%S時

間選択 S%SA（ OK）

時間を入力して設定：時間選択時に「その他」選択■  S%S
鳴動時間入力 S%SA（ OK） 

D

 

Off

「シークレット設定：」選択 S%S「 On」選択 S% 
.シー クレッ トデー タを確 認する ときは、シ ークレ ットモ ード

（ AP.9-20）を「表示する」にしてください。 
.シ ーク レ ット 設定 を 解除 す ると き は、シー ク レッ ト モー ド
（ AP.9-20）を「表示する」にしたあと、用件の編集（ A右

記）を行います。（上記操作の「 On」の代わりに「 Off」を選び

ます。） 

1「予定リスト」を選び、 %を押す。

処 理済（チェッ ク済）の用件 を確認：■  

fで「 <」（処理済）選択

未 処理（未チェ ック）の用件 を確認：■  

fで「 >」（未処理）選択 
2 用件を選び、 %を押す。

予定をメ ール送信：■  B（メニュー） S
「送信」選択 S%S「メ ール添付」選

択 S%Sメール作成／送信（ AP.13-7操作３以降） 
3 確認を終了するときは、 $を押す。 

1用件を選び、 B（

2「件名検索」を選
3検索語を入力し、

.最大 32文字まで入

4用件を選び、 %を

1用件を選び、 B（

2「編集」を選び、%
3編集する項目を選

.編集方法は、登録

4編集が終われば、

シークレット
設定

用件をシークレットデータに設定します。

用件を確認する

メニュー X ツール

■終了した用件にチェッ

す。左記操作１のあと

用件（「 1」表示）

,チェックの解除：用

用件

■左記操作１で、次の操

B（メニュー） S「

用件を検索する

メニュー X ツール 

用件を編集する

メニュー X ツール 



  

を鳴らしお知らせします。 

曜日にだけアラームを鳴らすことがで

まで登録できます。 

−」表示）を選び、 %を押す。 
入力し、 %を押

定： AP.11-12 
び、 %を押す。 

らす 

び、 %を押す。

ラームを鳴らす 

選び、 %を押す。
選択： B（メニュー） S「全選択」選択 

 4へ 
 %を押す。

れ、「 2」が表示されます。 

れている曜日を選び、 %を押すと、指

ます。 

返し、必要な曜日を指定する。 

ば、 A（ OK）を押す。

を鳴らす 

を選び、 %を押す。

用件を削除する

S アラーム

アラーム登録の画面
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削除する用件選択 SB（メニュー） S「削除」選択 S%S

「１件」選択 S%SB（ Yes）

すべての用件を削除する 
B（メニュー） S「削除」選択 S%S「全件」選択 S%S
操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%SB（ Yes）

処理済の用件をすべて削除する 
B（メニュー） S「削除」選択 S%S「処理済」選択 S
%SB（ Yes） 

.処理済の用件がないとき、「処理済」は表示されません。

指定した時刻にアラーム

.毎日または、指定した

きます。 

.アラームは、最大５件

1登録場所（「−−：−

2アラームの時刻を

す。

アラームの各種設■

3「リピート：」を選
4 毎日アラームを鳴

1「毎日」を選

指定した曜日にア

1「曜日指定」を
曜日をすべて■

S%S操作

2曜日を選び、
曜日が指定さ

.すでに指定さ

定が解除され

3操作2をくり

4指定が終われ

一回だけアラーム

1「１回のみ」

１件削除 用件を１件ずつ削除します。

メニュー X ツール S 予定リスト

全件削除／
処理済削除

すべての用件、また は処理済のすべての 用件を削
除します。

メニュー X ツール S 予定リスト

アラーム

アラームを設定する

メニュー X ツール 
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5

 

A（保存）を押す。
スヌーズ（ AP.11-12）を設定すると

で、くり返しアラームが鳴ります。

画面で別のアラームの設定時刻になった

ムが動作します。 

、電話を受ける ことができます。（電源

アラームが動作したときは、電話は受け

と、スヌーズ待機状態に戻ります。 

前に別 のアラー ムの設定 時刻にな った

ムは動作しません。スヌーズ解除後に別

ます。

きは、アラーム動作中に次の操作を行い

 "／ $SB（ Yes） 

分経過すると、スヌーズは自動的に解除

影中にアラーム指定時刻になっても、ア

ません。このときは、通話や撮影終了後 

ームが動作します。 

定中の音量は、マナーモードの設定内容

買い上げ時は「サイレント」） 

アラームを同 じ時刻に設定し ているとき

ラームが動作します。  
定（ AP.9-18）を「 On」にしている場

音／ムービー」を「固定データ」以外に

源 Off状態から起動するアラームの鳴動

１」となります。 

したあとで電池パックを取り外すと、電

でアラ ームが 動作し ない ことが ありま

いったん電源を入れたあと、電源を切っ
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アラームが設定されます。 

.続けて他の時刻にアラームを設定するときは、 P.11-10操

作１からくり返します。 
6 終了するときは、 "を押す。

待受画面に戻り、「 k」が表示されます。

アラーム設定 の内容に従って、ア ラーム音やバイブ レータ

でお知らせします。 
.アラーム電源 On設定（ AP.9-13）を「 On」にしている場合

に、電源を切っている状態で設定時刻になったときは、自動

的に電源が入りアラームが動作します。ただし、完 全に電源

が切れていない状態では、アラーム設定時刻になっても、ア

ラームは動作しません。完全に電源が切れてから、２分以内

にアラームは動作します。 

.画面ピクチャー（ AP.9-3）を 設定しているときは、設定し

ている画像が表示されます。また、ムービーや画像付き SMAF
ファイルをアラーム音に設定しているときは、ム ービーや 
SMAFファイルの画像が優先して表示されます。

アラームの設定時刻になると

アラーム音を停止する

■アラーム動作中に次の操作を行います。 
A（キャンセル）／ "／ $ 
.電源を切っている状態でアラームが動作したときは、上記操

作のあと電源 On／ Offの確認画面が表示されます。電源を入

れておくときは B（ Yes）、電源を切るときは A（ No）を押

してください。 

, 約 20秒間そのままにしておくと、自動的に電源が切れます。

■設定したスヌーズ間隔

（スヌーズ待機状態） 

. 電源 On／ Offの確認

ときは、別のアラー

. 着信があったと きは

を切っている状態で

られません。）

通話終了後 "を押す

. スヌーズ を解除す る

ときは、別のアラー

のアラームが動作し

■スヌーズを解除すると

ます。 
A（キャンセル）／

. スヌーズ開始から 60
されます。

補足 X .通話中や動画 撮

ラームは動 作し

"を押すとアラ

.マナーモード 設

に従います。（お

.自動 電源 On と

は、起動後にア

. PIN On／ Off設

合に、「アラーム

しているとき、電

音は「アラーム

.アラーム設定 を

源 を切っ た状態

す。このときは、

てください。



  

D音量５

択 S%Sg（音量調節） S% 
は、設定している音量とは異なる音量で

あります。（ AP.9-9） 

D

 

On

S「 On」／「音 連動」／「 Off」選択  

しくは、「バイブ」（ AP.9-10）を参照し

D10秒

%S時間選択 S%
定するとき：時間選択時に「その他」選択 

力 S%

アラームの各種設定 アラーム音量 アラーム音の音量を調節します。

ションでのアラーム鳴動

」／「音量５」／「ステップトーン」に

２（「ステップトーン」のときは音量２

定した音量にかかわらず、音量１以下で

イスメモ再生中、再生終了後３秒以内 

ータでお知らせするか どうかを設定しま

を何秒間鳴らすかを設定します。
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.以下の操作は、 P.11-10操作２のあとのアラ−ム登録の画面で

行います。操作後、アラーム登録の画面に戻りますので、ア

ラームの登録を完了してください。 

Dアラーム１

固定データを利用する

「アラ ーム音 ／ムービ ー：」選択 S%S「音選 択」選択 
S%S「固定データ」選択 S%Sアラーム音選択 S%

再生：アラーム音選択後■  B（再生） 

, 再生の停止：再生中に B（停止）

着うた・メロディ／ミュージックフォルダ内のデータを利用する

「アラーム音／ムービー：」選択 S%S「音選択」選択 S
%S「着うた・メロディ」／「ミュージック」選択 S%
Sアラーム音選択 S%

再生：アラーム音選択後■  B（メニュー ） S「再生」選択 S% 

, 再生の停止：再生中に $

「アラーム音／ムービー：」選択 S%S「ムービー選択」

選択 S%Sムービー選択 S%
再生：ムービー選択後■  B（メニュー） S「再生」選択 S% 

, 再生の停止：再生中に $ 

D５分毎

「ス ヌー ズ設定 ：」 選択 S%Sくり返す 間隔 選択 S%
間隔を入力して設定するとき：間隔選択時に「その他」選択■  
S%S間隔入力 S% 

「アラーム音量：」選

.オープンポジ ションで

アラームが鳴ることが

「バイブ：」選択 S%
S%
.「音連動」について詳

てください。  

「鳴動時間：」選択 S
時間を入力して設■

S%S鳴動時間入

アラーム音 アラーム音の種類を設定します。

ムービー アラーム動作時にムービーを流します。

スヌーズ設定
アラーム動作後、一 定の間隔でアラーム をくり返
し鳴らします。

オープンポジ

■「音量３」／「音量４

設定していても、音量

が最大）で鳴ります。

■次の状態のときは、設

鳴ります。 

,簡易留守録用件／ボ

,通話終了後３秒以内

バイブ
バイブレ
す。

鳴動時間 アラーム
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電源を入れることができます。 

ff」に設定されています。 

を押す。
：「 Off」選択 S%（操作完了） 
び、 %を押す。 

刻を入力し、 %を押す。

アラームを解除する／再設定する

S 自動電源 On  S On／ Off設定

アラー ム動作中 のスヌ ーズを解 除する

nの設定時刻になっても、動作しません。

後、また はスヌ ーズ解除 後に動 作しま

n」にしたあとで電池パックを取り外す

が入らないことがあります。このときは、

れたあと、電源を切ってください。
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アラ ーム選択 SB（メニュ ー） S「アラーム Off」選択 
S%

 

.アラームが解除され、「 k」が消えます。 

.解除しても登録内容は消えません。同 じ内容でアラームを動作

させるときは、アラームの再設定を行ってください。

アラ ーム選択 SB（メニュ ー） S「アラーム On」選 択 

S%
一部を変更して再設定するとき：アラーム選択■  S%S設定

編集 

, 編集方法は、登録時と同様です。

アラーム選択 SB（メニュー） S「削除」選択 S%SB
（ Yes）

「全件削除」選択 S%SB（ Yes）

設定した時刻に自動的に

.お買い上げ時には、「 O

1「 On」を選び、 %
自動電源■  Onの解除

2「時刻設定」を選

3自動電源 Onの時

アラーム解除 設定したアラームを解除します。

メニュー X ツール S アラーム

アラーム
再設定

解除したアラームを同じ内容で再設定します。
また、一部を変更して設定もできます。

メニュー X ツール S アラーム

アラームを削除する

１件削除 アラームを１件ずつ削除します。

メニュー X ツール S アラーム

全件削除 すべてのアラームを削除します。

メニュー X ツール S アラーム

自動電源 On

メニュー X ツール 

注意 X アラーム 動作中 や

前は、自動電源 O
アラー ム動作終 了

す。

補足 X 自動電源 Onを「 O

と、自動的に電源

いったん電源を入



  

び、 %を押す。

世界時計を表示する

市は変更できます。（ AP.9-13） 

時計 を表示 する ときは、時 計／ カレン

界時計（大）／（小）」、「世界時計＋１ヵ

いずれかにしてください。（ AP.9-4）

普段お使いの都市

世界時計の都市
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普段お 使い の都市［日 時設定（ AP.9-12）で設 定し た都

市］の日時と共に、あ らかじめ指定 した世界各国の 都市の

日時を表示できます。 

.

 
705SH には、あらかじめ世界各国の都市の時刻情報が登録さ

れています。普 段お使いの都市の時刻との時差と都市名を入

力して、追加することもできます。 

.世界時計は、待受画面に表示することもできます。

（時計／カレンダー設定： AP.9-4） 

.お買い上げ時、世界時計の都市（タイムゾーン設定）は、「東

京」に設定されています。 

.サマータイムを設定すると、設定した世界各国の都市の時刻

が、１時間進んだ状態で表示されます。 

1

 

%を押す。 
2 世界時計の都市を設定する 

1「タイムゾーン設定」を選び、 %を押す。 

2

 
fで都市を選び、 %を押す。

都市の追加：■  B（オリジナル） S都市名（最大 16文字）

入力 S%Se（＋／−） SdS時差入力 S%

サマータイムを設定する 

1「サマータイム設定」を選び、 %を押す。 

2「 On」を選び、 %を押す。
サマータイム設定の解除：「■  Off」選択 S% 

1「世界時計」を選

世界時計

世界時計を設定する

メニュー X ツール S 世界時計

メニュー X ツール

補足 X .普段お使いの都

.待 受画面 に世 界

ダー設定を、「世

月／２ヵ月」の



 

11-15

 

11
ツ 
l

ル 

通貨を換算する

トを設定するときは、簡易電卓の画面で

 
換算」選択 S%S「レート設定」選

貨」／「海外通貨」選択 S%S換算

どちらも「１」に設定されています。

換算するときは、数字を入力したあ と、

 
換算」選択 S%S「国内通貨に換

換算」選択 S% 
いる換算レートに従って換算されます。

あったときは、入力した数値や計算結果

（保護）されています。通話などを終わ

の画面に戻ります。 

メ モリ内 容を 消去し てから 始めて くだ

た数値は、簡易電卓を終了しても消去さ

を切ると消去されます。
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12ケタまでの四則演算やパーセント計算が行えます。 

.国内通貨と海外通貨の換算も行えます。 

1「簡易電卓」を選び、 %を押す。

簡易電卓の画面が表示されます。 

.待受画面で数字を入力し &を押し

ても、簡易電卓を呼び出せます。 

.ダイヤルボタンで数字を入力し、下

表の各ボタンを使って計算します。

計算結果 のコピー：計算結果表示中に■  
B（メニュー） S「コピー」選択 S%

※ 1 計算結果が「０」のときは、操作できません。

※ 2 B（メ ニュー）を押し たあと、メニュ ー項目か ら選択

してください。 
2 簡易電卓を終了するときは、 "を押す。

簡易電卓

メニュー X ツール

＋（足す） c CM（クリアメモリ） &

ー（引く） d RM（メモリ呼出） !

×（掛ける） a M＋（メモリ加算）      A※ 1

÷（割る） b .（小数点） (

＝（イコール） % ＋ /−（符号反転） # 

C・ CE（クリア） $ ％（パーセント）      B※ 2

■国内と海外の換算レー

次の操作を行います。

B（メニュー） S「

択 S%S「国内通

レート入力 S% 
. お買い上げ時には、

■国内通貨と海外通貨を

次の操作を行います。

B（メニュー） S「

算」／「海外通貨に

. あらかじめ設定して

補足 X .計算中に着信 が

は一時的に 記憶

ると、簡易電卓

.メ モリ計 算は、

さい。 

.メモリに記憶 し

れません。電源



  

ー」を選び、 %

（メニュー） S「録

S「メール添付」／

 S%
P.11-17 

 
音する 

ときは、 %を押す。 

が経過したときは、自動的に終了します。
「再生」選択 S% 

停止：再生中に % 
： $

し： $S操作２からやり直す

ルに 添 付し て送 信：「メ ー ル送 信」選択 

ル作成／送信（ AP.13-7操作３以降） 

画面表示時：保存先選択 S% 

は、「保存」を選び、 %を押す。
が 705SH またはメモリカードに保存さ

面表示時：保存先選択 S%

音する 

ときは、 %を押す。
がメモリカードに保存されます。

音声を録音する
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705SHのマイクを利用して、音声を録音します。 

.録音できる内容と録音した音声の保存先は、次のとおりです。

※ 1 あらかじめ保存先を設定できます。（保存時に選択するように

設定することもできま す。保存時に選択するよう に設定した

ときは、必ずメモリカードを取り付けておいてください。）

※ 2 必ずメモリカードを取り付けておいてください。 

.お買い上げ時には、「メール添付」に設定されています。 

.ご利用の前に、電池残量をご確認ください。電池残量が不足

しているときは録音できません。（ボイスレコーダーは起動で

きません。）

また、長時間録音で録音中に電池残量が不足すると、録音は

中止されます。 

.通話中の音声は録音できません。 

.外部マイクとして利用できないプラグなどを接続すると、正

しく録音できないことがあります。 

1「ボイスレコーダ
を押す。

録音時間の変更：■  B
音時間」選択 S%

「長時間録音」選択

保存先の変更：■  A 
2%を押す。

録音が始まります。

3「メール添付」で録
1録音を止める
.録音可能時間

音声の再生：■

, 再生の一時

, 再生を終了

録音のやり直■

音 声を メー■

S%Sメー

, 保存先選択

2保存するとき
録音した音声

れます。

保存先選択画■

「長時間録音」で録

1録音を止める
録音した音声

ボイスレコーダー

内容 保存先

メール添付

１件につき、最長約３ 分録音で

きます。録音した 音声は、メー

ルに添付して送信できます。 

705SHまたは

メモリカード※ 1

長時間録音 最長約 10時間録音できます。 メモリカード※ 2

音声録音時のご注意

メニュー X ツール
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D本体 

保存先設定」選択 S%S「本体」／

毎回確認」選択 S% 
保存のたびに保存先の選択画面が表示さ

注意 X .録音中は、 705SHに衝撃を与えないでください。雑音や
音声を削除する

の操作を行います。

ュー） S「削除」選択 S%S

メールなどの着信があると

や、アラー ムの設定 時刻になっ たとき

。

きは、再生は継続したまま、メールが届

ます。

定

付」で録音するときの音声の保存先を設
。

S ボイスレコーダー
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.再生音は、 705SHのスピーカーから聞こえます。 

.イヤホンマイクなどを利用して聞くこともできます。 

1

 

B（メニュー）を押す。 
2「着うた・メロディ」を選び、 %

を押す。

■ 705SH／メモリカードの切替： B（メ

ニュー） S「本体へ切替」／「メモリ

カードへ切替」選択 S% 
3 音声を選び、 %を押す。

再生が始まります。
音量の調節：■  a（上げる）／ b（下げる） 

B（メニュー） S「

「メモリカード」／「
.「毎回確認」を選ぶと、

れるようになります。

音とびの原因となります。 

.メモリカードに音声ファイルが大 量に保存されていると

きは、録音開始までにしばらく時 間がかかることがあり

ます。

補足 X .録音中にアラーム時刻になっても アラームは動作しませ

ん。このときは、録音終了後ボイス レコーダーを終了す

ると、アラームが動作します。 

.メール作成画面からボイスレコー ダーを起動して録音し

たり、録音した音声をメールに添付して送信できます。

（ AP.13-10）

音声を再生する

メニュー X ツール S ボイスレコーダー

■左記操作２のあと、次

音声選択 SB（メニ

B（ Yes）

再生中に電話／

■電話着信 があった とき

は、再生は停止します

■メール着信があったと

いたことをお知らせし

音声録音に関する設

保存先設定
「メール添
定します

メニュー X ツール 



  

ドを画面中央に

P.1-7q）を接写

り替えてください。 

0cm 離してくださ

（明るさ選択）

： B（メニュー） S
択 S%S「 On」／

： 0 

操作のあと %  

りが始まります。 

きは、 705SHをゆっくりと動かして被

えてください。
 A（キャンセル） S操作１からやり直す 
ると、認識完了

り結果が表示さ

用した各操作： 

-20

し：読み取り 結果表

es） S操作１からや

メニュー X ツール S バーコード／ OCR S バーコードリーダー
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印刷さ れたバ ーコード をカメ ラで撮 影して読 み取っ たり、

ウェブなどで入 手したバーコー ドの画像ファイル を直接読

み取れます。 

.バーコード（ JANコード）または QRコードを自動的に判別し、

読み取ることができます。 

.バーコード（ JANコード）は最大 50回まで、 QRコードは最大 
16回まで連続して読み取ることができます。（連続モード）

ただし、データ内容やデータサイズによっては、連 続して読

み取れないことがあります。 

.ズームは利用できません。 

1読み取るバーコー

表示する。 

.接写スイッチ（ A 

モード「 n」に切

.被写体とは、約 1
い。

明るさの調整：■  f
連続モードの設定■

「連続読み取り」選

「 Off」選択 S%
操作ガイドの表示■

,確認の終了：上記

2%を押す。
バーコードの読み取

.読み取りにくいと

写体との距離を変
読み取りの中止：■

3読み取りが終了す

音が鳴り、読み取

れる。

読み取り結果を利■

AP.11-19〜 P.11

読み取りのやり直■

示中に $SB（ Y
り直す

バーコード読み取り

注意 X .バーコードが汚れていたり、か すれていたり、薄いとき

などは、読み取れないことがあります。 

.室内 などで バー コード を読み 取る 場合に、体 の一 部や 

705SHの影がバーコードにかかっているときは、読み取

れないことがあります。 

.画面内に複数のバーコードを 表示すると、読み取れない

ことがあります。

補足 X . JAN コードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせ

た一 次元コ ードの 種類 です。 JAN コー ド以外 の一 次元

バー コード（ ITFコ ード、 Code39、 Codabar/NW-7 な

ど）は、読み取ることができません。 

.

 
QR コードとは縦 横に情報を持っ た二次元コードの 種類

です。
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■読み取り結果を利用した各操作

 TEL: *」のときに利用できます。

以上 32 ケタ以下の数字の文字列について

扱いとなります。

 * @ *」のときに利用できます。

 http:// *」、「 rtsp:// *」のときに利用でき

を示します。

連続モードでの読み取り後の操作
L:」の付いている番号※ 2選択 S%S電話

入力画面 S!

の含まれて いる E-mailアドレス選 択 S

メール作成／送信（ AP.13-8操作５以

メニュー） S「メール本文へ貼付」選択 
S%Sメール作成／送信（ AP.13-7操

以降） 

み取り結果の 一部を利用する：貼り付け

字列表示中に B（切取） S切り出す最初

文 字選択 S%S切 り出す 最後の 文字選

 %

:」の付いている番号※ 2／「＠」の含まれ

る E-mail アドレ ス選択 SB（メニュー） 

電話帳登録」選択 S%S「新規作成」選

%S P.4-4操作２以降

に「 http://」、「 rtsp://」の付いている URL
 S%S情報画面表示

／メロディ選択 SB（メニュー） S「保

選択    SSSS %
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※ 1 含まれている文字が「

※ 2 ０から始まる 10 ケタ

も、「 TEL:」と同様の

※ 3 含まれている文字が「

※ 4 含まれて いる文字が「

ます。 

.「 *」は英数字１文字以上

■読み取りが終了すると、連続して読み取るかどうかの確認画面

が表示されます。 

.連続して読み取るとき 
B（ Yes） S次のバーコードを画面中央に表示 S% 
.読み取りを終了するとき 
A（ No） S読み取り結果表示

分割されているバーコード読み取り後の操作

■読み取りが終了すると、次のバーコードを読み取るかどうかの

確認画面が表示されます。 

.読み取るとき 
B（ Yes） S次のバーコードを画面中央に表示 S% 
.読み取りを中止するとき 
A（ No） SB（ Yes）

■分割個数分のバーコードをすべて読み込まないと、表示／保存

できません。

■読み取り中は、分割されている個数と、読み取り済の個数が画

面１行目に表示されます。（例： g…４分割の１個目）

電話をかける※ 1 「 TE
番号

メール送信する※ 3
「＠」

%S
降）

メール本文に

貼り付ける 

B（

S%
作３

, 読

文

の

択S

電話帳に

登録する※ 1※ 3

「 TEL
てい

S「

択 S

インターネットに

接続する※ 4
先頭

選択

データフォルダに

保存する（画像／

メロディ）

画像

存」



  

ニュー） S「読み取り」選択 S%S
」選択 S%Sバーコードを画面中

部を利用する ：読み取り結果 表示中に B
最初の文字選択 S%S切り出す最後の文

B（メニュー） S「読み取りデータ登録」選 注意 X 先頭に「 TEL:」の付いている電話番号（０から始まる 10ケ

の数字の文字列についても同様）、「＠」

 E-mail ア ド レ ス、先 頭 に「 http://」や

いる URLがないときは、それらを利用し

せん。

RY:」や「 MAILTO:」が含まれているとき

）やメール（「 MAILTO:」）用の項目と

 

、表示されている内容を電話帳登録画面

まとめて入力することができます。まと

には破線のアンダ ーラインが付きま す。

に規定以 外の文字があっ たときは、そ

アンダーラインは付きません。）

中にバーコードを読 み取り、読み取り結
ソル位置に挿入します。

入力中のバーコード読み取り／文字読み

。 

中  
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※ 1 含まれている文字が「 TEL: *」のときに利用できます。

※ 2 ０から始まる 10 ケタ以上 32 ケタ以下の数字の文字列について

も、「 TEL:」と同様の扱いとなります。

※ 3 含まれている文字が「 * @ *」のときに利用できます。

※ 4 含まれている文字が 「 http:// *」、「 rtsp:// *」のとき に利用でき

ます。 

.「 *」は英数字１文字以上を示します。

文字入力画面で B（メ

「バーコード読み取り

央に表示 S%S%
読み取り結果の 一■

（切取） S切り出す

字選択 S%

登録する 

択 S% 
. 最大 10件まで登録できます。 

. 登録したデータは、「読み取りデータ確認」

（ AP.11-21）で確認できます。

画面ピクチャーに

登録する

画像選択    SSSS B（メニュー）    SSSS「画面ピクチャ ー

登録」 選択 S%S表 示場面 選択 S%S%

コピー

する

文字 
B（メニ ュー）    SSSS「コピー」選 択 S%Sコ

ピーす る最初の文 字選択 S%Sコピー する

最後の文字選択 S% 

URL※ 4
先頭に「 http://」、「 rtsp://」の付いている URL
選択    SSSS B（メニュー）    SSSS「 URLコピー」選択 

S%

 

E-mailアド

レス※ 3
「 @」の含まれている E-mailアドレス選択    SSSS B
（メニュー）    SSSS「アドレスコピー」選択 S%

電話番号
※ 1

「 TEL：」の付いて いる番号選択※ 2    SSSS B（メ

ニュー）    SSSS「電話番号コピー」選択 S%

壁紙に登録する
画像選択    SSSS B（メニュー）    SSSS「壁紙登録」選

択 S%S表示方法選択 S%S%

画像／メロディを

表示／再生する
画像／メロディ選択 S%

ファイルの詳細情

報を表示する

画像／メロディ選択    SSSS B（メニュー）    SSSS「プ

ロパティ」選択 S%

タ以上 32ケタ以下

が含 ま れ て い る

「 rtsp://」の付いて

た各操作は行えま

読み取り結果に「 MEMO

■電話帳（「 MEMORY:」

内容が表示されます。

. このあと %を押すと

やメール送信画面に

めて入力できるもの

（ただし、文字 列の中

の文字以降は破線の

文字入力中の
読み取り

文字入力
果をカー

注意 X 次のときは、文字

取りはできません

.通話中 

.電子ブック使用

. Vアプリ起動中
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したテキスト、データフォルダ内の

トメモを利用して、 QRコードを作

できる文字数の目安は、数字だけを入

英数字を入力したときは 311文字、漢

は 131文字となります。 

自動的に分割 QRコードが表示されま

 705SHのデータフォルダのピクチャー

。登録後は、データフォルダの操作で

-4）

成された QRコード表示 S%  

名、ヨミ、 電話番号、 E-mail アドレ ス、

の他の項目は含まれません。

作成された QRコード表示 S%

バーコードファイル データフォルダ内 のバーコードファイ ルを直接読

電話帳を利用して、 QRコードを作成しま

S バーコード／ OCR S QRコード作成 

を入力して、 QRコードを作成します。

S バーコード／ OCR S QRコード作成 
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バーコードファイル選択 S%
分割バーコード読み取り時：■  B（ Yes） 

, 読み取り中止： A（ No） SB（ Yes）

自動読み取り失敗時：■  %S次のバーコードファイル選択 S%

読み取りデータ選択 S%
読み 取りデータの情 報確認：読み取りデ ータ選択■  SB（メ

ニュー） S「プロパティ」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと %

読み取りデータの削除：読み取りデータ選択■  SB（メニュー ） 
S「削除」選択 S%SB（ Yes） 

.表示した読み取り結果を、再び登録することはできません。 

.表示サイズが大きすぎると表示 されません。また、ファイルに

よっては表示できないことがあります。 

705SH の電話帳、入力

メロディ／画像／テキス

成できます。 

.１つの QRコードに登録

力したときは 513文字、

字だけを入力したとき

.情報量が多いときは、

す。（ 16分割まで） 

.作成した QRコードは、

フォルダに登録されます

確認できます。（ AP.8

電話帳選択 S%S作
. QR コードには 、姓、

メモが含まれます。そ

テキスト入力 S%S

の読み取り み取ります。

メニュー X ツール S バーコード／ OCR S データフォルダ

注意 X .サイズを変更したバーコード は、読み取れないことがあ

ります。 

.バーコードの種類によっては、確 認メッセージが表示さ

れ、読み取れないことがあります。

読み取り
データ確認

登録した読み 取り結果（読み取りデ ータ）を確認
します。

メニュー X ツール S バーコード／ OCR S 読み取りデータ確認 

QRコード作成

電話帳の 
QRコード作成

登録済の
す。

メニュー X ツール 

S 電話帳

テキストの 
QRコード作成

テキスト

メニュー X ツール 

S テキスト



  

、電話番号、英語名などをカメラで

。また、読み取ったあとに、種類に

 

して読み取ることができます。 

文字数は最大半角 60文字、行数は３行

文字を超えると、読み取りにくいこと

れないことがあります。 

には、反 転モードは「自動」に設定さ

字など、うまく読み取れないときは、

てください。 

ん。

その他の データフォルダ内 のメロディ／画像／ テキストメ

文字読み取りはできません。文字読み取

、終了確認画面が表示されますので、 B
機能を終了させてください。  

、文字読み取りは起動できません。
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フォルダ選択 S%Sファイル選択 S%S作成された QR
コード表示 S% 

URL、 E-mail アドレス

撮影し、読み取ります

応じた操作も行えます。

.最大 256文字まで、連続

.一度に読み取り可能な

までです。ただし、 35
があります。 

.一部記号など、読み取

.文字読み取りの起動時

れています。白抜きの文

反転モードを切り替え

.ズームは利用できませ

QRコード作成 モを利用して、 QRコードを作成します。

メニュー X ツール S バーコード／ OCR S QRコード作成 

S データフォルダ

登録先を変更する

■作成された QRコードの表示中に、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「登録先変更」選択 S %S「本体」／

「メモリカード」選択 S% 

MMSに添付して送信する

■作成された QRコードの表示中に、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「メール添付」選択 S%S P.13-7操作

３以降 

QRコード作成中に着信があると

■作成中の内容は保存されています。通話終了後、 QR コード作

成画面に戻ります。

文字読み取り

注意 X .音楽再生中 は、

りを起動す ると

（ Yes）を押し、

. Vアプリ起動中は
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4読み取りが終了すると、読み取り結果が表示される。

動的に判別し、 URL、 E-mailアドレス、

で表示します。読み取ったあとでも、

識することができます。 

数を超えたときは、文字数をカットし

データが表示されます。
更： B（メ ニュー） S「モ ード切替」選

 S%
より、読み取り結果や変換候補で表示さ

ます。）

： B（メニュー） S「候補選択（編集）」

る文字選択 S候補選択／文字修正

： $SB（ Yes） S操作１からやり直す  

り結果を利用した各操作が行えます。

1-20）

メニュー X ツール S バーコード／ OCR S 文字読み取り

文字を読み取るとき

作を行います。 
続き読み取り」／「追加読み取り」

ータを、前回読み取った結果の末尾に追

取ったものと同じ種類で読み取ります。） 

、前回読み取った結果の次行に追加しま

取り済のと きは、「続き読 み取り」また

できません。
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1 読み取る文字を、画面中央に表示

する。 

.画面内の［］枠中央に入るように調

整してください。

［］の端の文字は読み取りにくいこ

とがあります。 

.文字のサイズに応じて、接写スイッ

チ（ AP.1-7 q）を通常モー ド⇔

接写モードに切り替えてください。 

.被写体とは、約 10cm離してくださ

い。
明るさの調整：■  f（明るさ選択）

反転モードの設定：■  B（メニュー） S「反転モード切替」選

択 S%S「自動」／「通常文字」／「反転文字」選択 S%
操作ガイドの表示：■  0 
, 確認の終了：上記操作のあと % 

2

 

%を押す。

文字の読み取りが始まります。

読み取りの中止：■  $S 操作１からや

り直す 
3

 

eで読み取る行を指定し、 %を押
す。 

.文字の読み取りは、１行単位で行い

ます。 

読み取った文字を自

電話番号、単語など

種類を変更し、再認

.読み取り可能文字

たあとの読み取り
読み取りの 種類変■

択 S%S種類選択

（切り替えた種類に

れる内容が変わり

読み取り結果修正■

選択 S%S修正す

読み取りのやり直し■

5%を押す。 
.このあと、読み取

（ AP.11-19〜 P.1

ピント調整バー
（色が濃くなるほど
ピントが合います）

続けて

■操作５のあと、次の操

B（メニュー） S「

選択 S% 
. 続き読み取り

改行をカットしたデ

加します。（前に読み

. 追加読み取り

改行も含むデータを

す。

■すでに 256文 字を読み

は「追加読み取り」は



  

3終了するときは、 $を押したあと、 B（ Yes）を

たことを、アラームとランプでお知

位で設定できます。 

 00分 01秒〜 60分 00秒）を入力し、 

きは、 fでカーソルを移動し、入力し

 %を押したあとは、下記の「時間の変

ます。  
上の数字を入力したときは、タイマー

に戻ります。

編集） S時間入力 S%  

ダウンが始まります。

文字入力中の 文字 入力 中に 文字 を読 み取 り、入力 中の 本文 の

チを終了すると、計測したデータはすべ

。消去したくないデータは、計測終了後、

登録してください。 

あったときは、通話中もストップウォッ

します。 "で通話終了後、計測中の画面

チ動作中にアラーム時刻になっても、ア

ません。このときは、ストップウォッチ

が動作します。

ー

S キッチンタイマー
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文字入力画面で B（メニュー） S「読み取り」選択 S%
S「文字読 み取 り」選択 S%S文字を画面中 央に 表示 
S%S読み込んだ文字選択 S%S% 

.読み取りの種類を変更するときや、読 み取り結果を修正すると

きは、 P.11-23操作４を参照してください。

最長 24時間（ 23時間 59分 59.9秒）まで、 1／ 10秒単位で時間

（タイム）を計測できます。

計測中に途中までの所要時間（ラップタイム）も記録できます。 

.計測したタイムは、最新の４件までのラップタイムと合わせ

て、 705SHのテキストメモに登録できます。 

.電池残量が不足しているときは、計測できません。また、計測

中に電池残量が不足すると、ストップウォッチは停止します。 

1

 

%を押す。

タイムの計測が始まります。
ラップタイムの記録：■  B（ LAP） 

, ラップタイムは、最新の４件まで保持されます。ストップ

ウォッチを終了すると、すべて消去されます。 
2 止めるときは、 %を押す。

テキ ストメモ登 録：■  B（メニュー） S「テキストメ モに登

録」選択 S% 
, 登録後のタイムは、テキストメモの操作で確認します。

（ AP.8-16）

再開：■  %

計測タイムの消去：タイマー停止中に■  B（メニュー） S「リ

セット」選択 S% 

押す。

設定した時間が経過し

らせします。 
.最長 60分まで、１秒単

1セットする時間（

%を押す。 
.入力を間違えたと

直してください。

更」の操作を行い

. 60分（ 60： 00）以

起動時の入力画面

時間の変更：■  B（

2%を押す。
タイマーのカウント

読み取り カーソル位置に読み取り結果を挿入します。

ストップウォッチ

メニュー X ツール S ストップウォッチ

補足 X .ストップウォ ッ

て消去されます

テキストメモに

.計測中に着信 が

チの動作は継続

に戻ります。 

.ストップウォ ッ

ラームは動 作し

終了後アラーム

キッチンタイマ

メニュー X ツール 
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3 止めるときは、 %を押す。

名選択 S%
簡 単に 入力 する：待 受画 面で 金額 入力 
選択 S% 

登録されます。 

いないときは、日時には「 --/--/-- --:--」な

 e

算メモの明細名を変更：明細選択 S%S

細名選択時に「その他」選択 S%S明細

字） S%（この操作で明細名を変更して

録されている明細名は変更されません。）

選択 SB（メニュー） S「金額変更」選

 S%
明細選択 SB（メニュー） S「１件削除」

es）

明細選択 SB（メニュー） S「全件削除」

es）

S明細名選択 S%S明細名入力 S% 
きます。

マネー積算 ダイヤル ボタンで金額を入力 し、明細名を付けて
す。

S マネー積算メモ S 新規入力

マネー積算メモを確認します。

S マネー積算メモ

め登録されている明細名を変更します。

S マネー積算メモ
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再開：■  %
タイ マーのリセット ：タイマー停止中に■  B（リ セット） 

4 終了するときは、 $を押したあと、 B（ Yes）を
押す。

順次入力した 金額の合計を自 動的に計算します。出 張時の

経費の計算などに便利です。 

.マネー積算メモは、最大 30件まで入力できます。

（合計金額は最大 29,999,999.70 円まで、１ 回の入力は最大 
999,999.99円まで）

金額入力 S%S明細

マネ ー積 算メモ を■

SbS%S明細名

.操作した日時と金額が

.日付／時刻を設定して

どが登録されます。

「メモ確認」選択 S%
他の金額を確認：■

入力したマネー積■

明細名選択 S% 
,明細名の変更：明

名入力（最大 14文

も、あらかじめ登

金額の変更：明細■

択 S%S金額入力

明細の１件削除：■

選択 S%SB（ Y
明細の全件削除：■

選択 S%SB（ Y

「明細変更」選択 S%
.最大 14文字まで入力で

設定時間になったときの動作

■「効果音／サウンド再生」の音量設定に従ってお知らせします。 

.アラームを止めるときは、 A（キャンセル）を押します。

約 60秒間そのままにしておいても止まります。 

.マナーモード設定中は、マナーモード設定に従ってお知らせ

します。 

.着信中や通話中にタイマー設定時間が経過したときは、通話

終了後 "を押すと、時間経過のお知らせが表示されます。

補足 X .キッチンタイマー動作中に着 信があったときは、通話中

も動作は継続します。 "で通話終了後、キッチンタイマー

動作中の画面に戻ります。 

.キッチンタイマー動作中にア ラーム時刻になっても、ア

ラームは動作しません。このと きは、キッチンタイマー

終了後アラームが動作します。

マネー積算メモ

メモ入力 登録しま

メニュー X ツール 

メモ確認 入力した

メニュー X ツール 

明細変更 あらかじ

メニュー X ツール 



  

2データを選び、 %を押す。 

る「○ %」は、現在のページが書籍デー

の位置にあたるかを示しています。

なデータ選択時：パスワード入力 S%S

の情報表示：データ選択後 B（メニュー） 
選択 S% 

操作のあと % 

きは、 "を押す。 
起動すると、終 了時に閲覧していた

れます。

子ブックは自動的に終了します。 

分間操作しなかったとき 

リカードを取り外したとき 

では、拡張子が「 zbf」、「 zbk」、「 txt」  、
ルだけが表示されます。 

対応していません。

画面での基本操作

よって操作が異なります。

縦書き 

行戻り） 前のページへ（ページ戻し） 

行送り） 次のページへ（ページ送り） 

ージ戻し） 左にスクロール（行送り） 

ージ送り） 右にスクロール（行戻り）
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705SHでは、電子書籍用のデータフォーマット（ XMDF形式

や Text形式）で作成されたデータ（電子ブック）を閲覧で

きます。 
.電子ブックには通常の「書籍データ」と、言 葉の意味などを

検索できる「辞書データ」があります。 
.電子ブックにご利用いただける書籍データや辞書データの入

手方法などについては、ブックマークにあらかじめ登録され

て いるシャ ープオリ ジナルサ イト「 Sharp Space Town」

（ AP.14-7）でご案内しています。 

.書籍データによっては、文字コードを変更することで、多国
語で表示できるデータがあります。（ AP.11-27） 

.書籍データによっては、音声や画像が埋め込まれているデー

タがあります。ただし、データによっては、 705SHでは利用

できないことがあります。 
.一時停止中の Vアプリがあるときやメモリカードシンクロ中

は、電子ブックを起動できません。 

1「電子ブック」を選び、 %を押す。
電子ブックフォルダ内の書籍データのリスト画面が表示

されます。（前回 "を押して閲覧を終了していたときは、終

了時のページが表示されます。）
電子 ブックフォルダ １以外のフォル ダ内の電子ブッ クの閲■

覧： B（メニュー） S「表示フォルダ切替」選択 S%Sフォ

ルダ選択 S% 

, 次回からもここで選択したフォルダが表示されます。 

,「ブック（本体）」、「ブック（ SD）」内の書籍データは、デー

タフォルダのブックフォルダからでも閲覧できます。 

.画面上部に表示され

タ全体の何 %ぐらい

パスワードが必要■

閲覧画面へ

タイトルや著者など■

S「プロパティ」

,確認の終了：上記

3閲覧を終了すると

.次回電子ブックを

ページから表示さ

電子ブック

書籍データを読む

メニュー X ツール

注意 X .次のときは、電

, 閲覧中に約５

, 閲覧中にメモ

.リスト表示画面

「 text」のファイ

.改訂データには

閲覧

■横書きか、縦書きかに

横書き

a 上にスクロール（

b 下にスクロール（

c 前のページへ（ペ

d 次のページへ（ペ
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閲覧画面でできること 閲覧画面の表示を設定する

横書きの切替など、閲覧画面の表示方法

表示設定」選択 S%S項目選択 S%

内容
お買い上げ時

の設定

「最小」、「小」、「中」、

」のいずれかに設定しま 中

「横書き」を切り替えて
縦書き※

する かどうか を設定し ま
Off

「 Shift-JIS」、「 Latin-1」、

いずれかに設定します。 
Shift-JIS

なることがあります。 

、上記の表示設定が利用できないことが
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■データの先頭や最後に移動するときは、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「先頭へ」／「最後へ」選択 S%

■先頭からおおよその位置を %で指定して移動するときは、次の

操作を行います。 
B（メニュー） S「％指定移動」選択 S%S位置（ 00〜 
99%）入力 S%

■目 次を利用 し、読む章を 表示する ときは、次の操 作を行い ま

す。（目次に対応した書籍データで利用可能） 
B（メニュー） S「目次」選択 S%S章選択 S%

■リンクを戻る／リンクを進むときは、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「リンクを戻る」／「リンクを進む」

選択 S%
■リスト画面に移動するときは、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「リストへ」選択 S%

■しおりを利用するときは、 P.11-28を参照してください。

情報の利用／文字列をコピーする

■書籍データ内に電話番号や E-mailアドレス、 URLが入っている

とき、これらの情報を利用できます。（電話発信、メール送信、

インターネット接続）

情報選択 S%SB（ Yes） 

.データの内容によっては、利用できないことがあります。

■書籍データ内の文字列（最大 20文字まで）を、コピーできます。

閲覧画面で B（メニュー） S「コピー」選択 S%S 

P.3-12操作３以降 

, 辞書データ内の辞書見出し画面や検索結果リス ト表示画面

などはコピーできません。 

, ルビ文字や画像などはコピーできません。

■文字サイズや縦書き／

を設定できます。 
B（メニュー） S「

S内容選択 S%

項目

文字サイズ

文字サイズを

「大」、「最大

す。

縦横設定
「縦書き」と

表示します。

ルビ表示
ルビ を表示

す。 

テキスト

文字コード

文字コードを

「 Latin-9」の

※書籍データによって異

.書籍データによっては

あります。



  

おりを登録しておけば、次回簡単な

ます。 

最大２個（最大５書籍）まで登録でき

ページで、 %を押す。

しおり」が表示されていないとき： B（メ

りをはさむ」選択 S% 
「しおり２」を選び、 %を押す。

す。

マスク情報／ジャンプ情報について
しおりを利用する

しおりについて

了すると、自動的に最後に表示していた

されます。（自動しおり１）

閲覧し終了すると、最後に表示していた

に登録され、前回の自動しおり１は自動

す。 

につき最大２個まで登録され、古いもの

去されます。

録したページを表示する

を行います。 
しおりへ」選択 S%S「しおり１」／

動しおり１」／「自動しおり２」選択 
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読みかけのページにし

操作で続きから閲覧でき
.しおりは１書籍につき

ます。 
1しおりを登録する

画面下部中央に「■

ニュー） S「しお

2「しおり１」または
しおりが登録されま

■書籍データによっては、特定の文字列や画像を隠す情報（マス

ク情報）やコンテンツ内の他のページに移動する情報（ジャン

プ情報）が埋め込まれていることがあります。 

.マスク情報が埋め込まれている部分で %を押すと、文字列や

画像が反転します。再度 %を押すと、文字列または画像が表

示されなくなります。 

.ジャンプ情報が埋め込まれている部分で %を押すと、指定さ

れているページに移動します。移動先のページ で $を押す

と、元のページに戻ります。

フォルダ／ファイルを利用する（電子ブックフォルダだけ）

■書籍データのリスト画面で、次の操作を行います。 

.フォルダ作成 
B（メニュー） S「フォルダ作成」選択 S%Sフォルダ

名入力 S% 
.フォルダ／ファイル名変更

フォルダ／ファイル選択 SB（メニュー） S「名前変更」

選択 S%Sフォルダ／ファイル名入力 S% 
.フォルダ／ファイル削除

フォルダ／ファイル選択 SB（メニュー） S「削除」選

択 S%SB（ Yes） 

.ファイル移動

ファイル選択 SB（メニュー） S「移動」選択 S%S移

動先選択 S%S%

補足 X データフォルダ（本体／メモリカード）内の書籍データを

利用しているときは、上記の操作は行えません。 705SH内

の フォ ルダ ／フ ァイ ルを操 作す ると きは、「フ ォル ダ／

ファイルの管理」（ AP.8-8）を参照してください。

自動

■書籍データの閲覧を終

ページにしおりが登録

次に同じ書籍データを

ページが自動しおり１

しおり２に登録されま

. 自動しおりは１書籍

から順に自動的に消

しおりを登

■閲覧画面で、次の操作

B（メニュー） S「

「しおり２」／「自

S%
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方法を確認することができます。 

作防止やでか文字モードなど、おもに

（メニューに表示されない）機能が表

選び、 %を押す。

示されます。  

が表示されます。  
も、別の機能の操作説明が表示されま

きは、 %を押す。

書籍データ内の画像を利用する

操作できる 705SHの状態やボタン

の押し方を表示

操作方法（押すボタン）

機能内容
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画像選択 S% 
.画像の内容によって、次の操作が行えます。（画面下部のソフト

キー部分に「登録」などが表示されます。）

辞書 選択 S%S検索文字 列の入力欄選択 S%S文字列

入力 S% 
.検索結果画面から情報を選び、 %を押すと、辞書データの項目

が表示されます。 

.項目画面での操作は、閲覧画面での基本操作（ AP.11-26）を

参考にしてください。 

705SHの基本的な操作

.ガイド機能では、誤動

直接ボタンで操作する

示されます。 

1「ガイド機能」を
ガイド機能画面が表

2eを押す。
別の機能の操作説明

.#／ (を押して

す。 
3確認を終了すると

画像内情報の
利用

画像に埋め込ま れた情報を利用した り、壁紙に設
定します。

メニュー X ツール S 電子ブック S 書籍データを閲覧する

登録 壁紙に設定します。

リンクへ

ジャンプ情報では、書籍内の他のページへジャン

プします。ウェブへの接続やメール送信など、リ

ンク情報を実行するときは、電子ブックの終了確

認が表示されます。

（情報の利用／文字列のコピー： AP.11-27）

切替
隠された特定の文字列または画像の表示／非表示

を切り替えます。

再生 指定のアニメーションが再生されます。

辞書データを利用する

文字列の検索
辞書データを利用 して言葉の意味など が検索でき
ます。

メニュー X ツール S 電子ブック

ガイド機能

メニュー X ツール
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オプションサービス
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守番電話サービスを同時に利用するこ

し、転送電話サービスの「 TV コール」

は、同時に利用できます。 

全発信規制」または「全着信規制」を

ビスはご利用になれません。（発着信

れます。）

する

S「呼出なし」／「呼出あり」選択 

力」選択 S%S転送先電話番号入力 

：上記操作のあと、呼出時間選択 S% 

きは、電話番号を市外局番から入力して

する

S「呼出なし」／「呼出あり」選択 
%S%
録されて いる電話帳選択 時：電話帳選択 

択 S%S%
：上記操作のあと、呼出時間選択 S%

ス

サービスを開始します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

 S 転送電話

L270_insatsu.book 2 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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705SHでは、次のオプションサービスを利用できます。 

.電波の届かない場所では、 705SHからは操作できません。 

.サービス内容や一般電話からの操作などについて詳しくは、

「 3Gガイドブック」を参照してください。

※別途お申し込みが必要です。 

.転送電話サービスと留

とはできません。ただ

と留守番電話サービス

.発着信規制サービスの「

設定中は、転送電話サー

規制サービスが優先さ

転送先の電話番号を入力

通話の種類選択 S%
S%S「電話番号入

S%
「呼出あり」選択時■

.一般電話へ転 送すると

ください。

電話帳の電話番号を利用

通話の種類選択 S%
S%S電話帳選択 S

電話番号が複 数登■

S%S電話番号選

「呼出あり」選択時■

オプションサービスの概要

転送電話

サービス

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られな

いときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ

転送します。（ A右記）

留守番電話

サービス

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られな

いときに、留守番電話センターで伝言メッセージを

お預かりします。（ AP.12-4）

■着信お知らせ機能

電源を切っているときや圏外時にかかってきた電

話をインフォメーションでお知らせします。

割込通話

サービス※

通話中の相手を保留にし、他の相手からの電話を受

けたり、他の相手へ電話をかけられます。また、相

手を切り替えることもできます。（ AP.12-5）

多者通話

サービス※

通話中に他の相手に電話をかけ、最大６人同時に通

話できます。また、相手を切り替えながら交互に通

話できます。（ AP.12-6）

発着信規制

サービス

電話をかけたり、電話を受けたりすることを状況に

合わせて制限できます。（ AP.12-7）

発信者番号

通知サービス

お客様の電話番号を相手に通知したり、非通知にす

ることができます。（ AP.12-10）

転送電話サービ

転送電話
サービス開始

転送電話

メニュー X 設定 

S 留守番・転送電話
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選択 S%SB（ Yes） 

されます。 

停止します。

あり」選択 S% 
れます。

操作のあと %

転送電話サービス開始後に着信があると
転送電話

転送電話サービスを停止します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

サービスの設定状況を確認します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

 S 設定確認
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「留守番・転送停止」
.確認メッセージが表示

.留守番電話サービスも

「呼出なし」／「呼出
.設定確認画面が表示さ

確認の終了：上記■

■着信音が鳴っている間に !を押すと、そのまま通話できます。 

.「呼出なし」で転送 電話サービスを 開始していると きは、着

信音は鳴らず、転送先に転送されます。

注意 X 転送先として登録できない電話番号 

.「１」から始まる電話番号（例： 110、 119、 118など） 

.「 00」から始まる電話番号（例： 001、 0041から始まる国

際電話番号など） 

.「 0120」から始まる電話番号（フリーダイヤル） 

.「 0990」から始まる電話番号（ダイヤル Q２など） 

TVコールを転送するとき 
3G-324Mに準拠した TVコール対応機を転送先に設定して

ください。転送先が、 3G-324Mに準拠した TVコール対応

機以外のときは、 TVコールは転送されません。

補足 X 転送電話サービスを 705SHの簡易留守録（ AP.2-9）と合

わせてご利用になるときは、呼出時間の設定により、優先

順位が変わります。

　　例：転送電話サービスの呼出時間… 10秒

　　　　簡易留守録の呼出時間…………   9秒

と設 定すると、簡易留 守録が優先 されます。（ただし、電

波状況により優先順位が変わることがあります。）

サービス停止

メニュー X 設定 

S 留守番・転送電話

転送電話サー
ビス設定確認

転送電話

メニュー X 設定 

S 留守番・転送電話



  

選択 S%SB（ Yes） 

されます。 

止します。 

接続されます。以降は、アナウンスに従っ

行っても、伝言メッセージを再生できま

 S%S「留守番電話再生」選択 S%  
%Sf（「通話／ TVコール設定」選択） 

 S%S「留守番・転送電話」選択 S%S
%S「留守番電話再生」選択 S%

補足 X 留守番電話サービスを 705SHの簡易留守録（ AP.2-9）と

なるときは、呼出時間の設定により、優

す。

話サービスの呼出時間… 10秒

録の呼出時間……………   9秒

易留守録が 優先されます。（ただし、電

順位が変わることがあります。）

話サービスを停止します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

話センターに入ってい る伝言メッセージ
ます。

ターに伝言メッセージが入っているとき

されます。 

から伝言メッセージを聞いたときに消え
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.留守番電話センターへの転送は、転送電話サービスを利用し

ます。そのため、留 守番電話サービスと転送電話サービスを

同時に利用することはできません。ただし、転送電話サービ

スの「 TVコール」と留守番電話サービスは、同時に利用でき

ます。 

.発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を

設定中は、留守番電話サービスはご利用になれません。（発着

信規制サービスが優先されます。） 

.留守番電話サービスで利用できる機能などについて詳しく

は、「 3Gガイドブック」を参照してください。 

.電源を切っているときや圏外時にかかってきた電話を、イン

フォメーションでお知らせすることもできます。

（着信お知らせ機能： AP.12-5）

「呼出なし」／「呼出あり」選択 S%
「呼出あり」選択時：上記操作のあと、呼出時間選択■  S% 

.確認メッセージが表示されます。

「留守番・転送停止」
.確認メッセージが表示

.転送電話サービスも停

1（１秒以上） 
.留守番電話センターに

て操作します。 

.待受画面で次 の操作を

す。 

,

 
%S「電話帳」選択

,%S「設定」選択 S
S「通話設定」選択

「留守番電話」選択 S

留守番電話サービス

留守番電話
サービス開始

留守番電話サービスを開始します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 留守番・転送電話 S 留守番電話 S 設定

留守番電話サービス開始後に着信があると

■着信音が鳴っている間に !を押すと、そのまま通話できます。 

.「呼出なし」で留守番電話サービスを開始しているときは、着

信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。

合わせてご利用に

先順位が変わりま

　　例：留守番電

　　　　簡易留守

と設定すると、簡

波状況により優先

留守番電話
サービス停止

留守番電

メニュー X 設定 

S 留守番・転送電話

伝言メッセージ
再生

留守番電
を確認し

補足 X .留守番電話セ ン

は、「 x」が表示

.「 x」は 705SH
ます。
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ff」（解除）選択 S% 
表示されます。

が聞こえたら ! 
びに、通話する相手を切り替えられます。

留守番電話
留守番電話サービスの設定状況を確認します。 ス

申し込みが必要です。

サービスを設定／解除します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

電話を保留にして、あと からかかってき
受けます。

中に 705SHを閉じると

す。

話中に "を押すと

が切れ、「ピピピピ …」と警告音が鳴り

と、保留中の相手と通話できます。 
再開」選択 S%

話中の相手が電話を切ると

音が鳴ります。次の操作を行うと、保留

す。 
再開」選択 S%
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「呼出なし」／「呼出あり」選択 S% 
.設定確認画面が表示されます。

確認の終了：上記操作のあと■  %

着信お知らせ機能を「 On」にすると、電源を切っていると

きや圏外時にか かってきた電話 をインフォメーシ ョンでお

知らせします。 

.留守番電話サービスを開始しているときだけ、利用できます。

「着信お知らせ機能」選択 S%S% 

.ネットワークに接続されます。以降 は、アナウンスに従って操

作してください。

「 On」（設定）／「 O
.設定確認メッセージが

通話中に割り込み音

.以降 !（切替）を押すた

サービス設定確認

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 留守番・転送電話 S 設定確認

着信お知らせ機能を利用する

着信お知らせ機能
設定／解除

着信お知らせ機能を設定／解除します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定

着信お知らせ機能設定時に着信があると

■電 源を切って いるときや圏 外時には、着

信 が あっ た こと をセ ン ター で記 憶 しま

す。電 源を入れ たり圏内に 入ると、イン

フ ォ メ ー ショ ン（ AP.2-7）で 着信 が

あったことをお知らせします。 

.イン フォメー ションが 表示され るまで

に、時間がかかることがあります。

割込通話サービ

別途お

割込通話サービス
設定／解除

割込通話

メニュー X 設定 

S 割込通話

割込通話着信
通話中の
た電話を

割込通話

■すべての通話が切れま

割込通

■通話中の相手との通 話

ます。次の操作を行う

B（メニュー） S「

割込通話中に通

■「ピピピピ…」と警告

中の相手と通話できま

B（メニュー） S「



  

ニュー） S「多者通話」選択 S%S
 S%

だけと通話する：相手の電話番号／名前選

相手と通話」選択 S% 
の通話となり、残された相手は保留にな

話後／通話 相手を増やした あとで全員と

S「すべてと通話」選択 S%

補足 X .割込通話サービスの利用中は、通話中に着信があっても、
切替通話中に 705SHを閉じると

す。

話中に "を押すと

が切れ、「ピピピピ …」と警告音が鳴り

と、保留中の相手と通話できます。 
再開」選択 S%

話中の相手が電話を切ると

音が鳴ります。次の操作を行うと、保留

す。 
再開」選択 S%

時に通話できます。（最大６人）

を押すか 705SHを閉じると

切れます。

話中の相手が電話を切ると

きます。
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「設定確認」選択 S% 
.設定確認画面が表示されます。

確認の終了：上記操作のあと■  %

通話中に電話番号入力 S! 
.相手につながると、通話できます。それ まで通話していた相手

は、保留になります。 
.電話帳（ b）、発着信履歴（ !長押し）を使ってかけることも

できます。

通話中に ! 
.それまで通話していた相手が保留 になり、もう一方の相手と通

話できます。

切替通話中に B（メ

「すべてと通話」選択

多者通話中に１人■

択 S%S「特定の

,選択した相手だけ

ります。

特定の相手との 通■

多者通話する： %

着信音は鳴らず、バイブレータ も動作しません。専用の

割り込み音が聞こえます。 

.留守番電話サービスまたは転送電 話サービスを開始して

いる場合に、通話中にかかってき た電話を受けなかった

ときは、留守番電話センターまた は転送先に転送されま

す。また、留守番電話サービスまた は転送電話サービス

を「呼出なし」で開始していると きは、かかってきた電

話は受けられません。（留守番電話センターまたは転送先

に転送されます。）

割込通話サービス
設定確認

割込通話サービスの設定状況を確認します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 割込通話

多者通話サービス
別途お申し込みが必要です。

通話中発信 通話中の電話を 保留にして、別の相手に 電話をか
けます。

切替通話 相手を切り替えながら通話します。

■すべての通話が切れま

切替通

■通話中の相手との通 話

ます。次の操作を行う

B（メニュー） S「

切替通話中に通

■「ピピピピ…」と警告

中の相手と通話できま

B（メニュー） S「

多者通話 複数で同

多者通話中に "

■すべての通話が同時に

多者通話中に通

■残された相手と通話で
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注意 X .発着信規制サ ービスの操作には、ご契約時にお決めいた

規制用暗証番号」（ AP.1-27）が必要で

証番号の入 力を３回続 けて間違え ると、

ビスの設定変更ができなくなります。

着 信規制用暗証番号と交換機用暗証番号

なりますので、ご注意ください。詳しく

せ先（ AP.18-26）までご連絡ください。 

スまたは留守番電話サービスを開始して

発信規制」および「全着信規制」はご利

。（転送電 話サービ スまたは留 守番電話

されます。）

をかけようとすると、発信規制中である

表示されます。お客様がご利用になる地

示されるまでに時間がかかることがあり

が表示されないときは、発着信規制サー

ご確認ください。

先固定について

と、あら かじめ設 定した相 手（電話番

きないようにすることができます。 

た USIM カードをお使いのときだけ利用

た相手に SMSを送信するときは、発信先

ンター番号（「 +819066519300」）を登

す。（ SMS センター番号は変更されるこ

の際は、ボーダフォンからお知らせしま

L270_insatsu.book 7 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
電話（音声電話／ TVコール）の発着信や SMSの送受信を規

制します。 
.設定できる規制内容は、次のとおりです。

※ 1 例：イギリス滞在中 Sイギリス国内へだけ発信可能

※ 2 例：イギリス滞在中 Sイギリス国内および日本国内へ発信可能

また、発信先や着 信元を規制し たり、電話番号非通 知の着

信を拒否することもできます。

発着信規制サービス

発
信
規
制

全発信規制
緊急通話を除くすべての電 話をかけられ

ないようにします。

国際発信全規制※ 1 滞在国以外への電話をかけ られないよう

にします。

国際発信規制※ 2 滞在国と日本以外への国際 電話をかけら

れないようにします。

着
信
規
制

全着信規制
すべての電話を受けられな いようにしま

す。

国際着信規制
日本以外で電話を受けられ ないようにし

ます。

着信拒否番号
あらかじめ設定した相手からの 電話を受けな

いようにします。

非通知着信拒否
電話番号非通知の電話を受けな いようにしま

す。

だいた「発着信

す。 

.発着 信規制用暗

発着信規制サー

このときは、発

の変更が必 要と

は、お問い合わ

.転送電話サー ビ

いるときは、「全

用に なれませ ん

サービスが優先

補足 X 発信規制中に電話

旨のメッセージが

域によっては、表

ます。メッセージ

ビスの設定状況を

発信

■発信先 固定を利用 する

号）だけにしか発信で

. 発信先固定に対応し

できます。 

. 発信先固定に登録し

固定リストに SMSセ

録する必要がありま

とがあります。変更

す。）



  

除する

「 On」（設定）／「 Off」（解除）選

用暗証番号（４ケタ）入力 S% 

されます。

する

択 S%S発着信規制用暗証番号（４

されます。

「設定確認」選択 S% 
れます。

操作のあと %

発信規制を設定する 着信規制を設定する

を設定／解除します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 着信規制

の設定状況を確認します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 着信規制
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規制内容ごとに設定／解除する

規制内容選択 S%S「 On」（設定）／「 Off」（解除）選

択 S%S発着信規制用暗証番号（４ケタ）入力 S% 
.確認メッセージが表示されます。

すべての発信規制を解除する

「全発信規制停止」選択 S%S発着信規制用暗証番号（４

ケタ）入力 S% 
.確認メッセージが表示されます。

規制内容選択 S%S「設定確認」選択 S% 
.設定確認画面が表示されます。

確認の終了：上記操作のあと■  %

規制内容ごとに設定／解

規制内容選択 S%S
択 S%S発着信規制

.確認メッセージが表示

すべての着信規制を解除

「全着信規制停止」選

ケタ）入力 S% 
.確認メッセージが表示

規制内容選択 S%S
.設定確認画面が表示さ

確認の終了：上記■

発信規制の
設定／解除

発信規制を設定／解除します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 発着信規制 S 発信規制

補足 X 発信規制設定中の「 110」などの緊急電話発信については、 

P.2-3を参照してください。

発信規制の
設定確認

発信規制の設定状況を確認します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 発着信規制 S 発信規制

着信規制の
設定／解除

着信規制

メニュー X 設定 

S 発着信規制 

着信規制の
設定確認

着信規制

メニュー X 設定 

S 発着信規制 
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DOff（拒否しない）

「 Off」（拒否しない）選択 S%

暗証番号（４ケタ）入力 S%S新し

番号（４ケタ）入力 S%Sもう一度

暗証番号（４ケタ）入力 S%

着信を拒否する 電話番号非通知の着信を拒否する

非通知の着信を拒否す るかどうかを設定

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 非通知着信拒否

号を変更する

制用暗証番号を変更します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 規制用暗証番号変更
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.着信を拒否する電話番号を登録したあと、着信拒否 On／ Off設
定を「 On」にしてください。

電話番号を登録する

登録場所選択 S%S電話番号入力 S%
電話帳を利用した登録：登録場所選択■  SB（メニュー） S「電

話帳参照」選択 S%S電話帳選択 S% 
, 電話帳に複数の電話番号が登録されているとき：上記操作

のあと電話番号選択 S% 

, 電話帳に登録されている番号は、登録している相手の名前

が表示されます。

通話 履歴を利 用した登録 ：登録場所 選択■  SB（メ ニュー） 
S「通話履歴参照」選択 S%Sf（履歴の種類選択） S履

歴選択 S%

登録した電話番号を編集する

編集する電話番号選択 S%S電話番号編集 S%

登録した電話番号を削除する

削除する 電話番号選択 SB（メニュー） S「削除」選択 
S%SB（ Yes） 

D

 

Off（拒否しない）

「 On」（拒否する）／「 Off」（拒否しない）選択 S%  

「 On」（拒否する）／

現在の発着信規制用

い発着信規制用暗証

新しい発着信規制用

着信拒否電話
番号の登録

着信を拒否する電話番号を登録します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 発着信規制 S 着信拒否番号 S 拒否番号リスト

着信拒否 
On／ Off設定

あらかじめ登録し た相手からの着信を 拒否するか
どうかを設定します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 発着信規制 S 着信拒否番号 S On／ Off設定

非通知着信拒否
電話番号
します。

メニュー X 設定 

S 発着信規制 

発着信規制用暗証番

発着信規制用
暗証番号変更

発着信規

メニュー X 設定 

S 発着信規制 
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お客様の電話 番号を相手に通 知したり、非通知に設 定する

ことができます。 
.ここでの設定にかかわらず、電話番号の前に次の数字を付け

てダイヤルすると、発信ごとに電話番号の通知／非通知を選

べます。 

D

 

On（通知）

「 On」（通知）／「 Off」（非通知）選択 S%

「設定確認」選択 S% 
.設定確認画面が表示されます。

確認の終了：上記操作のあと■  %

発信者番号通知サービス

通知 186または (31#

非通知 184または #31#

発信者番号通知／
非通知設定

電話番号を相手 に通知したり、非通知に 設定しま
す。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 発番号通知・表示

発信者番号通知
サービス設定確認

発信 者番 号通 知サー ビス の設 定状 況を 確認し ま
す。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通話設定 

S 発番号通知・表示
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ールなどは、次のように管理されて

ダ）

（ AP.13-4）を「フォル ダ表示」にし

ール」、「振り分けフォルダ」が表示され

ル 設定（ AP.13-25）を「 On」にして

ールフォルダ」も表示されます。

（ AP.13-4）を「フォル ダ表示」にし

ール」、「振り分けフォルダ」が表示され

メールの管理方法について

使用状況を確認する

リの使用状況を確認するときは、次の操

 S%S「メモリ容量確認」選択 S%
「送信メール」選択 S% 
作のあと %

受信したメール

下書きとして保存したメール

よく使うメールをテンプレート

（ひな形）として保存したメール

送信中のメールや送信を中止した

メール、送信に失敗したメール

送信したメール
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705SHでは、 SMSと MMSの２つのメッセージサービスが利

用して、海外でも日本国内と同じように文字メッセージな

どをやりとりできます。 

.メール作成の流れなど詳しくは、   P.13-6を参照してください。 

705SH で送受信したメ

います。（メールフォル

※ 1 受信 ボックス 表示設定

ているときは、「受信メ

ま す。また、迷惑 メー

いるときは、「迷惑メ

※ 2 送信 ボックス 表示設定

ているときは、「送信メ

ます。

メールについて 

SMS（ショート

メッセージサービス）

ボ ーダフォン携帯 どうしでご契 約の電

話 番号を宛先と して、短いメッ セージ

を送受信できます。 

MMS（マルチメディア

メッセージングサービス）

ボ ーダフォン携 帯電話やパソ コン、 E-
mailに 対応している携帯電話 などとの

間 で、長いメッセ ージや画像、サ ウン

ド、  vファイルなどを送受信できます。

補足 X . MMS の利用と E-mail の受信には、別途ご契 約が必要で

す。 

.メールの通信料など詳しくは、「３ Gガイドブック」を参

照してください。

メモリ

■メールフォルダのメモ

作を行います。 
%S「メール」選択

S「受信メール」／
,確認の終了：上記操

下書き

テンプレート

未送信ボックス

送信済みボックス※2

受信ボックス※1
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選び %を押すと、次のようなメッ

す。

メール画面の見かた メッセージ画面

暗くな りメッ セージ が読 みづら いとき

押すと、バックライトが点灯します。 

で #を押すと前のメッセージを、 (を

セージを確認できます。

ール番号

信元／送信先 
電話番号／ E-mail アドレスや名前が表

示されます。

名（ SMSでは表示されません。）

受信日時

ールの内容
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メールの受信画面で %を押したときや、メールフォルダを

選び %を押したときは、次のようなリスト画面が表示され

ます。

リスト画面でメールを

セージ画面が表示されまリスト画面

補足 X . USIM カードの電話帳だけに登録されている E-mail アド

レスからのメールは、名前は表示されません。 

.リスト画面で次の操作を行う と、メールの順番を並べ替

えることができます。 
B（メニュー） S「表示設定」選択 S%S「並べ

替え」選択 S%S並べ替え方法選択 S% 
.リスト画面の表示方法を変更することもできます。

（ AP.13-4）

メールの種類／状態 
.メールの状態

※ SMSのときは、封筒マークの右下に「 4」

が表示されます。（例：「 $」） 

.メールの設定など

送信元／送信先 

.電話番号／ E-mail アドレスや名前が表示

されます。

メールの内容 

` 未読 @ 既読 

` 送信済み K 送信失敗 

J 返信済み I 転送済み 

L

 

MMS通知 P 配信レポート未読 

p 添付あり v 保護 

t 優先度（高） w 優先度（低） 

u USIMカード内 SMS

補足 X .バ ックラ イトが

は、 0〜 9を

.メッセージ画面

押すと次のメッ

メ

送
.

件

送

メ



 

みボックス内にフォルダを表示し

容などによって分類したり、自動的

ます。（ AP.13-22） 

らも「一覧表示」（フォルダ表示しな

す。 

示設定」または「送信ボックス表

 %を押す。
ティ設定時：操作用暗証番号（４ケタ）入

を選び、 %を押す。

一覧表示」選択 S%

メールの表示方法を設定する 補足 X .リスト画面では、次の操作で設定できます。 
） S「表示設定」選 択 S%S左記操

を押しても切り替えられます。

済みボックスをフォルダ表示にする

S 設定 S 一般設定

L270_insatsu.book 4 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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.設定できる表示方法は、次のとおりです。 

.お買い上げ時には、「１行 差出人＋要約」に設定されています。 

1「メールリスト表示切替」を選び、 %を押す。 
2 表示方法を選び、 %を押す。

受信ボックス／送信済

て、メールを相手や内

に振り分けることができ
.お買い上げ時には、どち

い）に設定されていま

1「受信ボックス表
示設定」を選び、

フォルダセキュリ■

力 S% 
2「フォルダ表示」

一覧表示にする：「■

リスト画面の表示方法を設定する

メニュー X メール S 設定 S 一般設定

２行表示 １行 差出人＋要約 １行 件名＋要約

１行 差出人 １行 件名

B（メ ニュー

作１以降 

.リスト画面で D

受信ボックス／送信

メニュー X メール 
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5交換機用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。
： AP.1-27 
を押す。 

」を選び、 %を押す。 
編集」を選び、 %を押す。

スが表示されます。 
力欄を選び、 %を押す。    

名を入力し、 %を押す。    

を押す。

メールアドレスの変更・編集

新され、設定手順が変更されることがあ

、お客さまセンター（ AP.18-26）まで

さい。
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メールアドレ スのアカウン ト名（＠の前の部分）を お好き

な文字列に変更できます。 

.この操作は、ウェブを利用します。 

.あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。

（ AP.1-20） 

.迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすす

めします。 

.ご契約時には、ランダムな英数字が設定されています。 

1「 My Vodafone」を選び、 %を押す。 
2「各種変更手続き」を選び、 %を押す。 

3「オリジナルメール設定・各種メール設定」を選び、 
%を押す。

交換機用暗証番号の入力画面が表示されます。 
4 暗証番号入力欄を選び、 %を押す。 

交換機用暗証番号■

6「 OK」を選び、 %

7「 1.各種メール設定

8「 1.メールアドレス

現在のメールアドレ

9メールアドレス入

11110000 希望のアカウント

11111111「 OK」を選び、 %

メニュー X Vodafone live!  S Vodafone live!

□□□□□□□□□□□＠△.vodafone.ne.jp

（例：変更前）

（例：変更後）

＠△.vodafone.ne.jp「お客様にお決めいただいた
アカウント名」

アカウント名 ドメイン名

※ドメイン名の△は、お客様のご契約の地域によって異なります。

※詳しくは、「 3Gガイドブック」を参照してください。
注意 X ウェブの情報が更

ります。詳しくは

お問い合わせくだ



 

とおりです。  

と本文など、合わせて最大約 300Kバイ

このため、添付ファイルのデータ量に

きる文字数は異なります。 

よそのデータ容量は、メール作成画面

きます。

送信可能文字数 

角カタカナ 70文字、半角英数字 160文字） 

（半角カタカナ約 10000文字、半角英数

先を入力する

件名を入力する

ルを送信する

文を入力する

ファイルを添付する

画像 サウンド

vファイル その他

ムービー

MMS

L270_insatsu.book 6 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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SMSと MMSでは、入力できる項目が異なります。

このため、ファイルの添付や件名入力など MMS固有の機能

を利用すると、自動的に MMSに変更されます。

次のときも、 SMSから MMSに変更されます。 
.宛先の電話番号が 20ケタを超過しているとき 

.送信オプションの優先度を「普通」以外にしているとき

送信可能文字数は、次の

.MMSは、添付ファイル

トまで送信できます。

よって、本文に入力で

.送信するメールのおお

（ AP.13-7）で確認で

メール送信

メールを作成する前に

宛先 件名 本文 添付 

SMS ○ × ○ × 

MMS ○ ○ ○ ○

宛先が
E-mail

アドレス

SMSの
送信可能

文字数超過
件名入力

ファイル
の添付

スライド
作成

SMSが MMSに変更

SMS 最大全角 70文字（半

MMS
全角約 10000文字

字約 30000文字）

メール作成の流れ

宛

メー

本

SMS



 

13-7

メ 
l

ル 
13

3宛先入力欄を選び、 %を押す。

されます。

ること： AP.13-9 
選択する 

選び、 %を押す。 

、 %を押す。
索 方法 ： AP.4-8

電話をかける」操作

録されている電話帳選択時：ボーダフォ

電話番号／ E-mailアドレス選択 S%

 AP.4-12）から宛先を選択する 

ープ選択」を選び、 %を押す。 

プを選び、 %を押す。
戻る（宛先が複数のとき）： $

（宛先 が複数 のと き）：「宛先追 加」選択 

４をくり返す S$

を選択する 

、 %を押す。 
 _」などのマークのあとに名前や電話

ilアドレスが表示されているものです。

 AP.13-24）から宛先を選択する 

宛先」を選び、 %を押す。 

、 %を押す。

る 

力」または「メールアドレス入

 %を押す。 

携帯電話の電話番号または E-mail
力し、 %を押す。

メールを作成／送信する

宛先選択画面

L270_insatsu.book 7 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
ここでは、 SMSと MMSの新規作成を例に、メールの宛先入

力から送信までを説明します。 

.メール作成前に、「メールを作成する前に」（ AP.13-6）をご

確認ください。 

.あらかじめ署名を登録し、自動挿入を「 On」にしておくと、

署名を自動的に入力することができます。（ AP.13-26） 

.あら かじめメールグループを 登録しておくと、グループ に設定し

た複数の宛先に、同じメールを一括で送信できます。（ AP.4-12） 

.よくメールを送信する相手は、簡 単メール宛先に登録してお

くと便利です。（ AP.13-24） 

.マルチジョブ機能を利用すれば、他のメールを確認しながら、

メールを作成することができます。（ AP.1-26） 
1

 

%を押したあと、「メール」を選び、 %を押す。 

.待受画面で Bを押しても、操作できます。 
2「新規作成」を選び、 %を押す。

メール作成画面が表示されます。 

.待受画面で Bを長く（１秒以上）押

しても、メ ール作成画面を表示でき

ます。 

宛先選択画面が表示

宛先入力時にでき■

4 電話帳から宛先を

1「電話帳」を

2送信先を選び
電 話帳 の 検■

「電話帳から

２〜３

宛先が複数登■

ン携帯電話の

メールグループ（

1「メールグル

2メールグルー
メール作成に■

宛先 の追 加■

S%S操作

送信履歴から宛先

1送信先を選び
.送信履歴は、「

番号／  E-ma

簡単メール宛先（

1「簡単メール

2送信先を選び

宛先を直接入力す

1「電話番号入

力」を選び、

2ボーダフォン

アドレスを入

メール作成中に着信があると

■作成中のメールは保護されています。通話などを終わると、作

成を継続できます。

メール作成画面



 

5b（ SMSのとき）または %（ MMSのとき）を押す。 デルモジ表示の確認：本文入力欄選択■  SB（メニュー） S

「デルモジ表示」選択 S% 
対応機のときの、受信側での表示状態を

設定： AP.13-12

下書きに保存する： AP.13-12

成する： AP.13-13 
どを行う。

 MS）： AP.13-10

 MS）： AP.13-11     

。

す。 

閉じても、送信は中止されません。

するときは、未送信ボックス内の該当

（キャンセル） B（ Yes）の順に押し

によっては、キャンセルできないこと

入力欄を選び &を押すと、カタカナ入

入力することができます。

L270_insatsu.book 8 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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MMSのときは、件名入力画面が表示されます。（ %の代わ

りにダイヤルボタンを押しても、件名入力画面を表示でき

ます。） 

.

 
SMSのときは、このあと操作７へ進みます。

宛先の修正：■  AP.13-9 
6 件名を入力し、 %を押す。 

.最大全角 13文字（半角カタカナ 13文字、半角英数字 40文

字）まで入力できます。 
7

 

%を押したあと、メールの本文を入力する。 

%の代わりにダイヤルボタンを押しても、本文入力画面を

表示できます。

文字の入力方法：■  AP.3-5

署名の入力：本文入力画面で■  B（メニュー） S「その他」選

択 S%S「署名」選択 S% 
, 自動挿入を「 On」にしているときは、署名が 自動的に挿

入されます。（ AP.13-26） 

8

 

%を押す。 

.

 

SMSのときや、ファイルを添付しない

ときは、このあと操作 10へ進みます。

メ ール 本 文の 修 正：本文 入 力欄 選択■  
S%S本文修正 S%
文字サイ ズ／文字色の変更：本文入力■

欄選択 SB（メニュー） S「文字サイ

ズ」／「文字色」選択 S%S文字サイ

ズ／文字色選択 S% 

, スライド作成機能（ AP.13-28）を「 On」にしていると

き、 MMSで利用できます。

メール本文の削除：本文入力欄選択■  SB（メニュー） S「本

文消去」選択 S%

,受信側がデルモジ

確認できます。

送信オプションの■

作成したメールを■

テンプレートを作■

9ファイルの添付な

ファイルの添付（■ M
スライドの作成（■ M

11110000 A（送信）を押す
メールが送信されま

.送信中に 705SHを

送信をキャンセル

メールを選び、 A
ます。（タイミング

があります。）

補足 X 件名入力欄や本文

力モードで文字を



 

13-9

メ 
l

ル 
13

電話帳からメールを作成する 宛先入力時にできること

るときは、メール作成画面で次の操作を

「宛先追加」選択 S%S宛先入力

 

る：上記操作のあと $ 

きます。

 Cc」、「 Bcc」）を変更するときは、メー

を行います。

宛先選択 SB（メニュー） S「 Toへ

更」／「 Bccへ変更」選択 S% 
ると、メールのコピーが送信されます。

cc」に設定した相手の電話番号／ E-mail
信先には表示されません。

ときは、メール作成画面で次の操作を行

宛先選択 S%S宛先修正 S% 
る：上記操作のあと $

、メール作 成画面で 次の操作を 行いま

宛先選択 SB（メニュー） S「削除」

」選択 時に「 全件削 除」 選択 S%S

る：上記操作のあと $

レスを入力したときは、件名や本文に絵

ナを入力しないでください。受信側で正

ことがあります。

L270_insatsu.book 9 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
■電話帳を呼び出し、次の操作を行います。 

.電話番号のとき

電話番号選択 S%S「メール作成」選択 S%SbSメー

ル作成（ AP.13-8操作５以降） 

.

 
E-mailアドレスのとき 
E-mailアドレス選択 S%SbSメール作成（ AP.13-

8操作５以降）

相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいると

■サービスセンターにメールが保管され、送信が終了するか、有

効期限までくり返し配信します。（リトライ機能） 

.サービスセンターで保管する期間（有効期限）は設定できま

す。（ AP.13-27）

設定された有効期限内に相手が受信しないとき、メールは削

除されます。

送信に失敗すると

■送信に失敗したメールがあるときは、「 ;」とインフォメーショ

ンが表示されます。再送するときは、インフォメーション画面

で、次の操作を行います。 
%Sメール選択 S%SA（再送信） SB（ Yes）

■自 動再送を「 On」にしている ときは、自動的に最大２回 まで

再送されます。（ AP.13-25） 

.２回続けて送信に失敗したメールは、以降自動では再送でき

ません。送信する必要があるときは、上記の再送信の操作で

手動で再送してください。 

.自動再送するときまれに、同じメールが２通送信されること

があります。

■他の宛先を追加入力す

行います。

宛先欄選択 S%S
（ AP.13-7操作４）

,メール作成画面に戻

. 最大 20件まで入力で

■宛先タイプ（「 To」、「

ル作成画面で次の操作

宛先欄選択 S%S
変更」／「 Ccへ変

.「 Cc」や「 Bcc」にす

「 Bcc」にすると、「 B
アドレスは、他の送

■宛先を変更／修正する

います。

宛先欄選択 S%S
,メール作成画面に戻

■宛先を削 除すると きは

す。

宛先欄選択 S%S
選択 S% 
,全 宛先削 除：「削除

B（ Yes） 

,メール作成画面に戻

注意 X 宛先に E-mailアド

文字や半角カタカ

しく表示されない



 

ムービーを添付する 

を選び、 %を押す。 

付」を選び、 %を押す。
ビ ーの撮影：「ビデ オカメラ 起動」選択 

撮影 開始） S%（撮影 終了） S「添 付」

本体」／「メモリカード」選択 S%（操

び、 %を押す。

 

選び、 %を押す。 

、 %を押す。

／予定」を選び、 %を押す。 

れている日を選び、 %を押す。 
 %を押す。

を添付する 

イル」を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。

画像／サウンドファイルなどを添付する

ァイルを削除する

の操作を行います。

メニュー） S「ファイル削除」選択 

L270_insatsu.book 10 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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MMSに画像やサウンドなどを添付して送信できます。 

.最大 20ファイルまで添付できます。ただし、メール本文など

と合わせて 300Kバイトを超えるときは、添付できません。 

.送信先が添付ファイルを受信できるかなど、あらかじめ送信先

のサービス対応状況などをご確認のうえ、操作してください。 

.ファイルの添付は、 P.13-8操作９で行います。操作後、メール

作成画面に戻りますので、メールの作成を完了し、メールを

送信してください。 
1

 

B（メニュー）を押したあと、「ファイル挿入」を

選び、 %を押す。 
2 画像を添付する 

1「画像」を選び、 %を押す。 

2フォルダを選び、 %を押す。
添付する画像を撮影：「カメラ起動」選択■  S%S
%（撮影） S%（操作完了） 

,保存先選択画 面表示時：上記操作のあと保存先選択 
S%

 

3画像を選び、 %を押す。
データサイズの大きい■  JPEG画像選択時：圧縮サイズ

選択 S%

サウンドを添付する 
1「サウンド」を選び、 %を押す。 

2フォルダを選び、 %を押す。
添付するサウンドの録音：「ボイスレコーダー起動」選■

択 S%S%（録音開始） S%（録音終了） S「添付」

選択 S%S「本体」／「メモリカード」選択 S%（操

作完了） 
3サウンドを選び、 %を押す。

1「ムービー」

2「ムービー添
添付 するムー■

S%S%（

選択 S%S「

作完了） 

3ムービーを選

電話帳を添付する

1「電話帳」を

2電話帳を選び

予定を添付する 
1「カレンダー

2予定が登録さ

3予定を選び、

その他のファイル

1「その他ファ

2ファイルを選

添付フ

■メール作成画面で、次

ファイル選択 SB（

S%
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.以下の操作は、 P.13-8操作９で行います。  
す。 
選び、 %を押す。 

たは「前に追加」

。

が表示されます。 

ぶと入力済の本文
ドになり、２ 件目

されます。 
と１件目のスライドが追加され、入力

のスライドになります。 
イルの添付を行う。 

るときは、操作１〜４をくり返します。
の表示： f
間設定： f（スライド画面選択） S本文

ファイル選択 SB（メ ニュー） S「スラ

択 S%S表示時間選択 S% 
入力する：表示時間選択時に「オリジナ

S表示時間入力 S%
ルの位置変更（画像／ムービーだけ）：添

B（メニュー） S「上に移動」／「下に

 f（スライド画面選択） S本文入力欄ま

選択 SB（メニュー） S「スライド削除」

es）

 f（スライド画面選択） S添付ファイル

ー） S「画像変更」／「サウンド変更」／

択 S% 

ァイルの添付を行います。

 f（スライド画面選択） S添付ファイル

ー） S「画像削除」／「ムービー削除」／

「ファイル削除」選択 S%

添付ファイルを追加する
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スライドと は、メール の本文と画像 ／サウンドな どの添付

ファイルを１つにまとめたものです。このスライドを２件以

上作成すると、スライドの順番に受信側で連続表示できます。 
.あらかじめ、スライド作成機能を「 On」にしておいてくださ

い。（ AP.13-28） 

.スライドは最大 20 件まで作成できます。ただし、メール本文

などと合わせて 300Kバイトを超えるときは、作成できません。 

.スライドは複数のファイルを添付して、自動的に作成するこ

ともできます。 

.スライド作成機能が「 Off」のときや、送信先がスライドメー

ルに対応していないときは、スライドではなく、添 付ファイ

ルとして送信されます。 

.スライド１件につき登録できるファイルは、次のいずれかです。 

,画像（１ファイル）＋サウンド（１ファイル） 

,画像（１ファイル） 

,サウンド（１ファイル） 

,ムービー（１ファイル） 

1B（メニュー）を押
2「スライド追加」を

3「後ろに追加」ま
を選び、 %を押す
スライドの入力画面

.「後ろに追加」を選
が１件目のスライ

のスライドが追加

.「前に追加」を選ぶ

済の本文が２件目

4本文の入力／ファ

.スライドを追加す
他のスライド画面■

スライドの表示時■

入力欄または添 付

イド表示時間」選

,表示時間を手動で

ル設定」選択 S%
本文と添付ファイ■

付ファイル選 択 S
移動」選択 S%
スライドの削除：■

たは添付ファイル

選択 S%SB（ Y
ファイルの変更：■

選択 SB（メニュ

「ムービー変更」選

,上記操作のあとフ

ファイルの削除：■

選択 SB（メニュ

「サウンド削除」／

■メール作成画面で、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「フ ァイル挿入」選 択 S%S P.13-10

操作２ 

.スライド作成機能（ AP.13-28）を「 Off」（お買い上げ時の

状態）にしているときは、ファイルの種類にかかわらず、通

常の添付ファイルとして追加されます。 

.スラ イド作成機能 を「 On」にしている ときは、すでに添 付

されているファイルと追加するファイルの種類によって、ス

ライド（ A下記）として添付されます。

スライドを作成する



 

せずに下書きとして保存します。 

きは、下書きを保存できません。不要

.13-20）したあと、操作してください。 

操作８のあとのメール作成画面で行い

押す。 
選び、 %を押す。

存されます。

いたメールを送信します。 

、 %を押す。

保存されているメールの一覧画面が

の情報確認：メール選択 SB（メニュー） 

パティ」選択 S% 
操作のあと %

の削除：メール選択 SB（メニュー） S
B（ Yes）

送信オプションを設定する 下書きを利用する

下書きに保存する

きは、宛先タイプ（「 To」、「 Cc」、「 Bcc」）

順番が変わることがあります。

を送信する
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SMS／ MMSの送信オプションを設定します。 

.送信オプションで設定した内容は、作成中のメール１件だけ

に有効となります。 

.以下の操作は、 P.13-8操作８のあとのメール作成画面で行いま

す。操作後、メール作成画面に戻り、メールを作成／送信し

てください。

■宛先がボーダフォン携帯電話のときに利用できます。 

D

 
Off（入手しない） 

B（メニュー） S「送信オプション」選択 S%S「配信

確認」選択 S%S「 On」（入手する）／「 Off」（入手し

ない）選択 S%
メール作成画面に戻る：上記操作のあと■  $ 

D最大 
B（メニュー） S「送信オプション」選択 S%S「有効

期限設定」選択 S%S期限選択 S%
メール作成画面に戻る：上記操作のあと■  $

■ SMSでは「普通」以外は利用できません。（設定すると MMSになります。） 
D普通 

B（メニュー） S「送信オプション」選択 S%S「優先

度」選択 S%S優先度選択 S%
メール作成画面に戻る：上記操作のあと■  $ 

.優先度を設定しても、送信速度は変わりません。

作成したメールを、送信

.保存するメモリがないと

なメールを削除（ AP

.以下の操作は、 P.13-8

ます。 
1

 

B（メニュー）を

2「下書きへ保存」を
下書きフォルダに保

下書きとして保存してお

1「下書き」を選び
下書きフォルダ内に

表示されます。
下書きしたメール■

S「メールのプロ

,確認の終了：上記

下書きしたメール■

「削除」選択 S%S

配信確認
送信メールの配信状況を配信レポー ト（ AP.13-

14）として入手するかどうかを設定します。

有効期限設定
送信したメールを センターに保存する 期限を設定
します。

優先度 優先度を設定します。

作成したメールを

注意 X MMSを保存したと

や添付ファイルの

下書きしたメール

メニュー X メール
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2 メールを選び、 %を押す。 2テンプレートを選び、 %を押す。
が入力された状態で、メール作成画面

信する。 

信方法は、メールの作成時（ AP.13-

です。

ートの再保存：修正後 B（メニュー） S
存」選択 S%S「新規に保存」／「上書

択時：上記操 作のあと、テンプレート名

と、受信画面の

ションが表示さ

）  
ポジションのとき

プンポジションに

のあと、イ ンフォ

されます。 

び、 %を押す。

が表示されます。 

で %を押しても、

面が表示されます。

ダ表示時（ AP.13-

%

る

L270_insatsu.book 13 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
下書きの内容が入力された状態で、メール作成画面が表示

されます。 
3 メールを修正／送信する。 

.メールの修正／送信方法は、メールの作成時（ AP.13-

7〜 P.13-8）と同様です。 

.送信したメールは、下書きから削除されます。

修正した下書きの再保存：修正後■  B（メニュー） S「下書

きへ保存」選択 S%S「新規に保存」／「上書き保存」選択 

S%

作成したメールをひな形として登録します。 
.以下の操作は、 P.13-8操作８のあとのメール作成画面で行い

ます。 
1

 

B（メニュー）を押す。 
2「テンプレートへ保存」を選び、 %を押す。 
3 テンプレート名を入力し、 %を押す。 

1「テンプレート」を選び、 %を押す。
テ ンプ レー ト の情 報確 認： テ ンプ レー ト選 択■  SB（メ

ニュー） S「メールのプロパティ」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと % 

テンプレートの内容

が表示されます。 
3メールを修正／送

.メールの修正／送

7〜 P.13-8）と同様

修正したテンプレ■

「テンプレートへ保

き保存」選択 S% 
,「新規に保存」選

入力 S% 

1メールを受信する

あとインフォメー

れる。（「 z」点灯

. 705SH がクローズ

は、受信中にオー

すると、受信画面

メーションが表示

2「新着メール」を選
メールのリスト画面

.メールの受信画面

メールのリスト画

受信ボックスフォル■

4）：フォルダ選択 S

テンプレートを利用する

テンプレートを作成する

テンプレートを利用してメールを送信する

メニュー X メール

メール受信

新着メールを確認す



 

3 メールを選び、 %を押す。

る MMSが送られてくると、サービ

れ、メッセージの一部（先頭部分）

携帯電話に送信されます。 

通知）は、受信ボックスのリスト画面

ます。 

を選び、 %を押す。

ォルダ表示時：フォルダ選択 S% 
ているメールを選び、 %を押す。  

。

ります。 

ールのメッセージ画面が表示されます。
中に A（キャンセル） SB（ Yes）

MMSの続きを受信する

時蓄積される条件 

 

とき　など

利用して、 MMSの続きを受信することも

P.13-15）  
てきたときに、サービスセンターに蓄積

受信することもできます。 

時：ホームネットワーク自動受信

には、ボーダフォン携帯 電話の電話番号

ールは、自動的に受信す るように設定さ

電話番号のみ自動） 

ローミング自動受信（ AP.13-25）

るメールは、受信できません。

L270_insatsu.book 14 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
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メッセージ画面が表示されます。 

.デルモジ表示（ AP.13-17）に対応

したメールのときは、文字が 3D表示

されます。 
3D表示されないように設定すること

もで きます。（受信 ボックス表示設

定： AP.13-17）
続きのある■  MMSの受信： A右記

受信したメールの利用：■  AP.13-16

下記のいずれかに該当す

スセンターに一時蓄積さ

がお客様のボーダフォン

.続きのある MMS（ MMS
に「 L」が表示されてい

1「受信ボックス」
受信ボックスをフ■

2「 L」が表示され

3A（受信）を押す
メールの受信が始ま

.受信が終わると、メ
受信の取消：受信■

補足 X 受信画面やインフォメーションが表示されていないときは、

受信ボックスから確認できます。（ AP.13-16）

配信レポートを確認する

■配信確認（ AP.13-12、 P.13-25）を「 On」にしてメールを送

信 したとき は、サービスセ ンターか らメールの 配信状況の レ

ポートが届きます。このレポートは、インフォメーション画面

（ AP.13-13）で次の操作を行うと、確認できます。

「配信確認」選択 S%S配信レポート未読メール選択 S
%SA（レポート） 

, レポートが複数あるとき：上記操作のあと %S$S レ

ポート選択 S%

待受画面以外でメールを受信すると

■メール通知音が鳴り、画面の１行目に受信した旨のメッセージ

が表示されます。

（「○○様からメールが届いています」など） 

.メッセージを表示しないようにしたり、表示内容や、通知音

の有無を設定することができます。

（メールお知らせ設定： AP.13-26）

■待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。 

サービスセンターに一

,宛先が複数あるとき

,添付ファイルがある

補足 X .メールリストを

できます。（ A

. MMSが送信され

せず、自動的に

, 日本国内使用

（ AP.13-25）

お買い上げ時

で受信したメ

れています。（

, 海外使用時：

メニュー X メール

注意 X 300Kバイトを超え
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を利用して、メールサーバー内の

除できます。

（ Yes）

きを受信： B（メニュー） S「全メール

B（ Yes） 

ールリストから削除され、受信ボックス

 AP.13-17）、続きを受信す ることもで

ニュー） S「サーバーメール転送」

択 S%S転送先入力（ AP.13-7操

ニュー） S「削除」選択 S%S

メールを削除： B（メニュー） S「全メー

S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%S

ニュー） S「メールのプロパティ」

操作のあと %

メールリストを受信する メールリストを利用する 

きを受信します。

のメールをボーダフォン携帯電話番号／
ど他の E-mailアドレスに転送します。

内のメールを削除します。

内のメールの詳細情報を確認します。
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サービスセンターに一時蓄積されているメールの一覧

（メールリスト）を受信します。 

1「サーバーメール操作」を選び、 %を押す。
以 前受信 したメ ールリ スト の確認：「メール リス ト」選択■  
S%

サー ビスセンターに 一時蓄積されて いるメールをす べて受■

信する：「メール全受信」選択 S%SB（ Yes）（操作完了）

サー ビスセンターに 一時蓄積されて いるメールをす べて削■

除する：「メール全削除」選択 S%S操作用暗証番号（４ケ

タ）入力 S%SB（ Yes）（操作完了） 

, メールの件数によっては、削除に時間がかかることがあり

ます。 
2「メールリスト更新」を選び、 %を押す。 

3

 

B（ Yes）を押す。

受信が始まります。受信が終わると、メールリストが表示

されます。 

.以前受信したメールリストがあるときは、メールリスト

が更新されます。
更新中の取消：■  A（キャンセル） SB（ Yes）

メールリストを利用する：■  A右記

受信したメールリスト

メールを受信／転送／削

メール選択 S%SB
すべての■  MMSの続

受信」選択 S%S
.受信したメー ルは、メ

に保存されます。 

.メー ルを複数選択し（

きます。

メール選択 SB（メ

選択 S%S宛先欄選

作４） SA（送信）

メール選択 SB（メ

B（ Yes）

すべてのサーバー■

ル削除」選択 S%
B（ Yes）

メール選択 SB（メ

選択 S%
確認の終了：上記■

メニュー X メール

サーバーメール容量を確認する

■サーバーメールの容量を確認するときは、上記操作１のあと次

の操作を行います。

「サーバーメール容量」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと $ 
, サーバーメール容量確認中の更新： %SB（ Yes）

MMSの続きを
受信する 

MMSの続

サーバー
メール転送

サーバー内
パソコンな

サーバー
メール削除

サーバー

メールの
プロパティ

サーバー



 

2メールを選び、 %を押す。 

いるときは、 %を押すと画像が表示さ

ている画像のサイズが大きいときは、

いことがあります。 

」、「テンプレート」を選んだときは、

）画面が表示されます。（ AP.13-7）
： e
： B（メニ ュー） S「文字 サイズ」選択 
選択 S%
未送信ボ ックスを除 く）： B（メニ ュー） 
」（下 書き／テンプ レートのと き：「プレ

 S% 
中に %

ー（下書き、未送信ボックス、テンプレー

ニュー） S「コピー」選択 S%S「アド

／「本文」選択 S% 

： g（開始位置選択） S%Sg（終了

面に貼り付けることができます。

キストファイルは、正しく表示できない

送信ボックス内のメールを編集する

みボックス」または「未送信ボック ス」

、次の操作を行います。

ニュー） S「編集と送信」／「編集」

13-8操作５以降
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1「受信ボックス」、「下書き」、「テンプレート」、「未
送信ボックス」、「送信済みボックス」のいずれかを

選び、 %を押す。

リスト画面が表示されます。

受信画面表示時：■  %
フォルダ表示時：フォルダ選択■  S%

メールの詳細情報の確認（未送信ボックスを除く）：メール■

選択 SB（メニュー） S「メールのプロパティ」選択 S% 
, 情報の続きを確認：上記操作のあと b 
, 確認の終了：上記操作のあと %

メ ール アド レス の確 認（受信 ボッ クス ／送信 済み ボッ ク■

ス）：メール選択 SB（メニュー） S「メールアドレス表示」

選択 S%Sメールアドレス選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと $S$S$ 

, 上記操作の あと B（メニュー ）を押すと、メールアドレ

スのコピーや電話帳登録、振り分けフォルダの登録が行え

ます。 

.画像が添付されて

れます。添付され

画像を表示できな

.操作１で「下書き

メール作成（修正
画面のスクロール■

文字サイズ の変更■

S%S文字サイズ

スライドの 表示（■

S「スライ ド再生

ビュー表示」）選択

,確認の終了：再生

メール内容のコピ■

トを除く）： B（メ

レス」／「件名」

,本文／件名選択時

位置選択） S% 

,このあと、他の画

（ AP.3-12）

メールの利用

メールの内容を確認する

メニュー X メール

注意 X 添付されているテ

ことがあります。

送信済みボックス／未

■左記操作１で「送信済

を選び %を押したあと

メール選択 SB（メ

選択 S%SbS P.
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を複数選択すれば、一括して保護／

切替、フォルダ移動などができます。 

 %を押す。
フォルダ選択 S% 
（チェック）を押す。

クが「 2」に変わります。

が表示されているメール選択 SA（解除） 
、必要なメールを選択する。 

削除などを行います。

除：「 2」が表示さ れているメール選 択 S
「全チェック解除」選択 S%

開封にしたり、まだ読んでいない

替えられます。 

を選び、 %を押す。

フォルダ選択 S% 
未開封／開封済みにする 

、 B（メニュー）を押す。

開封／開封済みにする 

選択し（ A上記操作２以降）、 
）を押す。 

.13-18操作４へ進みます。

デルモジ表示について メールを複数選択する

封済みにする

L270_insatsu.book 17 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
メール本文内に絵文字や顔文字、対応の単語（「おはよう」、

「食事」、「新幹線」など）があるときに次の操作を行うと、 
3Dアニメーションを表示することができます。

（メール本文の先頭 150文字） 
.以下の操作は、 P.13-16操作１のあとのメールリスト画面で行

います。 
1 メールを選び、 %を押す。 
2

 

B（メニュー）を押す。 
3「デルモジ表示」を選び、 %を押す。

デルモジ表示の中止：■  A（通常） 

.デルモジ表示は、 %を押すたびに一時停止⇔再生します。

■デルモジ表示設定 

D未読のみ表示

「常にデルモジ表示」／「未読のみ表示」／「デルモジ表

示しない」選択 S% 

D白色／標準

文字の背景色を設定する

「背景色設定」選択 S%S色選択 S%

文字の表示スピードを設定する

「描画速度設定」選択 S%Sスピード選択 S%

同じフォルダ内のメール

削除、未開封／開封済み

1フォルダを選び、

フォルダ表示時：■

2メールを選び、 A
メールの左端のマー

選択の解除：「■  2」

3操作２をくり返し

.このあと、保護／

すべての選択の 解■

B（メニュー） S

一度読んだメールを未

メールを開封済みに切り

1「受信ボックス」
フォルダ表示時：■

2 メールを１件ずつ

1メールを選び

複数のメールを未

1メールを複数

B（メニュー
.このあと、 P

受信ボックス
表示設定

受信ボックスのメ ールをデルモジ表示 するかどう
かを設定します。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S デルモジ表示設定 S 受信ボックス表示設定

背景色／描画
速度設定

文字の背景色や文 字が表示されるスピ ードを設定
します。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S デルモジ表示設定

メニュー X メール

未開封にする／開

メニュー X メール



 

3「メール管理」を選び、 %を押す。 

を選び、 %を押す。

フォルダ選択 S% 
を押す。  

押す。 
 を押す。
示されます。 
、 %を押す。

されます。 
 %を押す。

 AP.13-7操作４  

。

す。 

るときは、転送するメールに自動的に

メールを転送する

時蓄積されているメールを転送する

MS通知メール（「 L」表示）があるとき

す。 
択 SB（メニュー） S「サーバーメー

上記操作５以降 

転送できないことがあります。
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4「未開封にする」または「開封済みにする」を選び、 
%を押す。 

1「受信ボックス」を選び、 %を押す。

フォルダ表示時：フォルダ選択■  S% 
2 メールを選び、 %を押す。

送信元だけに返信：■  A（返信） S操作６へ 

, このときは、本文の引用はできません。 
3

 

B（メニュー）を押す。 
4「返信」または「全員へ返信」を選び、 %を押す。 

.

 

MMSで一度に送信できる宛先は、最大 20人です。 

.「全員へ返信」を選ぶと、すべての送信先（ To／ Cc）に

同じ内容のメールを一度に返信できます。（メールによっ

ては、「全員へ返信」が表示されないことがあります。） 
5「返信」または「引用付き返信」を選び、 %を押す。

メール作成画面が表示されます。 

.「引用付き返信」を選ぶと、返信元のメールの本文を引用

できます。 
6 返信メールを作成／送信する。（ AP.13-8操作５以降） 

1「受信ボックス」
フォルダ表示時：■

2メールを選び、 %

3B（メニュー）を
4「転送」を選び、%

メール作成画面が表

5宛先入力欄を選び

宛先選択画面が表示

6転送先を入力し、

宛先の入力方法：■

7A（送信）を押す
メールが転送されま

.添付ファイルがあ

添付されます。

メールを返信する

メニュー X メール

補足 X「全員へ返信」を行うと、お客様の 705SHにもメールが送

信されることがあります。

メニュー X メール

サービスセンターに一

■受信リスト画面に、 M

に、次の操作を行いま

MMS通知メール選

ル転送」選択 S%S
. メールによっては、
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や E-mail アドレスが含まれていると

をかけたり、メールを送信できます。

／「 https://」／「 rtsp://」で始まる

いるときは、インターネットに接続

が反転表示するものだけ利用できます。 

未送信ボックス」、「送信済みボッ

を選び、 %を押す。
フォルダ選択 S% 
を押す。 

lアドレス、 URLが含まれているメール

。 
話番号の利用） 

び、 %を押す。 

「 TVコール」を選び、 %を押す。

（ E-mailアドレスの利用） 
携帯電話の電話番号または E-mail
び、 %を押す。 

」を選び、 %を押す。
／送信方法： bS P.13-8操作５以降

接続する（ URLの利用）  
 %を押す。  
押す。

トに接続されます。 

始まるアドレスのときは、動画／音楽

ングされます。（ AP.14-10）

メール内の電話番号／ E-mailアドレス／ URLを利用する 電話発信／メール送信／インターネット接続を行う

L270_insatsu.book 19 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
メールの送信先／送信元の電話 番号／ E-mail アドレスを電

話帳に登録し ます。また、メールの 本文に含まれる 電話番

号も登録できます。 

.本文に含まれる電話番号は、 eで選んだときに文字が反転表

示するものだけ利用できます。 

1「受信ボックス」、「未送信ボックス」、「送信済みボッ
クス」のいずれかを選び、 %を押す。

フォルダ表示時：フォルダ選択■  S% 
2 メールを選び、 %を押す。 
3 送信元／送信先の電話番号／ E-mailアドレスを登録する 

1

 
B（メニュー）を押す。 

2「電話帳に登録」を選び、 %を押す。 
3電話番号または E-mailアドレスを選び、 %を

押す。

本文中の電話番号／ E-mailアドレスを登録する 
1電話番号または E-mailアドレスを選び、 %を

押す。 

2「電話帳に登録」を選び、 %を押す。 
4「新規作成」を選び、 %を押す。

電話番号や E-mailアドレスが、電話帳の該当する項目に入

力されます。他の項目を入力し、電話帳の登録を完了して

ください。（ AP.4-4）
追加登録時：電話帳選択■  S%SA（保存）

メール本文に 電話番号

きは、その画面から電話

また、 URL（「 http://」
アドレス）が含まれて

できます。 
.

 

eで選んだときに、文字

1「受信ボックス」、「
クス」のいずれか

フォルダ表示時：■

2メールを選び、 %
.電話番号や E-mai

を選んでください

3 電話をかける（電

1電話番号を選

2「発信」または

メールを作成する

1ボーダフォン

アドレスを選

2「メール作成
メールの作成■

インターネットに

1URLを選び、
2B（ Yes）を

インターネッ

.「 rtsp://」で

がストリーミ

電話帳に登録する

メニュー X メール

メニュー X メール



 

は、削除されません。 

「下書き」、「テンプレート」、「未

送信済みボックス」のいずれかを

フォルダ選択 S% 
 

、 B（メニュー）を押す。

除する 

選択し（ AP.13-17操作２以降）、 

）を押す。 
 を押す。  

。

メールを保護する メールを削除する

削除する

、削除に時間がかかることがあります。

時蓄積されているメールを削除する

MS通知メール（「 L」表示）があるとき

す。 
択 SB（メニュー） S「サーバーメー

B（ Yes） 

削除できないことがあります。
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削除したくない 受信メールや送 信済メールを個別 に保護で

きます。 

.保護されているメールは、削除されません。 

1「受信ボックス」、「テンプレート」、「送信済みボッ
クス」のいずれかを選び、 %を押す。

フォルダ表示時：フォルダ選択■  S% 
2 １件ずつ保護する 

1メールを選び、 B（メニュー）を押す。 
.保護解除するときは、保護されているメール（「 v」

表示）を選んでください。

複数のメールを保護する 

1メールを複数選択し（  AP.13-17操作２以降）、 
B（メニュー）を押す。 

3「保護」または「保護解除」を選び、 %を押す。
保護されたメールには、「 v」が表示されます。 

.保護されているメール

1「受信ボックス」、
送信ボックス」、「

選び、 %を押す。

フォルダ表示時：■

2 １件ずつ削除する

1メールを選び

複数のメールを削

1メールを複数

B（メニュー

3「削除」を選び、%
4B（ Yes）を押す

メニュー X メール

メールを指定して

メニュー X メール

補足 X メールによっては

サービスセンターに一

■受信リスト画面に、 M
に、次の操作を行いま

MMS通知メール選

ル削除」選択 S%S
. メールによっては、
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（画像やサウンド、 vファイルなど）

存できます。 

または「送信済みボックス」を選

フォルダ選択 S% 
を押す。 

れているメールを選んでください。 
 B（メニュー）を押す。

認：「プロパティ」選択 S% 

操作のあと % 
ォルダへ保存」を選び、 %を押す。 
し、 %を押す。 

しないときは、そのまま %を押し、操

 
 を押す。
存され、メッセージ画面に戻ります。 

メモリが一杯のときは、確認メッセー

。不要なファイルを削除（ AP.8-9）

直してください。
存： B（メニ ュー） S「メモリ カードへ

「保存」選択 S%

メールをすべて削除する 添付ファイルをデータフォルダに保存する

L270_insatsu.book 21 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
1「受信ボックス」、「下書き」、「テンプレート」、「未
送信ボックス」、「送信済みボックス」のいずれかを

選び、 %を押す。
フォルダ表示時：フォルダ選択■  S% 

2
 

B（メニュー）を押す。 

.「テンプレート」、「下書き」、「未送信ボックス」を選んだ

ときは、このあと操作４へ進みます。 
3「メール管理」を選び、 %を押す。 
4「全件削除」を選び、 %を押す。

保護メールがあるとき：「全件削除」／「保護メール以外削■

除」選択 S% 
5 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。

メール内の添付ファイル

を、データフォルダに保

1「受信ボックス」
び、 %を押す。

フォルダ表示時：■

2メールを選び、 %
.ファイルが添付さ

3ファイルを選び、

ファイルの情報確■

,確認の終了：上記

4「添付をデータフ
5ファイル名を入力

.ファイル名を変更

作６へ進みます。

6「保存」を選び、%
データフォルダに保

.データフォルダの

ジが表示されます

したあと、保存し
メモリカー ドに保■

切替」選択 S%S

メニュー X メール

メニュー X メール



 

3「フォルダ名変更」を選び、 %を押す。

ティ設定時：操作用暗証番号（４ケタ）入

し、 %を押す。 
力できます。 

、分類（移動）できません。 

または「送信済みボックス」を選

 %を押す。
ティ設定時：操作用暗証番号（４ケタ）入

 

、 B（メニュー）を押す。

動する 

選択し（ AP.13-17操作２以降）、 
）を押す。 
作５へ進みます。 
選び、 %を押す。 
」を選び、 %を押す。 

 %を押す。

メールをフォルダで管理する（振り分けフォルダ）

に移動する
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送受信したメ ールを、相手や内容 などによってフォ ルダに

分類したり、アド レスや件名をも とに自動的に振り 分ける

ことができます。 

.あらかじめ、受信ボックス表示設定（ AP.13-4）または送信

ボックス表示設定（ AP.13-4）を「フォルダ表示」にしてお

いてください。 

.振り分けフォルダは、最大 20件作成できます。 

.お買い上げ時には、７ 件（フォルダ１〜フォルダ７）登録さ

れています。 

1「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選

び、 %を押す。 
2

 

B（メニュー）を押す。 
3「フォルダ新規作成」を選び、 %を押す。 

4 フォルダ名を入力し、 %を押す。 

.最大 10文字まで入力できます。 

1「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選

び、 %を押す。 
2 振り分けフォルダを選び、 B（メニュー）を押す。 

フォルダセキュリ■

力 S% 
4フォルダ名を入力

.最大 10文字まで入

.連結受信中のメールは

1「受信ボックス」
び、 %を押す。 
2フォルダを選び、

フォルダセキュリ■

力 S% 
3 １件ずつ移動する

1メールを選び

複数のメールを移

1メールを複数

B（メニュー
.このあと、操

4「メール管理」を
5「フォルダへ移動

6フォルダを選び、

フォルダを作成する

メニュー X メール

フォルダ名を変更する

メニュー X メール

メールをフォルダ

メニュー X メール
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しないと、フォルダ内のメールを確

とができます。 

ダ単位で設定できます。 

または「送信済みボックス」を選

 B（メニュー）を押す。 

定」を選び、 %を押す。

除：「セキュリティ解除」選択 S% 
４ケタ）を入力し、 %を押す。 

あると、フォルダは削除できません。

他のフォルダに移動するか、削除して

または「送信済みボックス」を選

 B（メニュー）を押す。 
 を押す。
定時： B（ Yes） 
４ケタ）を入力し、 %を押す。

指定したフォルダへメールを自動的に保存する フォルダにセキュリティを設定する

る

L270_insatsu.book 23 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
送受信し たメール を電話番 号や E-mailアド レスによ って、

指定したフォルダに自動的に振り分けます。

また、 MMSの件 名や SMSの本 文に含まれ る文字列に よっ

て、振り分けることもできます。 
.設定できる振り分け条件は、１フォルダにつき最大 20件です。 

.振り分け条件は、フォルダ番号が小さい方が優先されます。 

.設定後のメールに反映されます。 

1「受信メール」または「送信メール」を選び、 %を

押す。 
2 フォルダを選び、 %を押す。 

.迷惑メールフォルダは利用できません。
フォルダセキュリティ設定時：操作用暗証番号（４ケタ）入■

力 S% 
3 設定番号を選び、 %を押す。

振り分け条件の削除：設定番号選択■  SB（メニュー） S「削

除」／「設定リセット」選択 S%SB（ Yes） 
4 電話番号／ E-mailアドレスで振り分ける 

1「送信元」または「宛先」を選び、 %を押す。 

2宛先を入力し（ AP.13-7操作４）、 %を押す。
宛先の変更：設定番号選択■  SB（メニュー） S「宛先

変更」選択 S%S宛先入力（ AP.13-7操作４）

件名（ MMS）／本文（ SMS）に含まれる文字で振り分ける 
1「件名」を選び、 %を押す。 

2文字を入力し、 %を押す。 

.最大全角 13文字（半角カタカナ 13文字、半角英数字 
40文字）まで入力できます。

操作用暗証番号を入力

認できないようにするこ
.セキュリティはフォル

1「受信ボックス」
び、 %を押す。 
2フォルダを選び、

3「セキュリティ設
セキュリティの解■

4操作用暗証番号（

.フォルダ内にメールが

あらかじめ、メールを

おいてください。 

1「受信ボックス」
び、 %を押す。 

2フォルダを選び、

3「削除」を選び、%
メール振り分け設■

4操作用暗証番号（

メニュー X メール S 設定 S メール振り分け設定

メニュー X メール

フォルダを削除す

メニュー X メール



 

た相手に、待受画面から簡単にメー

 

ル宛先を登録しておいてください。 
登録している番号（ 1〜 9、 
を押す。  

す。

示されます。（宛先はあらかじめ入力

 

信する。（ AP.13-8操作５以降）

メール作成時に簡単メール宛先を登録する

していないときは、 P.13-7操作３のあと

登録できます。

選択 S%S未登録の番号選択 S%
操作２

する
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よくメールを送 信する相手を簡 単メール宛先に登 録してお

けば、待受 画面 から簡 単にメ ールを 送信で きま す。また、

メール作成時に利用することもできます。 

.最大 10件まで登録できます。 

1 番号を選び、 %を押す。

登録済の宛先変更：番号選択■  S%S宛先修正 S%S
B（ Yes）

登録済の宛先削除：番号選択■  SB（メニュー） S「削除」／

「設定リセット」選択 S%SB（ Yes） 
2 電話帳から宛先を選択する 

1「電話帳」を選び、 %を押す。 

2電話帳を選び、 %を押す。
電話帳の検索方法：■  AP.4-8「電話帳から電話をかけ

る」操作２〜３

宛先を直接入力する 

1「電話番号入力」または「メールアドレス入力」

を選び、 %を押す。 

2ボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mail
アドレスを入力し、 %を押す。

簡単メール宛先に登録し

ルを作成／送信します。
.あらかじめ、簡単メー

1簡単メール宛先に
0）のいずれか

2B（メール）を押
メール作成画面が表

されています。） 
3bを押す。 
4メールを作成／送

その他の機能

簡単メール宛先を登録する

メニュー X メール S 設定 S 簡単メール宛先設定

■簡単メール宛先を登録

で次の操作を行うと、

「簡単メール宛先」

SB（ Yes） S左記

簡単にメールを送信
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 705SHを使用するとき、設定してください。 
D手動受信

受信」選択 S%

ーダフォン携帯電話のときに利用できます。 
D

 
Off（入手しない）

「 Off」（入手しない）選択 S% 
ダフォン 携帯電話へのメール送信時には

届くよ うになりま す。メール作成 時に、

更することもできます。（ AP.13-12） 

D

 

Off

タ）入力 S%S「 On」／「 Off」選

メールフォルダ」が作成され、迷惑メー

存されるようになります。 

メールを受信したときは、着信音は鳴ら

ンも表示されません。  
だけに登録されている E-mail アドレスか

ールとして振り分けられます。

メールを自動再送する ローミング MMS をサー ビスセ ンター に蓄積せ ず自動 受信す
動受信するかを設定します。

S 設定 S 一般設定 

の配信状況を配信レポート（ AP.13-14）
するかどうかを設定します。

S 設定 S 一般設定 

録されていない電話番号／ E-mailアドレ
ールを、特定のフォルダに振り分けます。

S 設定 S 一般設定 
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圏外などの理 由で送信に失敗 したメールを、自動的 に再送

するように設定できます。 

.自動再送を「 On」にすると、一定の間隔をおいて最大２回再

送します。 

.

 
SMS／ MMSにかかわらず、登録（作成）した順にメールが再

送されます。 

.お買い上げ時には、「 Off」に設定されています。 

1「 On」を選び、 %を押す。

自動再送の解除：「■  Off」選択 S% 
, 自動再送の解除は、再送待ちのメールがない状態で行って

ください。

■日本国内で 705SHを使用するとき、設定してください。 
D電話番号のみ自動

「自動受信」／「電話番号のみ自動」／「手動受信」選択 
S%

■海外で

「自動受信」／「手動

■宛先がボ

「 On」（入手する）／

.「 On」にすると、ボー

常に、配 信レポート が

メールごとの設定を変

操作用暗証番号（４ケ

択 S% 
.「 On」にすると、「迷惑

ルがそのフォルダに保
.迷惑メールに 該当する

ず、インフォメーショ
. USIM カードの電話帳

らのメールは、迷惑メ

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S 自動再送

注意 X 自動再送は、海外などでローミング網を利用しているとき

でも有効となります。課金が高額になることがありますの

で、ご注意ください。 

SMS／ MMSのその他の共通設定

ホームネット
ワーク自動受信 

MMS をサービ スセン ターに 蓄積せず 自動受 信す
るか、手動受信するかを設定します。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S ホームネットワーク自動受信

自動受信 るか、手

メニュー X メール 

S ローミング自動受信

配信確認
送信メール
として入手

メニュー X メール 

S 配信確認

迷惑メール
設定

電話帳に登
スからのメ

メニュー X メール 

S 迷惑メール設定



 

表示内容設定：名前表示、通知音設定： On

 S%S「名前表示」／「アドレス表

表示」／「 Off」選択 S%

%S「 On」／「 Off」選択 S% 

D行単位

単位」／「全画面単位」選択 S% 

D自動設定

S」／「 MMS」選択 S%

署名
名前やアドレス など、メールの本文で使 う署名を メールお知らせ 待受画面 以外でメールを受信し たときの表示内容

（固定）を設定します。

S 設定 S 一般設定 

ジ画 面の スク ロー ルする 単位 を設 定し

S 設定 S 一般設定 

ルタイプ（ SMS／ MMS）を固定したり、
変更されるように設定します。

S 設定 S 一般設定 
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D自動挿入： Off

署名を入力する

「編集」選択 S%S署名入力 S% 
.署名は、最大全角 33 文字（半角カタカナ 33文字、 半角英数字 

100文字）まで入力できます。

自動挿入を設定する

「自動挿入」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S%
署名未入力で「■  On」を選んだとき：上記操作のあと、署名

入力 S% 

.自動挿入を「 On」にすると、メール作成時に自動的に署名が入

力されます。 

D

 

Off（削除しない）

「 On」（削除する）／「 Off」（削除しない）選択 S% 
.自動削除されるのは、受信ボックスに メールを保存するメモリ

がなくなったときです。このときは、古 い既読メールから自動

的に削除されますので、削除したく ないメールは、保護してお

いてください。（ AP.13-20） 
.ここでの 設定にかか わらず、送信済 みボックス内 のメールは、

自動的に削除されます。 

D

表示内容を設定する

「表示内容設定」選択

示」／「名前・件名

通知音を設定する

「通知音設定」選択 S

「行単位」／「半画面

「自動設定」／「 SM

作成できます。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S 署名

受信メール
自動削除

受信ボックス内 のメールを、古いものか ら自動的
に削除するかどうかを設定します。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S 受信メール自動削除

設定 や通知音

メニュー X メール 

S メールお知らせ設定

スクロール
単位

メ ッセー
ます。

メニュー X メール 

S スクロール単位

送信メール
タイプ

送信メー
自動的に

メニュー X メール 

S 送信メールタイプ
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SMSセンター番号を設定する

」選択 SB（メニュー） S「既定値

」を SMS センター番号に設定すると、自

値）」として登録されます。（それまでの

れます。） 

D最大

「１時間」／「６時間」／「１日」／

D通常サイズ表示

「全画面表示」選択 S% 
こでの設定は無効となります。 

SMS設定

ダフォ ンから変 更のお 知らせが ないと

でください。 

メールをセンターに保 存する期限を設定

S 設定 S MMS設定 

てきた画像の表示サイ ズを切り替えるこ
ます。

S 設定 S MMS設定 
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D最大

「最大」／「 30分」／「１時間」／「６時間」／「１日」／

「１週間」選択 S% 
.「設定１（既定値）」に設定した SMSセンター番号に、有効期限

が設定されます。 

D設定１（既定値）： +819066519300 

SMSセンター番号を追加する
「設定２」／「設定３」選択 S%S SMSセンター番号入

力 S% 

SMSセンター番号を変更する
「設定１（既定値）」／「設定２」／「設定３」選択 S%
S

 
SMSセンター番号変更 S% 

SMSセンター番号を消去する
「設定２」／「設 定３」選択 SB（メニュー） S「消去」

選択 S%SB（ Yes） 

「設定２」／「設定３

に設定」選択 S% 
.「設定２」 や「設定３

動的に「設定１（既定

番号は１つずつ下にず

「最大」／「 30分」／

「１週間」選択 S% 

「通常サイズ表示」／
.スライド再生時は、こ

有効期限設定
送信したメールを センターに保存する 期限を設定
します。

メニュー X メール S 設定 S SMS設定 

S 有効期限設定 

SMSセンター
番号 

SMSセンター番号を設定します。

メニュー X メール S 設定 S SMS設定 

S

 

SMSセンター番号

注意 X ご契約さ れたボ ー

きは、変更しない

MMS設定

有効期限設定
送信した
します。

メニュー X メール 

S 有効期限設定

画像表示設定
添付され
とができ

メニュー X メール 

S 画像表示設定



 

DOff（再生しない）

「 Off」（再生しない）選択 S% 

D保存して送信

保存しないで送信」選択 S% 

D制限なし

あり」選択 S% 

左記）を「 Off」にしているときにメー

あり」にすると、確認画面が表示されま

と、スライド作成機能は「 On」に変更さ

添付ファイル 添付されてきた画 像やサウンドを自動 的に表示／ スライド 添付され てきたスライドを自動 的に再生するかど
定します。

S 設定 S MMS設定 

撮影 直後 の画 像を メー ルで送 信す ると
を保存するかどうかを設定します。

S 設定 S MMS設定 

添付するファイルの種 類やメール形式を
外の電話機などとの互換性を高めます。

S 設定 S MMS設定 
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D画像： On（表示する）、サウンド： Off（再生しない）

画像の表示を設定する

「画像」選択 S%S「 On」（表示する）／「 Off」（表示し

ない）選択 S%

サウンドの再生を設定する

「サウンド」選択 S%S「 On」（再生する）／「 Off」（再

生しない）選択 S% 
.スライドメールのときは、ここでの 設定にかかわらず、表示／

再生されます。 

.

 
htmlメールのときは、ここでの設定は無効となります。 

Dスライド作成機能： Off、スライド表示時間：３秒

スライドメールの利用を設定する

「スライド作成機能」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S% 
.メール作成モード（ A 右記）を「制限あり」にしているとき

にスライド作成機能を「 Off」にすると、確認画面が表示されま

す。 B（ Yes）を押すと、メー ル作成モードは「制 限なし」に

変更されます。

スライド表示時間を設定する

「スライド表示時間」選択 S%S表示時間入力 S%  

「 On」（再生する）／

「保存して送信」／「

「制限なし」／「制限

.スライド作成機能（ A

ル作成モード を「制限

す。 B（ Yes）を押す

れます。

自動表示 再生するかどうかを設定します。

メニュー X メール S 設定 S MMS設定 

S 添付ファイル自動表示

スライドメール
設定

スライドメールの 利用やスライド表示 時間を設定
します。

メニュー X メール S 設定 S MMS設定 

S スライドメール設定

自動再生 うかを設

メニュー X メール 

S スライド自動再生

添付ファイル
送信時設定

カ メラで
き、画像

メニュー X メール 

S 添付ファイル送信時設定

メール作成
モード

メールに
制限し、海

メニュー X メール 

S メール作成モード
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次のとおりです。

情報画面

どの状態によっては、情報画面を表示で

ます。

一時保存用のメモリ）について

ューや情報は、「キ ャッシュメモリ」に

ャッシュメモリの容量は、あらかじめ定

が一杯になると古い情報から順に自動的

再度表示すると、サービスセンター内の

ッシュメモリに一時保存されている情報

あります。 

て いる 情報 は、有 効期 限 を過 ぎる と

ら消去されます。

スクロールバー

（ AP.14-6）

カーソル

（ AP.14-5）

情報の内容
フレーム対応情報画面
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ウェブとは、ボーダフォンライブ ! を利用したインターネッ

ト接続サービスです。 
.ボーダフォン携帯電話だけで、い ろいろなコンテンツにアク

セスしたり、情 報検索や、画像／サウンドの取得などが行え

ます。 

.ウェブを利用する前に、あらかじめネットワーク自動調整を

行ってください。（ AP.1-20） 

.情報画面の一部には、閲覧時に自動的に通信が行われるコン

テンツが含まれていることがあります。

このときは、パ ケット通信料が発生する可能性がありますの

で、十分ご注意ください。（通信中は「 [」が表示されます。）

通信を中止するときは $を押してください。

ウェブの情報画面例は、
ウェブについて

補足 X .ウェブは、 705SHでは「 Vodafone live!」と表示されて

います。 

.ウェブの利用には、別途ご契約が必要です。 

.ウェブのサービス内容や通信料など詳しくは、「 3G ガイ

ドブック」を参照してください。

注意 X 通信やサーバーな

きないことがあり

キャッシュメモリ（

■ウェブで入手したメ ニ

一時保存されます。キ

められていて、メモリ

に消去されます。 

. 一度見た情報画面を

情報ではなく、キャ

が表示されることが

. 有効 期限 が 指定 され

キャッシュメモリか
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■ SSLについて 

ーから項目を選び、情報を入手しま

!」を選び、 %を押す。

ューが表示されます。 

押しても 、ウェブのメインメニューが

ニューは、変更されることがあります。 
移動する。  

 

閉じても、通信は中断されません。

中に $ 
返し、閲覧する項目を順に選ぶ。

： AP.14-5 
ときは、 "を押したあと、 
。 

る

る

情報画面を表示する

に戻るときは、次の操作を行います。 

記操作のあと B（メニュー） S「進む」
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SSL（ Secure Socket Layerの略）とは、インタ ーネット

上でデータを 暗号化して送受 信する通信方法で す。一般的

に、クレジットカ ードの番号や 個人情報など、大切 な情報

を送受信する際に使用されます。 
705SHでは、あらかじめ認証 機関から発行された電子的な

証明書が登録 されています。この 証明書の内容を確 認する

こともできます。（ルート証明書： AP.14-14）

ウェブのメインメニュ

す。 

1「 Vodafone live

ウェブのメインメニ

.待受画 面で Aを

表示されます。 

.ウェブのメインメ

2項目にカーソルを

3%を押す。
通信が始まります。

.通信中に 705SHを

通信の中止：通信■

4操作２〜３をくり

情報画面での操作■

5ウェブを終了する

B（ Yes）を押す

SSL利用に関するご注意

■セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客

様 は自己の判 断と責任にお いて SSLを利用す ることに同意 さ

れたものとします。

お客様自身による SSLの利用に際し、ボーダフォンおよび認証

会社である日本ベリサイン株式会社、日本ボルチモアテクノロ

ジーズ株式会社、エントラストジャパン株式会社、日本ジオト

ラスト株式会社、 RSAセキュリティ株式会社、セコムトラスト

システムズ株式会社は、お客様に対し SSLの安全性などに関し

て何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負

うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

ウェブに接続す

メニューから接続す

メニュー X Vodafone live!

前／次の

■前に表示した情報画面

A（戻る） 

,元の画面に戻る：上

選択 S%



 

報画面の履歴を利用して、情報画面

で情報画面が記憶されます。最大件数

情報画面から順に自動的に削除されま

押す。

履歴選 択 SB（メニ ュー） S「プ ロパ

操作のあと %

信：履歴選択 SB（メニュー） S「 URL

 S%Sメール作成／送信（ AP.13-7操

ときは、 "を押したあと、 
。

情報画面の先頭や末尾の部分を表示する
履歴を利用して接続する

 S 履歴

ン順／日付順に並べ替える

次の操作を行います。 
べ替え」選択 S%S「ドメイン順」／

歴を削除する

次の操作を行います。

ュー） S「削除」選択 S%SB（ Yes） 
： B（メニ ュー） S「全件削除」選択 

番号（４ケタ）入力 S%SB（ Yes）
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これまでに表示した情

を表示します。 
.履歴には、最大 300件ま

を超えたときは、古い

す。 

1履歴を選び、 %を
履歴の情 報確認 ：■

ティ」選択 S% 
,確認の終了：上記

■ URL をメールで送

をメール送信」選択

作３以降） 
2ウェブを終了する

B（ Yes）を押す

■次の操作を行います。 
B（メニュー） S「その他」選択 S%S「先頭へジャン

プ」／「文末へジャンプ」選択 S%

セキュリティで保護されている情報画面について

■セ キュリティ で保護され ている情報 画面を表示 しようとす る

と 、確認画面 が表示さ れます。この ときは、次の 操作を行 い

ます。 
%  

.画面に「 W」が表示されます。 

.確認画面を表示しないように設定することもできます。

（セキュリティ確認画面： AP.14-14）

認証要求時の操作について

■情 報画面によって は、接続のために認 証（ ユーザー IDやパ ス

ワードの入力）を要求されることがあります。このときは、次

の操作を行います。

ユーザー ID／パスワード入力 S%SA（送信）

ヘルプ機能について

■情報画面で次の操作を行うと、利用できるボタン操作が表示さ

れます。 
B（メニュー） S「ヘルプ」選択 S% 
, 情報画面に戻る：上記操作のあと %

補足 X ウ ェブのメ インメニ ューや 情報画面 がキャ ッシュメ モリ

（ AP.14-2）に一時保存されているときは、サービスセン

ターとの通信は行わず、一時保存されている内容が表示さ

れることがあります。

メニュー X Vodafone live!

履歴をドメイ

■履歴のリスト画面で、

B（メニュー） S「並

「日付順」選択 S%

履

■履歴のリスト画面で、

履歴選択 SB（メニ
,すべての履歴の削除

S%S操作用暗証
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、カーソルを移動して項目を選びま

ダーラインが付いています。 

１段ずつ下または上に移動します。

目があるときは、 fを押すとカー

します。 

は、カーソルは表示されません。 

URLを入力してインターネットに接続する 作のしかた

る

b
Z

z

 

a
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インター ネットの ホームペー ジなどの URL（「 http://」／

「 https://」／「 rtsp://」で始まるアドレス）を入力して、情

報画面を表示します。 

.履歴を利用して接続することもできます。（ AP.14-4） 

1「 URL入力」を選び、 %を押す。 

2

 

URLを入力し、 %を押す。

情報画面が表示されます。
以前に入力した履歴から選択：■  B（メニュー） S「 URL 入

力履歴」選択 S%S URL選択 S% 
,

 
URL入力履歴は、新しいものから順に、最大 10件まで表示

されます。最大件数を超えたときは、古い履歴から順に消

去されます。 
3 ウェブを終了するときは、 "を押したあと、 
B（ Yes）を押す。

ウェブの情報画面では

す。選べる項目にはアン

eを押すと、カーソルが

また、同じ行に複数の項

ソルが右または左に移動

.選べる項目がないとき

メニュー X Vodafone live!

注意 X インターネットのホームページによっては、画面がうまく

表示されないことがあります。また、画像表示などパソコ

ンで見る内容と異なることがあります。

情報画面での操

カーソルを移動す

カーソル 

b

 

Z

z

 

a

 



 

は、下の画面例のように、文字を入

やメニューで項目を選択して、情報

ます。

画面を切り替える 情報画面内の文字入力や項目選択

字入力欄 
文字が入力できる部分です。 

の位置 にカーソ ルを合わせ て %
を押すと、文字入力画面が表示されます。

このあと文字を入力し、 %を押します。

択ボタン 
項目を選択する部分です。  

1（チェックボックス）にカーソルを合

わせて %を押すと、 Iに変わり選択され

ます。 

選択ボタンには、○（ラジオボタン）も

あります。

ニュー 
メニュー項目を選択する部分です。 

メニ ュー項目 にカー ソルを合 わせて %
を押すと 、項目を選択で きるようになり

ます。メニューには、連続して項目を選

択することで、複数の項目を選択できる

ものもあります。このようなメニューで

選択を終了する ときは $を押してくだ

さい。

行ボタン 
登録内容の送信やリセットなど、動作を

選択する部分です。 

の位置 にカーソ ルを合わせ て %

を押すと、 内に表示 されている動

作が行われます。
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■フレーム非対応（非表示）情報画面

下画面や上画面があるときは、画面の

右にスクロールバーが 表示されます。

スクロ ールバ ーの 白色の 部分が 現在

表示されている位置です。 
eを押すと、続きの画面が表示され、

スクロ ールバ ーの 白色の 部分も 移動

します。

■フレーム対応（フレーム表示）情報画面 
&を押すと、フレームを選択するこ

とができ ます。 eを押すと、選 択さ

れてい るフレ ーム 内の続 きの画 面が

表示されます。

入手した情報によって

力したり、選択ボタン

を返信できるものがあり

選択したフレームだけを表示する

■フレーム対応情報画面で、次の操作を行います。 
&（フレーム選択） SB（メニュー） S「フレームを

開く」選択 S% 
, フレーム表示に戻す：上記操作のあと $

スクロールバー

選択されているフレーム

文
.

.

選
.

.

.

メ
.

.

実
.

.
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押す。 

たは「お気に入りへ登録」が表示され

では、操作できません。 
録する 

ク」を選び、 %を押す。 

クに追加」を選び、 %を押す。 

力し、 %を押す。
する 

へ登録」を選び、 %を押す。 

力し、 %を押す。
入りあり（別名で登録）： A（ No） S
 S% 

： B（ Yes）

文字入力欄へ文字を入力すると（インプットメモリ） Sharp Space Townについて

かじ め登 録さ れて いる「 Sharp  Space
製ボーダフォン携帯電話専用のサイトで

多彩なコンテンツがあります。また、辞

ードできます。 

登録する

 S Vodafone live! S 情報画面を表示する 

てブックマークに登録する

ックマークに登録するときは、次の操作

ive!」選択 S%S「ブックマーク」選

ー） S「新規作成」選択 S%S URL
入力 S%
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よく利用する URL／情報画面を「ブックマーク」、「お気に

入り」に登録しておくと、簡単な操作で表示できます。 

.表示できる内容は、次のとおりです。 

1

 

B（メニュー）を

.「ブックマーク」ま

ないメニュー画面

2 ブックマークに登

1「ブックマー

2「ブックマー

3タイトルを入

お気に入りに登録

1「お気に入り

2タイトルを入
同名のお気に■

タイトル変更

, 上書き登録

■情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプット

メモリに登録されます。登録されたインプットメモリは、必要

な ときに呼び出して利用できます。（入力した暗証番号 は登録

されません。）

■インプットメモリは、新しいものから最大 20件まで記憶されて

います。 20件を超えたときは、古いインプットメモリから順に

消去されます。

インプットメモリを利用する

■文字入力できる状態で次の操作を行うと、選んだインプットメ

モリを文字入力欄に入力できます。 
B（メニュー） S「その他」選択 S%S「インプットメ

モリ」選択 S%S番号選択 S%

情報の利用

ブックマーク／お気に入りを利用する

機能名 内容

ブックマーク

情報画面の URLが登録されます。情報は、ウェブ

に接続することで確認できます。 

.フォルダで管理することもできます。

お気に入り

情報画面そのものが登録されます。情報は、ウェ

ブに接続せずに確認できます。 

.お気に入りには、気になる情報をメモ代わりに

登録すると便利です。 

■ブッ クマ ーク に あら

Town」は、シャープ

す。壁紙やゲームなど

書ファイルもダウンロ

URL／情報画面を

メニュー X Vodafone live!

URLを入力し

■直接 URLを入力してブ

を行います。 
%S「 Vodafone l
択 S%SB（メニュ

入力 S%Sタイトル



 

作１のブックマーク／お気に入りのリ

メニュー） S「編集」選 択 S%S
%Sタイトル入力 S%SA（保存） 

メニュー） S「編集」選 択 S%S
URL入力 S%SA（保存）

 

フォルダ作成」選択 S%Sフォルダ

メニュー） S「移動」選択 S%S
動先フォルダ選択 S%S%
クマークをフォルダから出す：フォルダ内

B（ メニュ ー） S「移動 」選択 S%S

メニュー） S「タイトル変更」選択 
力 S%

登録した情報画面を表示する ブックマーク／お気に入りの登録内容を編集する

や URLを変更します。

ークをフォルダで管理します。
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1 ブックマークを表示する 
1「ブックマーク」を選び、 %
を押す。
■ URLをメールで送信：タイトル選

択 SB（メニュー） S「 URLを

メール送信」選択 S%Sメール

作成／送信（ AP.13-7操作３以

降）

ブックマークの情報確認：タイト■

ル選 択 SB（メニ ュー） S「プ

ロパティ」選択 S% 
,確認の終了：上記操作のあと %

お気に入りを表示する 
1「お気に入り」を選び、 %を

押す。
お気に入りの情報確認：タイトル■

選択 SB（メ ニュ ー） S「プロ

パティ」選択 S% 

,確認の終了：上記操作のあと % 
2 タイトルを選び、 %を押す。 

.以下の操作は、左記操

スト画面で行います。

■ブックマークの編集

タイトルを変更する

タイトル選択 SB（

「タイトル：」選択 S

URLを変更する

タイトル選択 SB（

「 URL：」選択 S%S 

新規フォルダを作成する

B（メニュー） S「

名入力 S%

フォルダに移動する

タイトル選択 SB（

B（フォルダ） S移

フォルダ内のブッ■

のタイト ル選択 S
B（上へ） S%

フォルダ名を変更する

フォルダ選択 SB（

S%Sフォルダ名入

メニュー X Vodafone live!

情報画面表示中にブックマークを表示する

■次の操作を行います。 
B（メニュー） S「ブックマーク」選択 S%S「開く」

選択 S%Sタイトル選択 S%

ブックマークのリスト画面

お気に入りのリスト画面

タイトル／ 
URLの変更

タイトル

フォルダ管理 ブックマ
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■お気に入りの編集 4「保存」を選び、 %を押す。

スト画面が表示されます。

表示」／「再生」選択 S% 

操作のあと $

認：「プロパティ」選択 S% 

操作のあと %
ードの切替： B（メニュー） S「本体へ

カードへ切替」選択 S%
ォルダに保存：フォルダ選択 S%  

存されます。 

の内容によっては、保存後に利用でき

されることがあります。 

メモリが一杯のときは、空き容量がな

が表示されます。不要なファイルを削

たあと、保存し直してください。

のファイルがあるとき：「別名で保存」／

キャンセル」選択 S%

のリンクを選んだとき

の確認画 面が表示さ れることが ありま

ードするときは、次の操作を行います。 
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タイトル 選択 SB（メニュー） S「タ イトル変更」選択 
S%Sタイトル入力 S%

■ブックマーク／お気に入りの編集

タイトル 選択 SB（メ ニュー ） S「移動 」選択 S%S
e（移動先選択） S%

タイトル ／フォルダ選択 SB（メニュー） S「削除」選

択 S%SB（ Yes）

すべてのタイトル／フォルダの削除：■  B（メニュー） S「全

件削除」選択 S%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%S
B（ Yes）

情報内の画像やサウンドなどをデータフォルダに保存します。 

1

 

B（メニュー）を押す。 

2「ファイル操作」を選び、 %を押す。 

.情報内にファイルが１つしかないときは、このあと操作

４へ進みます。 
3 ファイルを選び、 %を押す。 

データフォルダのリ

ファイルの確認：「■

,確認の終了：上記

ファイルの情報確■

,確認の終了：上記

■ 705SH ／メモリカ

切替」／「メモリ

新しく作成したフ■

5%を押す。
データフォルダに保

.保存したファイル

るメニューが表示

.データフォルダの

い旨のメッセージ

除（ AP.8-9）し

フォルダ内に同名■

「上書き保存」／「

タイトル変更 タイトルを変更します。

並べ替え
ブッ クマ ーク／ お気 に入 りの 表示 順を並 べ替 え
ます。

削除 ブックマークやお気に入りを削除します。

情報内のファイルをデータフォルダに保存する

メニュー X Vodafone live! S Vodafone live! S 情報画面を表示する

ファイルへ

■ファイル ダウンロー ド

す。ファイルをダウンロ

B（ Yes）



 

ドしながら同時に再生します。

のは、ストリーミング対応データだけ

タは、 705SHやメモリカードには保存

選び、 %を押す。

ーミングが始まります。（動画／音楽

 P.7-6）

ーミング中に % 
：上記操作のあと % 

一時停止 中も、ウェブ へは接続 されてい

発生します。）

情報画面内の電話番号／ E-mailアドレス／ URLを利用する 電話帳に登録する

、情報画面で次の操作を行います。

ドレス選択 S%S「電話帳に登録」

成」選択 S% 
 AP.4-4）が表示されます。他の項目

登録を完了してください。

登録するときは、情報画面で次の操作を

ドレス選択 S%S「電話帳に登録」

択 S%SA（保存）

トリーミング

 S Vodafone live! S 情報画面を表示する
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情報画面に電話番号（先頭に「 TEL:」が付いている番号）／ 
E-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話を

かけたり、 MMSを送信できます。また、 URL（「 http://」／

「 https://」／「 rtsp://」で始まるアドレス）が含まれている

ときは、インターネットに接続できます。 

.アンダーラインが付いていないときは、利用できません。 

.電話番号／ E-mailアドレス、 URLが表示されていなくても、ア

ンダーラインの付いた文字で利用できることがあります。 

1 電話番号や E-mailアドレス、 URLが含まれている
情報画面を表示する。 
2 電話をかける（電話番号の利用） 

1電話番号を選び、 %を押す。 

2「発信」または「 TVコール」を選び、 %を押す。

電話番号が発信されます。

メールを送信する（ E-mailアドレスの利用） 
1電話番号または E-mailアドレスを選び、 %を

押す。 

2「メール作成」を選び、 %を押す。
メールの作成／送信方法：■  bS P.13-8操作５以降

インターネットに接続する（ URLの利用） 
1

 
URLを選び、 %を押す。
インターネットに接続されます。 

.「 rtsp://」で始まるアドレスのときは、動画／音楽

がストリーミングされます。

動画や音楽をダウンロー

（ストリーミング） 

.ストリーミングできる

です。 

.ダウンロードしたデー

されません。 

1再生するデータを

動画や音楽のストリ

の再生： AP.7-4、

一時停止：ストリ■

,一時停止中の再開

,スト リーミン グ

ます。（通信料が

メニュー X Vodafone live!

■新規で登録するときは

電話番号／ E-mailア
選択 S%S「新規作

,電話帳登録の画面（

を入力し、電話帳の

■登録済の電話帳に追加

行います。

電話番号／ E-mailア
選択 S%S電話帳選

動画／音楽のス

メニュー X Vodafone live!
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からストリーミングします。 

ミングを開始する

SURL入力 S% 

字まで入力できます。

ストリーミングを開始する

 S%Sブックマーク選択 S%

ミングを開始する

歴選択 S%
履歴」選択 S%S 履歴選択 SB（メ

パティ」選択 S% 
操作のあと %

して接続：「履歴」選択 S%S履歴選択 

 S「 URL編集」選択 S%S URL編集 S%

ストリーミング中に着信があると バックライトを設定する

ックライ トの点灯方 法を設定す るとき

に次の操作を行います。 
設定」選択 S%S「バックライト」

 n」／「常に Off」／「通常設定に従

すると、バックラ イト（ AP.9-8）の

作します。  

め メディア プレイ ヤーを起 動してか ら、
接続して、ストリーミングします。

 S ストリーミング

の選択時に、「設定」 を選び %を押して

や表示サイズが設定できます。

L270_insatsu.book 11 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
続きから再生する

「続き再生」選択 S% 
.ダウンロードした続き

URLを入力してストリー
「 URL入力」選択 S% 
.最大半角英数字 1024文

ブックマークを利用して

「ブックマーク」選択

履歴を利用してストリー

「履歴」選択 S%S履

履歴の詳細確認：「■

ニュー） S「プロ

,確認の終了：上記

履歴の■  URL を編集

SB（メニュー）

■ストリーミング中に電話着信があると、ストリーミングは一時

停止します。このときは、 %を押すと通話できます。

通話を拒否するときは、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「通話拒否」選択 S% 
.通話後は、再接続確認画面が表示されます。

■ストリーミング中にメールを受信すると、メールお知らせ設定

（ AP.13-26）の設定に従ってお知らせします。

注意 X .動画 のスト リーミ ング中 にクロ ーズポ ジシ ョンに する

と、ストリーミングは一時停止します。 

.一時停止中などで５分以上そ のままにしていると、再接

続するかどうかの確認画面が表示されます。

補足 X ストリーミング時に接続した URLは、 705SHに最大 10件ま

で記憶されます。（履歴） 
10件を超えたときは、古い履歴から順に自動的に削除され

ます。

表示サイズを変更する

■表示サイズを一時的に変更するときは、ストリーミング中に次

の操作を行います。 
2  

, 押すたびに、「拡大」→「全画面（マークなし）」→「全画

面（マークあり）」→「等倍」の順に切 り替わります。 

, 一時停止中は、表示サイズは切り替わりません。 

.データや再生状態によっては、表示サイズが変更できないこ

とがあります。

■ス トリーミ ング開始時 の表示サ イズを設定 するときは、ス ト

リーミング中に次の操作を行います。 
B（メニュー） S「設定」選択 S%S「表示サイズ」選

択 S%S「等倍」／「拡大」／「全画面」選択 S%

■ストリー ミング中の バ

は、ストリーミング中

B（メニュー） S「

選択 S%S「常にO
う」選択 S% 
.「通常設定に 従う」に

設定内容に従って動

メディアプレイヤーか
らのストリーミング

あら かじ
ウェブに

メニュー X メディアプレイヤー

補足 X「 URL入力」な ど

も、バックライト



 

の他」選択 S%S「 URLをメール

ール作成／送信（ AP.13-7操作３

その他」選択 S%S「プロパティ」

上記操作のあと % 

の他」選択 S%S「保存情報削除」

シュ削除」／「 Cookie削除」／「履

報削除」選択 S%SB（ Yes）

択時：操作用暗証番号（４ケタ）入力 S% 
のとおりです。 

の他」選択 S%S「テキスト検索」

列入力 S% 
数あるときは、先頭の検索結果が赤色表示

を押すと、次の検索結果が表示されます。

操作のあと A（キャンセル）

URLをメール
情報画面の URLをメールで送信します。

細を確認します。

ュ ／ Cookie／履 歴／認 証情報を 削除し

ュメモリに一時保存された情報です。 

側でお客様を識別するための情報です。

に接続した情報画面のうちで、 705SHに

ている情報画面の URLです。

証要 求時に入力し たユーザー ID／パス

す。

内の文字列を検索します。
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.以下の操作は、情報画面（ AP.14-2）で行います。 

B（メニュー） S「表示切替」選択 S%S「画面幅に合

わせる」／「オリジナル」選択 S%

B（メニュー） S「テキストコピー」選択 S%S P.3-12

「コピー／カット（切り取り）／ペースト（貼り付け）を

行う」操作３以降 

B（メニュー） S「更新」選択 S% 
.お気に入りに登録している情報画 面で操作したときは、お気に

入りの内容も更新されます。 

B（メニュー） S「 URL入力」選択 S%S P.14-5「 URL
を入力してインターネットに接続する」操作２以降 

B（メニュー） S「ホーム」選択 S%

B（メニュー） S「履歴」選択 S%S P.14-4「履歴を利

用して接続する」操作１以降 

B（メニュー） S「そ

送信」選択 S%Sメ

以降） 

B（メニュー） S「

選択 S%
情報画面に戻る：■

B（メニュー） S「そ

選択 S%S「キャッ

歴削除」／「認証情

「認証情報削除」選■

.削除される内容は、次

B（メニュー） S「そ

選択 S%S検索文字

.該当する検索結果が複

されます。このあと %
検索の終了：上記■

その他の機能

情報表示中の各種操作

表示切替 情報画面のサイズを切り替えることができます。

テキスト
コピー

情報画面内の文字をコピーします。

情報の更新 情報を最新の内容に更新します。 

URLを入力して
接続

情報画面表示中に URLを入力して接続します。

ホーム
情報画面表示中に ウェブのメインメニ ューに移動
します。

履歴を表示して
接続

情報画面表示中に履歴を表示して接続します。 

で送信

プロパティ 情報の詳

キャッシュ／  Cookie／
履歴／認証情報の削除

キャ ッシ
ます。

キャッシュ キャッシ

Cookie サーバー

履歴
これまで

記憶され

認証情報
以前の認

ワードで

テキスト検索 情報画面



 

14-13

ウ
ェ
ブ 
14
 

D自動

いください。「自動」で正しく表示されな

を変更してください。 

D許可する

しない」選択 S% 

D許可する

しない」／「毎回確認」選択 S% 

D画像：取得する、サウンド：再生する

S「取得する」／「取得しない」選

 S%S「再生する」／「再生しな

カレント 現在表示中の、セキ ュリティで保護され ている情 文字コード
情報画面の文字コードを設定します。

 S ブラウザ設定 S 文字コード変換

参照を許可するかどうかを設定します。

 S ブラウザ設定 S リンク元の参照 

 AP.14-12）を許可するかどうかを設定

 S ブラウザ設定 S Cookie

画像やサウンドを取 得せずに、文字情報
示するかどうかを設定します。

 S ブラウザ設定 S テキストブラウズ
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B（メニュー） S「ブラウザ設定」選択 S%S「セキュ

リティ」選択 S%S「カレント証明書」選択 S%
証明書の詳細：上記操作のあと、証明書選択■  S%
確認の終了：上記操作のあと■  %

■画像などをアップロードできる情報画面で利用できます。

「参照」選択 S%Sファイル選択 S%S「送信」選択 S% 
.上記の操作は、あくまでも一例で す。詳しくは、情報画面の操

作説明を参照してください。 
.コンテンツによっては、アップロード に対応していないものが

あります。 

D中

文字サイズ選択 S% 

D行単位

スクロール単位選択 S% 

文字コード選択 S% 
.通常は「自動」でお使

いときに、文字コード

「許可する」／「許可

「許可する」／「許可

画像を取得する

「画像取得」選択 S%
択 S%

サウンドを再生する

「サウンド取得」選択

い」選択 S%

証明書 報画面の証明書を確認します。

画像などの
アップロード

デー タ フォ ル ダ内 の 画像 な ど各 種 ファ イ ルを、
サービスセンターへアップロード（送信）します。

ウェブ関連の設定

文字サイズ 情報画面の文字サイズを設定します。

メニュー X Vodafone live! S ブラウザ設定 S 文字サイズ

スクロール単位 情報画面のスクロールする単位を設定します。

メニュー X Vodafone live! S ブラウザ設定 S スクロール単位

変換

メニュー X Vodafone live!

リンク元の
参照

リンク元の

メニュー X Vodafone live!

Cookie　 
Cookie（
します。

メニュー X Vodafone live!

テキスト
ブラウズ

情報内の
だけを表

メニュー X Vodafone live!



 

D表示する

しない」選択 S%

らかじめ登録されている証明書）／

情報画面から入手した証明書）選択 

記操作のあと、証明書選択 S%

操作のあと % 

Dブラウズ中保持

「 On」（認証する）／「 Off」（認証

ぶと、ブラウザ終了まで認証情報を保存

ます。ブラウザを終了すると、認証情報

製造番号通知 705SHの製造番号（接続認証のための情報）を自 セキュリティ設定

で保護されている情報画面（ AP.14-2）と通常の情報画
するとき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

 S ブラウザ設定 S セキュリティ 

登録されている、認証機関が発行した電
明書を確認します。

 S ブラウザ設定 S セキュリティ

時に、以前に入力したユーザー ID／パス
動的に認証するかどうかを設定します。

 S ブラウザ設定 S セキュリティ 

情報は、 HTTP通信の Basic認証、 Digest
認証情報です。サイトによっては、別の

ているところもあります。
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D

 

Off（送信しない）

「 On」（送信する）／「 Off」（送信しない）選択 S% 

D毎回確認

操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%S「毎回確認」／「送

信する」／「送信しない」選択 S% 
.「測位 On／ Off 設定」（ AP.10-16）を「 Off」にしているとき

は、ここでの設定にかかわらず、位置情報は送信されません。 

D本体メモリ優先

「本体メモリ優先」／「メモリカード優先」選択 S% 
.優先設定された保存先のメモリ容 量が不足しているときは、も

う一方の保存先に保存されます。 
.ファイルによっては、メモリカードへ の保存が禁止されている

も のが あ りま す。こ の とき は、こ こで の 設 定に か かわ ら ず 
705SHに保存されます。 

「表示する」／「表示

「ルート証明書」（あ

「カレント証明書」（

S%
証明書の詳細：上■

確認の終了：上記■

「ブラウズ中保持」／

しない）選択 S% 
.「ブラウズ中保持」を選

して、自動的に認 証し

は消去されます。

動的に送信するかどうかを設定します。

メニュー X Vodafone live! S ブラウザ設定 S 製造番号通知

位置情報設定
位置情報を自動的 に送信するかどうか を設定しま
す。

メニュー X Vodafone live! S ブラウザ設定 S 位置情報設定

ファイル
保存先

ダウンロードファイルの保存先として、 705SHとメ
モリカードのどちらを優先するかを設定します。

メニュー X Vodafone live! S ブラウザ設定 S ファイル保存先

セキュリティ
確認画面

セキュリティ
面の間を移動

メニュー X Vodafone live!

S セキュリティ確認画面

ルート証明書／
カレント証明書 

705SHに
子的な証

メニュー X Vodafone live!

認証
認証要求
ワードで自

メニュー X Vodafone live!

S 認証

補足 X ここで保存される

認証で使用される

認証方式を採用し
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Vアプリ
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る Vアプリは、 Vアプリライブラリで

、 %を押す。 
イブラリが表示されます。

ードの切替： B（メニュー） S「本体へ

カードへ切替」選択 S%
スに 関する情報を表 示：「イ ンフォメー

ーダフォン携帯電話やパソコンなど

追加、消去など）したときは、 Vア

更新する必要があります。 

自動調整を行ってください。（ AP.1-20）  

。 

Vアプリライブラリを表示する

プリがあるときは、待受画面で %を押す

されます。「終了」を選び %を押し、一

リを終了したあと、操作してください。 

リのメモリ使用状況を確認する

 
ダ」選択 S%S「メモリ確認」選択 

「メモリカード」選択 S%

情報を更新する（メモリカードシンクロ）

S Vアプリ設定 S メモリカードシンクロ

のファイル数やデータ量によっては、情

まで時間がかかることがあります。

L270_insatsu.book 2 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
15-2

Ｖ
ア
プ
リ 

15
 

705SHに、ゲームなどいろいろなアプリケーション（ Vアプ

リ）をウェブからダウンロードして楽しめます。 
.

 
705SHでは、ボーダフォン携帯電話専用の Vアプリだけ利用で

きます。 

.

 
705SHには、あらかじめ次の Vアプリが登録されています。

コミックサーフィン、対戦パックマン／試、Ｓ uperボンバー

マン BT体験版、 EX野球ミラクル対戦無料版、最強 !エアホッ

ケー体験、対戦！ゲームパック、 Asphalt2Demo、 Arkanoid
-LINK-、ちかチャット 

705SHに保存されてい

確認できます。 

1「 Vアプリ」を選び
705SHの Vアプリラ

■ 705SH ／メモリカ

切替」／「メモリ

■ Java™ のライセン

ション」選択 S%

メモリカードを別のボ

で利用（データの編集や

プリライブラリの情報を

.あらかじめネットワーク

1B（ Yes）を押す

Vアプリについて

補足 X . Vアプリの利用には、別途ご契約が必要です。（お買い上

げ時に登録され ている Vアプリは、そのまま 利用できま

す。） 

.通信料などについて詳しくは、「 3G ガイドブック」を参

照してください。 

.お買い上げ時に登録されている V アプリは、削除するこ

とができます。（ AP.15-5）

削除後、お買い上げ時の状態に戻すときは、 Vアプリオー

ルリセット（ AP.15-8）を行います。

ネットワーク接続型 Vアプリについて

■利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要な Vアプリを

「ネットワーク接続型 Vアプリ」といいます。 

.ネットワーク接続型 V アプリを利用するときは、ネットワー

ク接続の確認画面が表示されます。この確認画面は表示しな

いようにすることもできます。（ AP.15-7） 

メニュー X Vアプリ

補足 X 一時停止中の Vア

と確認画面が表示

時停止中の Vアプ

Vアプリライブラ

■次の操作を行います。

%S「データフォル

S%S「本体」／

メモリカード内の Vアプリ

メニュー X Vアプリ  

補足 X Vアプリライブラリ

報更新が完了する
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では、 Vアプリ本体をダウンロード

イズなどの Vアプリ情報が表示され

認したあと、 V アプリ本体をダウン

Vアプリをダウンロードする 情報表示画面

ダウンロードサイズ

保存サイズ

ダウンロードを継続（ %）

タイトル
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.あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。

（ AP.1-20） 

.

 
Vアプリによっては、メモリカードに保存できるものもありま

す。 

.電波状態のよい所で操作してください。 

1

 

Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。 
2

 

Vアプリを選び、 %を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあと、 Vアプ

リ情報が受信され、情報表示画面が表示されます。
■ Vアプリ一時停止中［「 6」（グレー）点灯］： B（ Yes） 
3

 

%を押す。 

Vアプリ本体のダウンロードが始まります。 

.ダウンロードに、多少時間がかかることがあります。
ダウンロードの中止：■  $ 

4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、確認

画面が表示される。 

.

 

Vアプリ待受（ AP.15-6）に設定している Vアプリの新

しいバージョンをダウンロードしたときは、 V アプリ待

受設定が解除されることがあります。 
5

 

B（ Yes）を押す。

ウェブが終了し、 Vアプリライブラリが表示されます。
ウェブの情報画面に戻る：■  A（ No）

■ Vアプリの起動： AP.15-4 

Vアプリのダウンロード

する前に、タイトルやサ

ます。（情報表示画面）

この情報表示画面で確

ロードできます。 
メニュー X Vアプリ S Vアプリ S Vアプリダウンロード

補足 X V アプリによっては、交換機用暗証 番号の入力や、セキュ

リティレベルの設定など、操作が必要なものもあります。



 

、 "を押す。 

び、 %を押す。
が消え、 Vアプリライブラリに戻りま

を選び、 %を押す。
ります。 

プリを起動すると、一時停止している

を行うことができます。  

止している状態の待受画面で、 %

は、「 6」（グレー）が点灯しています。 
 を押す。
終了」選択 S%
インメニューを表示：「キャンセル」選択  

Vアプリを終了／一時停止／再開する 

時停止する

リを再開する
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1「 Vアプリ」を選び、 %を押す。 

Vアプリライブラリ（ AP.15-2）が表示されます。 
2

 

Vアプリを選び、 %を押す。 

Vアプリが起動します。［「 6」点灯］ 

.

 
Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェ

ブの情報画面などを参照してください。 

.利用できない Vアプリを選んだときは、 Vアプリライブラ

リに戻ります。 

1

 

Vアプリ利用中に

2 終了する 

1「終了」を選
「 6」（グレー）

す。

一時停止する 

1「一時停止」
待受画面に戻

.再度同じ Vア

状態から続き

1 Vアプリが一時停
を押す。 

.

 
Vアプリ一時停止中

2「再開」を選び、%
■ Vアプリを終了：「

一時停止のままメ■

S%

Vアプリの利用 

Vアプリを起動する

メニュー X Vアプリ

補足 X Vアプリ起動中に電話などの着信があると、 Vアプリが一時

停止し、 着信画面が表示されます。 Vアプリを 起動させた

まま着信通知を表示させることもできます。（ AP.15-8）

ネットワーク接続型 Vアプリを起動する

■ ネットワーク接 続型 V アプ リを起動すると きは、操作２の あ

と、ネットワーク接続の確認画面で次の操作を行います。

「 Yes」／「 No」選択 S%S Vアプリ起動 

.確認画面を表示しないようにも設定できます。

（ネットワークアクセス： AP.15-7）

■ Vアプリの種類によっては、ネットワーク接続型 V アプリを起

動 するとき、セキュリティレベル（ AP.15-7）の設定画面が

表示されることがあります。 

Vアプリを終了／一

一時停止中の Vアプ
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いる Vアプリを移動するときは、設定

てください。  

 B（メニュー）を押す。 
移動」を選び、 %を押す。

古いバージョンの Vアプリあり： 
 o）  

と、メモリカード内の Vアプリが新しい

きされます。  

いる Vアプリを削除するときは、設定

てください。  

 B（メニュー）を押す。 

 を押す。  

。 

証番号の入力が必要なこともあります。 

705SH内の Vアプリをメモリカードに移動する

S Vアプリ

に同じ Vアプリがあるときや、メモリカー

き容量がないときは、移動できません。  

ては、メモ リカードに 移動できな いもの

S Vアプリ

登 録さ れて い る V ア プリ も削 除 でき ま

プリオールリセット（ AP.15-8）を行

時の状態に戻すことができます。
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1 Vアプリを選び、 B（メニュー）を押す。 

2「プロパティ」を選び、 %を押す。 

Vアプリの詳細情報が表示されます。 

.表示される情報は、次のとおりです。

情報の続きを確認：上記操作のあと■  b 

.

 

Vアプリ待受に設定して

を解除してから操作し

1 Vアプリを選び、

2「メモリカードへ
メモリカード内に■

B（ Yes）／ A（N
, B（ Yes）を押す

バージョンに上書

.Vアプリ待受に設定して

を解除してから操作し

1 Vアプリを選び、

2「削除」を選び、%
3B（ Yes）を押す

.削除時に、操作用暗

Vアプリの管理／設定 

Vアプリの詳細情報を確認する（プロパティ）

メニュー X Vアプリ S Vアプリ

名前 Vアプリの名称

ベンダ名 
V アプ リの 開発 元や 販売元 など、

提供者の名称

バージョン Vアプリのバージョン

説明 Vアプリの説明

アプリケーションサイズ  Vアプリのデータサイズ

レコードサイズ
ゲームのスコアなど を保存できる

データサイズ 

Vアプリ待受設定 Vアプリ待受設定の可／不可

プロファイル VSCL（海外）／ JSCL（国内）バージョン

関連リンク リンク先のウェブ情報

認証 認証の有無

認証サブジェクト 名称、国名、組織

自動接続 自動接続対応の有無

コミック対応 コミック機能対応の可／不可 

メニュー X Vアプリ  

注意 X .メモリカード内

ド内に十分な空

. Vアプ リによっ

があります。 

Vアプリを削除する

メニュー X Vアプリ  

補足 X お買 い上 げ 時に

す。削除後は、 Vア

うと、お買い上げ



 

Vアプリを常時起動する（ Vアプリ待受） 起動開始時間を設定する

た Vアプリが待受画面に戻ったあと、起

間を設定します。 
択 S%S「 Vアプリ設定」選択 S%S
」選 択 S%S「起動開始時間」選 択 
 10秒）入力 S% 

３秒」に設定されています。

移行時間を設定する

、 Vアプリが一時停止するまでの時間を

択 S%S「 Vアプリ設定」選択 S%S
選択 S%S「一時停止移行時間」選

 % 
 Off」（一時 停止しない）に設 定されて

など を接続している ときは、 Vアプリ待

ても起動しません。 

取り付けた 状態で、 Vア プリ待受に設定

起動していると き、イヤホンマイクなど

 Vアプリが終了します。 

ットなどの外部機器を接続しているとき

動しないことがあります。 

タイプ の V アプリを Vアプリ 待受に設定

、 V アプリで設定されて いる着信パター

とがあります。
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待受画面で、常に Vアプリを起動させておくことができます。 

.お買い上げ時には、「 Off」に設定されています。 

1「 On」を選び、 %を押す。

■ Vアプリ待受の解除：「 Off」選択 S% 

.

 

Vアプリ待受に設定できる Vアプリは、１件です。 

.

 
Vアプリによっては、 Vアプリ待受に設定できないものがあり

ます。 

.一時停止中の Vアプリがあるとき［「 6」（グレー）点灯時］ は、

設定できません。 

.メモリカード内の Vアプリは、設定できません。 

1

 

Vアプリ待受に設定できる Vアプリを選び、 B（メ
ニュー）を押す。 

2「 Vアプリ待受に設定」を選び、 %を押す。 

.「 Vアプリ待受に設定」が表示されない Vアプリでは、利

用できません。 

Vアプリ待受の On／ Offを設定する

メニュー X Vアプリ S Vアプリ設定 S Vアプリ待受設定 

S

 

On／ Off設定 

Vアプリ待受に設定する

メニュー X Vアプリ S Vアプリ

■ Vアプリ待受に設定し

動を開始するまでの時

%S「 Vアプリ」選

「 V アプリ待受設定

S%S時間（ 01〜

. お買い上げ時には、「

一時停止

■何も操作しない状態で

設定します。 
%S「 Vアプリ」選

「 Vアプリ待受設定」

択 S%S時間選択S
. お買い上げ時 には、「

います。

注意 X .イヤ ホンマイク

受を設定してい

.メモリ カードを

した V アプリが

を接続すると、

.ハンズフリー キ

は、 Vアプリが起

.着信と 連動する

してい るときは

ンで動作するこ
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D音量３ 

、マナーモードの設定内容が優先されます。 

D通常設定に従う

ff」／「通常設定に従う」選択 S% 
、次のとおりです。 

D

 

On（有効にする）

／「 Off」（無効にする）選択 S%

セキュリティレベルを設定する セキュリティレベルをお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット）

作を行います。

択 S%SB（ Yes） 

動中の効果音などの音量を設定します。

S Vアプリ設定 S 音量

動中の画面の点灯方法を設定します。

S Vアプリ設定 S バックライト  

プリ起動中は、常に点灯します。

プリ起動中は、ボタンを押しても点灯し

ん。

スプレイ設定のバックライト（ AP.9-8）

定内容に従って動作します。 

のパネル照明点滅設定を、有効にするか
設定します。

S Vアプリ設定 S バックライト  
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Vアプリの各種動作について、確認画面の表示方法や動作の

可／不可を設定します。 

.設定できる項目は、次のとおりです。 

.メモリカード内の Vアプリにも設定できます。 

.

 
Vアプリによっては、セキュリティレベルを設定できないこと

があります。 

1

 

Vアプリを選び、 B（メニュー）を押す。 
2「セキュリティレベル」を選び、 %を押す。 
3 項目を選び、 %を押す。 
4 内容を選び、 %を押す。 

.設定の内容は、次のとおりです。（設定項目や状況によっ

ては、表示されない内容もあります。） 

g（音量調節） S% 
.マナーモード設定中は

「常に On」／「常に O
.設定できる点灯方法は

「 On」（有効にする）

電話発信 音声通話の発信

ネットワークアクセス ネットワークへの接続

メール送受信 メールの利用

オートラン オートランファイルの実行 

Bluetooth接続 Bluetooth ®との接続

外部機器接続 外部機器との接続

ユーザーデータ読込み 電話帳やカレンダーなどの読み込み

ユーザーデータ書込み 電話帳やカレンダーなどへの書き込み

マルチメディア メディアプレイヤーの利用

位置情報 位置情報の送出

メニュー X Vアプリ S Vアプリ 

Vアプリ起動時表示 起動時に確認画面を表示します。

毎回表示する 該当動作の前に確認画面を表示します。

表示しない 確認画面を表示しません。

許可しない 該当動作を許可しません。

■左記操作３で、次の操

「設定リセット」選

Vアプリ関連の設定

音量 Vアプリ起

メニュー X Vアプリ  

バックライト 
On／ Off設定 

Vアプリ起

メニュー X Vアプリ  

S On／ Off設定

常に On Vア

常に Off 
Vア

ませ

通常設定に従う
ディ

の設

Vアプリ
点滅制御 

Vアプリ内
どうかを

メニュー X Vアプリ  

S Vアプリ点滅制御



 

. Vアプリ設定リセットで初期化される内容は、次のとおりです。

ケタ）入力 S%SB（ Yes）

バイブ Vアプリ内のバイブレータ動作設定を、有効にする

音量３

n／ Off設定 通常設定に従う 

アプリ点滅制御 On

On

声着信 着信優先動作 

Vコール着信 着信優先動作

ール着信 着信優先動作

ラーム アラーム動作 

アプリ開始要求 着信優先 

n／ Off設定 Off

動開始時間 ３秒

時停止移行時間 Off  

すべて削除し、お買い上げ時の状態に戻

S Vアプリ設定 S Vアプリオールリセット

リセットを 行うと、お 買い上げ時 の状態

客様がダウンロードさ れた Vアプリは削

、あらかじめご了承ください。  

リセット を行うと、ちかチャ ットの利用

してい る暗証 番号も リセ ットさ れるた

トの利用制限は解除されます。ご注意く

されている V アプリを削除していたとき

時の状態に戻ります。
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D

 

On（有効にする）

「 On」（有効にする）／「 Off」（無効にする）選択 S% 
.マナーモード設定中は、マナーモード の設定内容が優先されま

す。 

D着信優先動作／アラーム動作／着信優先

「音声着信」〜「 Vアプリ開始要求」選択 S%S動作選択 
S%

 

.設定できる動作は、次のとおりです。 

.

 

Vアプリ待受に設定した Vアプリが起動しているときは、ここで

の設定にかかわらず着信通知が表示されます。

操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%SB（ Yes）  

操作用暗証番号（４

かどうかを設定します。

メニュー X Vアプリ S Vアプリ設定 S バイブ

着信時優先
動作 

Vア プリ起動中に 着信などが あったときの 動作を
設定します。

メニュー X Vアプリ S Vアプリ設定 S 着信時優先動作

着信優先動作／

アラーム動作／

着信優先 

Vアプリは自動的に一時停止し、着信など

が受けられるようになります。

着信通知表示／

アラーム通知／

着信通知 

Vアプ リは継続 し、着信通知（「 090392
XXXX1」など）が 画面 に表 示さ れます。 

!を押すと、 Vアプリは一時停止し、着信

などが受けられるようになります。 

Vアプリを初期化する 

Vアプリ設定
リセット Vアプリ設定を初期化します。

メニュー X Vアプリ S Vアプリ設定 S Vアプリ設定リセット

音量

バックライト 
O

V

バイブ 

着信時優先動作

音

T

メ

ア

V

Vアプリ待受設定 

O

起

一

Vアプリオール
リセット 

Vアプリを
します。

メニュー X Vアプリ  

注意 X . Vアプ リオール

に戻り ます。お

除されますので

. Vアプリ オール

制 限機能 で設定

め、ちかチャッ

ださい。 

.あらかじめ登録

は、お買い上げ
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ャストを利用するための、サービス

ブを利用します。電波状態のよい所で

信料がかかります。） 

解除」を選び、 %を押す。

ボーダフォンライブ ! キャストのサー

示されます。 

示に従って操作してください。 

ると、受信画面

ーションが表示

灯）  

ポジションのとき

プンポジションに

のあと、イ ンフォ

されます。 
選び、 %を押す。

。 

示に従って操作してください。 

方法は、ウェブと同様です。 

 P.14-5 

 P.14-9 

ilアドレス／ URLの利用： AP.14-10

サービス登録を行う

 S キャスト

る

インフォメーション
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ボーダフォ ンライブ ! キャストとは、 705SHでいろい ろな

情報を自動的に受信できる、情報配信サービスです。 

.ボーダフォンライブ ! キャストの利用には、お申し込みおよび

サービス登録が必要です。（有料：定額） 

.ボーダフォンライブ ! キャストは、日本国内だけのサービスで

す。 

.ボーダフォンライブ ! キャストを利用する前に、あらかじめネ

ットワーク自動調整を行ってください。（ AP.1-20）

ボーダフォンライブ ! キャストの情報画面例は、次のとおり

です。

ボーダフォンライブ ! キ
登録を行います。 

.サービス登録にはウェ

操作してください。（通

1「サービス登録・
ウェブに接続され、

ビス登録ページが表

.以降は、画面の指

1最新情報を受信す

のあとインフォメ

される。（「 E」点

. 705SH がクローズ

は、受信中にオー

すると、受信画面

メーションが表示

2「新着キャスト」を
情報が表示されます

.以降は、画面の指

.情報画面での操作

,カーソル移動：A

,ファイル保存：A

,電話番号／ E-ma

ボーダフォンライブ ! キャスト

ボーダフォンライブ ! キャストについて

情報画面

カーソル（ AP.14-5）

情報の内容

メニュー X エンタテイメント

情報を確認する

最新情報を確認す
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3 確認を終了するときは、 "を押す。 

が行えます。

情報を利用する

」選択 S%

メニュー） S「文字サイズ」選択 S%S
サイズ選択 S%

メニュー） S「スクロール単位」選択 S

スクロール単位選択 S%

メニュー） S「コピー」選択 S%S P.3-

コピー／カット（切り取り）／ペースト

付け）を行う」操作３以降

メニュー） S「プロパティ」選択 S% 
認の終了：上記操作のあと %
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1 最新の情報を確認する 

1「最新情報」を選び、 %を押す。
情報が表示されます。

過去の情報を確認する 

1「バックナンバー」を選び、 %を押す。 

2日付を選び、 %を押す。
情報が表示されます。 

2 項目を選び、 %を押す。

情報の内容が表示されます。 
3 確認を終了するときは、 "を押す。

情報画面では、次の操作情報の再配信を要求する

■情報が正常に受信できなかったときなどは、次の操作を行うと

最 新情報の再配信を要求できます。（電波状態のよい所 で操作

し てくださ い。電波の届 きにくい 所では、再配信 を要求し て

も、受信できないことがあります。） 
%S「エンタテイメント」選択 S%S「キャスト」選択 
S%S「再配信要求」選択 S%SB（ Yes）

バックナンバーを確認する

メニュー X エンタテイメント S キャスト

サウンド／

着うた ®の保存
「保存

文字サイズの設定 
B（

文字

スクロール単位の

設定 

B（

%S

文字のコピー 
B（

12「

（貼り

詳細情報の確認 
B（

, 確



 

るには、あらかじめ次の各機能を

あります。

ちかチャットを利用する

備をする   

 AP.10-2（お買い上げ時「 Off」）  

開 AP.10-4（お買い上げ時「 On」） 

AP.16-5（お買い上げ時「 On」）

／ Off設定を「 Off」にすると、 Vアプリ

は利用できません。    
／ Off設定および Bluetooth ®デバイスの

すると、周りの Bluetooth ® 対応機器に 
ス名称を公開します。他の機器から接続

がありますので、ご注意ください。   

イスの 公開お よび Vア プリ 通信設 定を

、相手 からの開始要求でちかチャットを

できません。
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.本アプリには、 18歳未満のお子さまによる本アプリの利用を

保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載

しております。

なお、「操作用暗証番号」を用いて「 Vアプリオールリセット」

（ AP.15-8）を行うと、利用制限機能で設定している暗証番

号もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、「操作

用暗証番号」の管理はくれぐれもご注意ください。 

.本アプリは、 Bluetooth ®の特性上、意図しない相手から接続

を要求されることがありますが、拒否することもできます。

［ AP.16-5「相手からの開始要求でちかチャットを開始する」

操作２で A（ No）を押します。］

近く（半径 10m程度の範 囲）にあるちかチャット 対応端末

どうしで、リアル タイムに文字メ ッセージをやりと りでき

ます。 

.ちかチャットは Bluetooth ®を利用します。このため、通信料

はかかりません。 

.ちかチャットの利用には、ちかチャット専用 Vアプリが必要で

す。 705SHには、あらかじめ Vアプリ「ちかチャット」が登録

されています。

ちかチャットを利用す

「 On」にしておく必要が

ちかチャット

ちかチャットについて

注意 X .通信可能範囲は、周囲の環境によ り変動することがあり

ます。 

.あらかじめ登録されている V アプリ「ちかチャット」は

削除できません。

ちかチャットの準

Bluetooth® On／ Off設定

Bluetooth®デバイスの公

Vアプリ通信設定 

注意 X . Bluetooth ®  On

「ちかチャット」

. Bluetooth® On

公開を「 On」に

705SHのデバイ

要求されること

. Bluetooth®デバ

「 Off」にすると

開始することは



 

16-5

エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト 
16

■ Vアプリ通信設定 

ットの開始要求

開始要求の受信

面が表示される。 

 30秒間何も操作し

 Vアプリ開始要求

確認画面のあと、イ

が表示されます。 

信の履歴は、「最新

記）で確認することができます。  
。 

ット」が起動し、ちかチャットが利用

す。 

作方法について詳しくは、 Vアプリ「ち

使い方」を参照してください。

 No） 
了するときは、 Vアプリを終了さ

4）

択 S%S「最新受信情報」選択 S%
操作のあと %

相手からの開始要求でちかチャットを開始する

かチャットの通信状況を確認します。

S Bluetooth
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.お買い上げ時には、「 On」に設定されています。 

1「 On」または「 Off」を選び、 %を押す。
「■  On」選択時（ Bluetooth ®機能 Off時）： B（ Yes） 

1「ちかチャット」を選び、 %を押す。

■ Bluetooth ®機能 Off時： B（ Yes） 
2

 

Vアプリの操作でちかチャットを開始する。 

.相手がちかチャットの接続要求に応じれば、ちかチャッ

トが利用できる状態になります。 

.ちかチャットの操作方法について詳しくは、 Vアプリ「ち

かチャット」の「使い方」を参照してください。 
3 ちかチャットを終了するときは、 Vアプリを終了さ

せる。（ AP.15-4） 

1相手から、ちかチャ

があると、 Vアプリ

音が鳴り、確認画

.受信音停止後、約

ないでおくと、再び

の受信音が鳴り、

ンフォメーション

.最新の開始要求受

受信情報」（ A下

2B（ Yes）を押す
Vアプリ「ちかチャ

できる状態になりま

.ちかチャットの操

かチャット」の「

開始しない：■  A（

3ちかチャットを終

せる。（ AP.15-

「 Vアプリ通信設定」選

確認の終了：上記■

メニュー X 外部接続 S Bluetooth  S Vアプリ通信設定 

S

 

On／ Off設定 

705SHの操作でちかチャットを開始する

メニュー X エンタテイメント

最新受信情報 最新のち

メニュー X 外部接続  
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コミックサー フィンを利用す ると、ブックフォルダ に保存

されている電子コミックや電子写真集など（ CCFファイル）

を閲覧することができます。 

.コンテンツキーをダウンロードした CCFファイルを閲覧する

ことができます。 

.コミックサーフィンは、 Vアプリです。 

1「コミックサーフィン」を選び、 %を押す。
コミックサーフィンが起動します。 

.以降の操作方法については、コミックサーフィンのヘル

プを参照してください。 

.一時停止中の Vアプリがあるときは、 Vアプリを終了す

るかどうかの確認画面が表示されます。「 Yes」を選び 
%を押すと、一時停止中の Vアプリは終了し、コミック

サーフィンが起動します。

コミックサーフィン

メニュー X エンタテイメント

注意 X 機種変更をしたときなどは、メモリカードを経由して CCF
ファイルを移動することができます。このときは、コンテ

ンツキーを再ダウンロードすれば、閲覧できるようになり

ます。ただし、コンテンツによっては CCFファイルの再ダ

ウンロードが必要になることもあります。

補足 X ブックフォルダは、 705SH（本体）とメモリカードの両方

にあります。
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Abridged English Manual

 

For more information about handset operations and 
functions, please go to the Vodafone K.K. 
Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or 
dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

 

* Please note that the full manual may not be available in English at 
time of purchase. In this case, call Customer Service or check 
Vodafone Website again at a later date.
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Accessories

tility Software (CD-ROM)★ *  

 Website (http://www.vodafone.jp) 
download as required.

eneral Information (see P.17-45).
 not included in this package. 
ns.

L270_insatsu.book 2 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
17-2

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

17

■ Lithium-ion Battery (Type 1)
(SHBAL1) 

■ AC Charger (SHCAA1) ■ U

* Upgrades or updates of included Utility Software may become available on the Vodafone
without prior notification. Please check for the newest versions of utility applications and 

★ Complimentary sample not available for purchase 

Note 

 

X

 

Supplied Utility Software is designed exclusively for 705SH/905SH.

 

Tip 

 

X

 

.

 

For accessory-related information, please contact Vodafone Customer Centre, G

   

.

 

705SH is compatible with microSD™ Memory Card; microSD™ Memory Card is
Purchase microSD™ Memory Card to use Memory Card-related handset functio

 

.

 

In this manual, microSD™ Memory Card is referred to as "Memory Card".
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Safety Precautions DANGER

 & Charger

attery, Charger and Desktop 

d equipment may cause malfunctions, 
ire due to battery leakage, 
rsting.

cuit Charger terminals.
s away from Charger terminals. Keep 
 jewellery. Battery may leak, overheat, 
ing injury. Use a case to carry battery.

om battery leakage, breakage or 

of battery in fire
assemble battery
r battery

or deformed battery
d charger
o handset
ear fire or sources of heat; or expose 
t

 

ther equipment

  

ontacts eyes, do not rub them. 
 water and consult a doctor 

 

rely damaged.

L270_insatsu.book 3 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
.Read safety precautions before using handset.

.Observe precautions to avoid injury to self or others, or 
damage to property.
.Vodafone is not liable for any damages resulting from 

use of this product.

■ Symbols 
Make sure you thoroughly understand these symbols 
before reading on. Symbols and their meanings are 
described below:

  
Before Using Handset

 

0

 

DANGER

 

Great risk of death or serious injury 
from improper use

 

0

 

WARNING

 

Risk of death or serious injury from 
improper use

 

0

 

CAUTION

 

Risk of injury or damage to 
property from improper use

 

12345

 

Prohibited Actions

 

67

 

Compulsory Actions

 

0

 

Attention Required

 

0

  

Handset, Battery

 

6

 

Use specified b
Holder.

 

Using non-specifie
electric shock or f
overheating or bu

 
1

 Do not short-cir 

Keep metal object
handset away from
burst or ignite caus

 

Battery

 

1

 

Prevent injury fr
fire. Do not:
«

 

Heat or dispose 
«

 

Open/modify/dis
«

 

Damage or solde
«

 

Use a damaged 
«

 

Use non-specifie
«

 

Force battery int
«

 

Charge battery n
it to extreme hea
« Use battery for o

6
If battery fluid c
Rinse with clean
immediately.
Eyes may be seve



     

WARNING

                  

7

 

If water or foreign matter is inside handset:

 

Discontinue handset use to prevent fire/electric shock. 
move battery and unplug Charger, then 
ustomer Centre, Customer Assistance.

  

f fire.

 

losion. Do not use handset in the 
r fine particles (coal, dust, metal, etc.).

  

andset to strong shocks or 

 

pacts to handset, Charger or Desktop 
 malfunction or injury. Should handset 
ve battery then contact Vodafone 

Customer Assistance. Discontinue 
r electric shock may occur.

  

y occurs:

 

an unusual sound, smoke or odour, 
ay cause fire or electric shock. Turn 
e battery and unplug Charger; contact 
r Centre, Customer Assistance.
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0
Handset, Battery & Charger

1 Do not insert foreign objects into the handset, 
Charger or Desktop Holder.
Do not insert metal or flammable objects into handset, 
Charger or Desktop Holder; may cause fire or electric 
shock. Keep out of children's reach.

3
Keep handset out of rain or extreme humidity.
Fire or electric shock may result.

1
Keep handset away from liquid-filled containers.
Keep the handset, Charger and Desktop Holder away from 
chemicals or liquids; fire or electric shock may result.

1
Keep battery, handset, Charger or Desktop 
Holder away from microwave ovens.
Battery, handset, Charger or Desktop Holder may leak, 
burst, overheat or ignite, leading to accidents or injury.

2
Do not disassemble or modify handset or related 
hardware.
« Do not open handset, Charger or Desktop Holder; may 

cause electric shock or injury. Contact Vodafone 
Customer Centre, Customer Assistance for repairs.
« Do not modify handset, Charger or Desktop Holder; 

fire or electric shock may result.

Turn off handset, re
contact Vodafone C

1
Avoid sources o
Prevent fire or exp
presence of gas o

1
Do not subject h
impacts.
Strong shocks or im
Holder may cause
be damaged, remo
Customer Centre, 
handset use; fire o

7
If an abnormalit
If a handset emits 
discontinue use; m
off handset, remov
Vodafone Custome
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Handset

                  

Charger

  

ecified voltage.

 

ages may cause fire or electric shock.

 

 100V-240V Input

  

t liable for problems caused by 
set abroad.

 

 DC 12V-24V Input

  

mercially available transformers.

 

r with commercially available 
 cause fire, electric shock or damage.

  

ar Charger if vehicle has a 

 

e In-Car Charger only inside vehicles 
rth.

   

ades with wet hands. Electric shock

ple cords in one outlet; may cause 

t, pull or set objects on cord. Exposed 
fire or electric shock.

cuit Charger terminals.
ating, fire or electric shock. Keep 
erminals.

L270_insatsu.book 5 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
1 Take measures to prevent accidents.
« For safety, never use handset while driving. Pull over 

beforehand. Mobile phone use while driving is 
prohibited by the revised Road Traffic Law (effective 
1 November 2004).
« Do not use headphones while driving or riding a 

bicycle. Accidents may result.
« Moderate volume outside, especially at level/road 

crossings to avoid accidents.

1
Do not swing handset by handstrap.
May result in injury or breakage.

6
Turn handset power off before boarding aircraft.
Using wireless devices aboard aircraft may cause 
electronic malfunctions or endanger aircraft operation.

6
Adjusting vibration and Ringtone settings:
Users with a heart condition/pacemaker/defibrillator 
should adjust handset settings accordingly.

6
During thunderstorms, turn power off; find cover.
There is a risk of lightning strike or electric shock.

1 Use only the sp
Non-specified volt
« AC Charger: AC
, Vodafone is no

charging hand
« In-Car Charger:

1
Do not use com
Use of AC Charge
transformers may

1
Do not use In-C
positive earth.
Fire may result. Us
with a negative ea

4

1

Charger care
« Do not touch bl

may occur.
« Do not use multi

excess heat/fire.
« Do not bend, twis

wire may cause 

1
Do not short-cir
May cause overhe
metal away from t



    

n "Guidelines on the Use of Radio 
ment such as Cellular Telephones 

ectronic Medical Equipment" 
patibility Conference, April 1997) 
ation of the Effects of Radio 
ipment, etc." (Association of Radio 
ses, March 2001).

 

1

 

Do not use Desktop Holder inside vehicles.

 

Extreme temperature or vibration may cause fire or 

                   

Handset Use & Electronic Medical Equipment

  

planted pacemaker/defibrillator 
dset more than 22 cm away.

 

interfere with implanted pacemakers 
using such devices to malfunction.

  

f in crowds or trains where 
planted pacemaker/defibrillator 

 

interfere with implanted pacemakers 
using such devices to malfunction.

  

ules inside medical facilities:

 

operating room or an Intensive or 
nit while carrying a mobile handset.

 

f in hospitals.

 

f in hospital lobbies. Electronic 
be near.
rding mobile phone use in medical 

cturer for radio wave effects on 
al equipment.
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This section is based o
Communications Equip
and Safeguards for El
(Electromagnetic Com
and "Report of Investig
Waves on Medical Equ
Industries and Busines

damage handset, etc.

6
Take measures to prevent accidents.
Secure In-Car Charger to avoid injury or accidents.

6
Damaged AC Charger/In-Car Charger cord:
May cause fire or electric shock; contact Vodafone 
Customer Centre, Customer Assistance to replace.

7
During thunderstorms:
Unplug Charger to avoid damage, fire or electric shock.

6
Charger/Desktop Holder use and children:
May cause electric shock/injury; keep out of reach.

Battery

6 « If battery does not charge properly, stop charging. 
Battery may overheat, burst or ignite.
« If there is leakage or abnormal odour, avoid fire 

sources. It may catch fire or burst.

6
If there is abnormal odour, excessive heat, 
discolouration or distortion, remove battery from 
handset. It may leak, overheat or explode.

6 Persons with im
should keep han
Radio waves can 
or defibrillators ca

6
Turn handset of
persons with im
may be near.
Radio waves can 
or defibrillators ca

6
Observe these r
« Do not enter an 

Coronary Care U
« Keep handset of
« Keep handset of

equipment may 
« Obey rules rega

facilities.

6
Consult manufa
electronic medic
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CAUTION

               

Handset

  

ature

 

me hot while in use. Avoid prolonged 
specially at high temperature. May 

s.

  

andset in extreme heat (inside 

 

me hot to the touch, leading to burn 

  

er

 

e Speaker. Always maintain some 
piece/Speaker while Ringtones, music 
ounds play. Excessive volume may 

   

 volume; excessive volume may 
earing.

   

cause electronic equipment to 

 

e any skin irritation associated 
e, discontinue handset use and 
r.
ay cause skin irritation, rashes, or 
g on your physical condition.
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0
Handset, Battery & Charger

0 Handset care
« Place handset on stable surfaces to avoid malfunction 

or injury.
« Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or 

accidents may result.
« Cold air from air conditioners may condense, resulting 

in leakage or burnout.
« Keep handset away from direct sunlight (inside 

vehicles, etc.) or heat sources. Distortion, 
discolouration or fire may occur. Battery shape may 
be affected.
« Keep handset out of extremely cold places to avoid 

malfunction or accidents.
« Keep handset away from fire sources to avoid 

malfunction or accidents.

0
Usage environment
« Excessive dust may prevent heat release and cause 

burnout or fire.
« Avoid using handset on the beach. Sand may cause 

malfunction or accidents.
« Keep handset away from credit cards, telephone 

cards, etc. to avoid data loss.

0
Handset temper
Handset may beco
contact with skin e
cause burn injurie

1 Avoid leaving h
vehicles, etc.).
Handset may beco
injuries.

6
Earpiece/Speak
Earpiece is also th
distance from Ear
or other handset s
affect hearing.

0
Volume settings
Moderate handset
damage ears or h

0
Inside vehicles
Handset use may 
malfunction.

6
If you experienc
with handset us
consult a docto
Some materials m
itchiness dependin



    

Charger

                            

Battery

  

use battery. Battery may overheat, 

  

ry in direct sunlight or inside a closed 
ce battery performance or overheat. 
ttery may cause fire.

 

tery to liquids. Performance may 

tacts skin or clothes, rinse with clean 
.

an exhausted battery with ordinary 
e over battery terminals before 
austed battery to a Vodafone shop, or 
posal regulations.

f children's reach.

n ambient temperatures between 5℃  
e this range, battery may leak/
rformance may deteriorate.
ing handset, explain all instructions 
age.
al odour or excessive heat, stop 

d call Vodafone Customer Centre, 
ance.

 

t least once every six months; an 
ry may become unusable.
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1

6

Charger & In-Car Charger
« Grasp plug (not cord) to disconnect Charger. May 

cause fire/electric shock.
« Keep cord away from heaters. Exposed wire may 

cause fire or electric shock.
« Stop use if plug is hot or improperly connected. May 

cause fire/electric shock.
« Keep In-Car Charger socket clean. May overheat and 

cause injury.

1 Do not touch Desktop Holder while in use.
May cause burn injuries.

1
Use only the specified fuse.
1 A fuse for In-Car Charger. Or may cause damage/fire.

1 Always charge handset in a well-ventilated area.
Avoid covering/wrapping Charger and Desktop Holder. 
May cause damage/fire.

1 Do not use In-Car Charger when engine is off.
To avoid weakening the car battery, always start engine 
before charging the handset using In-Car Charger.

7
During periods of disuse
Always unplug AC Charger or In-Car Charger after use.

7 Handset maintenance
Always disconnect AC Charger or In-Car Charger when 
cleaning handset, to prevent shock/injury.

0
Installing In-Car Charger
Properly position the cable for safe driving to avoid 
injury or accidents.

1 Do not throw or ab
burst or ignite.

1
Do not leave batte
vehicle; may redu
An overheated ba

5 Do not expose bat
deteriorate.

6
If battery fluid con
water immediately

1 Do not dispose of 
refuse; always tap
disposal. Take exh
follow the local dis

6 Keep battery out o

0 « Charge battery i
and 35℃ ; outsid
overheat and pe
«

 

If your child is us
and supervise us
«

 

If there is abnorm
using battery an
Customer Assist
« Charge battery a

uncharged batte
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hile driving.

  

o use handset.

  

ct a vehicle's electronic equipment.

ard aircraft (keep power off).
ir aircraft operation.

n, this phone has been tested and 
idelines when used with an 
s no metal and that positions the 
15  mm from the body. Use of other 
nsure compliance with RF exposure 

 

General Notes

 

Inside Vehicles

 Waves
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.Vodafone is not liable for any damages resulting from 
accidental loss/alteration of handset or Memory Card 
data. Keep a copy of Phone Book entries, etc. in a 
separate place.
.Handset transmissions may be disrupted inside 

buildings, tunnels or underground, or when moving into/
out of such places.
.Use handset without disturbing others.
.Handsets are radios as stipulated by the Radio Law.

Under the Radio Law, handsets must be submitted for 
inspection upon request.
.Handset use near landlines, TVs or radios may cause 

interference.
.Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility 
of signal interception is greatly reduced. However, some 
transmissions may be overheard.
Eavesdropping
Deliberate/accidental interception of communications 
constitutes eavesdropping.

.Never use handset w

.Do not park illegally t

.Handset use may affe

Never use handset abo
Handset use may impa

For body worn operatio
meets RF exposure gu
accessory that contain
handset a minimum of 
accessories may not e
guidelines.

General Use

Aboard Aircraft

Electromagnetic



       

    

.

 

Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause 
malfunction or injury.

  

 handset in a back pocket.

  

 objects on handset in a bag.

  

cified products to Headphone 
ified devices may malfunction or   

et before removing battery.
while saving data or sending mail, 
nged or destroyed.

 sounds, images, computer 
s, other materials and copyright 
terial is limited to private use only. 
d this limit or without permission of 
 constitute copyright infringement, 
inal punishment. Comply with 
sing images captured with handset 

  

 with part 15 of the FCC Rules.
o the following two conditions:
ot cause harmful interference, and
accept any interference received,
nce that may cause undesired

  

tions not expressly approved by the
sible for compliance could void the

erate the equipment.

Handset Care
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. If handset is left with no battery or an exhausted one, 
data may be altered/lost. Vodafone is not liable for any 
resulting damages.

.Use handset within temperatures of 5℃  to 35℃  and 
humidity 35% to 85%. Avoid extreme temperatures/direct 
sunlight.

 

.

 

Exposing lens to direct sunlight may damage colour filter 
and affect image colour.

 

.

 

Do not drop or subject handset to shocks.

 

.

 

Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, 
etc. may damage it.

 

.

 

Do not expose handset to rain, snow or high humidity.

 

.

 

Never disassemble or modify handset.

 

.

 

Avoid scratching handset Display.

 

.

 

When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid 
damaging the Display.

 

.

 

When using headphones, moderate volume to avoid 
sound bleed.

 

.

 

Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids 
and high humidity.

 

,

 

Keep handset away from precipitation.

 

,

 

Cold air from air conditioning, etc. may condense 
causing corrosion.

 

,

 

Avoid dropping handset in damp places (toilet, 
bathroom, etc.).

 

, On the beach, keep handset away from water and 
direct sunlight.
, Perspiration may seep inside handset causing 

malfunction.

, Do not sit down with
, Do not place heavy
.Connect only the spe

Connector. Non-spec
cause damage.
.Always turn off hands

If battery is removed 
data may be lost, cha

Copyright laws protect
programmes, database
holders. Duplicated ma
Use of materials beyon
copyright holders may
and be subject to crim
copyright laws when u
camera.

. This device complies
Operation is subject t
(1) This device may n
(2) this device must 
including interfere
operation.
.Changes or modifica

manufacturer respon

user’ s authority to op  

Copyrights

 

FCC Notice
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The use of accessories that do not satisfy these 
requirements may not comply with FCC RF exposure 

uld be avoided.
n Equipment Authorisation for this 

reported SAR levels evaluated as in 
C RF emission guidelines. SAR 

del handset is on file with the FCC 
r the Display Grant section of 
/fccid after searching on FCC ID 

on Specific Absorption Rates (SAR) 
llular Telecommunications & 
TIA) website at 
.net.

 radio transmitter and receiver. It is 
 the limits for exposure to radio 
y international guidelines. These 
ped by the independent scientific 
d include safety margins designed 

n of all persons, regardless of age 

nit of measurement known as the 
te, or SAR. The SAR limit for mobile 
the highest SAR value for this 
the ear was 0.512  W/k g *. As mobile 
f functions, they can be used in 

s on the body as described in this 
se, the highest tested SAR value is 

FCC RF Exposure Information

posure Information
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Your handset is a radio transmitter and receiver.
It is designed and manufactured not to exceed the 
emission limits for exposure to radio frequency (RF) 
energy set by the Federal Communications Commission of 
the U.S. Government.
The guidelines are based on standards that were
developed by independent scientific organisations through 
periodic and thorough evaluation of scientific studies. The 
standards include a substantial safety margin designed to 
assure the safety of all persons, regardless of age and 
health.
The exposure standard for wireless handsets employs a 
unit of measurement known as the Specific Absorption 
Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6  W/k g .
The tests are performed in positions and locations (e.g., at 
the ear and worn on the body) as required by the FCC for 
each model. The highest SAR value for this model handset 

 

when tested for use at the ear is 0.280  W/k g  and when worn 
on the body, as described in this user guide, is 0.741  W/k g .  
Body-worn Operation; This device was tested for typical 
body-worn operations with the back of the handset kept 
1.5  cm from the body. To maintain compliance with FCC 
RF exposure requirements, use accessories that maintain 
a 1.5  cm separation distance between the user's body and 
the back of the handset. The use of beltclips, holsters and 
similar accessories should not contain metallic 
components in its assembly.

requirements, and sho
The FCC has granted a
model handset with all 
compliance with the FC
information on this mo
and can be found unde
http://www.fcc.gov/oet
APYHRO00048.
Additional information 
can be found on the Ce
Internet Association (C
http://www.phonefacts

Your mobile device is a
designed not to exceed
waves recommended b
guidelines were develo
organization ICNIRP an
to assure the protectio
and health.
The guidelines use a u
Specific Absorption Ra
devices is 2 W/k g  and 
device when tested at 
devices offer a range o
other positions, such a
user guide**. In this ca
1.089  W/k g . 

European RF Ex



    

As SAR is measured utilizing the devices highest 
transmitting power the actual SAR of this device while 

    

munications of Europe Ltd, declares
H is in compliance with the essential

r relevant provisions of Directive

eclaration of conformity can be
nternet address:
k-tai/

onformity
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operating is typically below that indicated above. This is 
due to automatic changes to the power level of the device 
to ensure it only uses the minimum level required to reach 
the network. 
The World Health Organization has stated that present 
scientific information does not indicate the need for any 
special precautions for the use of mobile devices. They 
note that if you want to reduce your exposure then you can 
do so by limiting the length of calls or using a hands-free  
device to keep the mobile phone away from the head and 
body. 

*The tests are carried out in accordance with international 
guidelines for testing.

**Please see General Notes (Electromagnetic Waves) on 
P.17-9 for important notes regarding body worn 
operation.

Hereby, Sharp Telecom
that this Vodafone 705S
requirements and othe
1999/5/EC.
A copy of the original d
found at the following I
http://www.sharp.co.jp/

Declaration of C
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uilt-in features to help you use 
ic places without disturbing or 

 automatically mute all 
te Vibration mode for incoming 

de to use handset vibration to 
 calls, mail, etc. in public places.

gtone volume for incoming 
ll as tones for Web or V-
rrying handset in public places.

emporarily suspend all handset 
ine Mode, incoming/outgoing 
ve! transmissions are blocked.

 handle incoming calls when it is 
fe to answer.

Minding Mobile Manners Manner-Related Features
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Please use your handset responsibly. Use these basic 
tips as a guide. Inappropriate handset use can be 
both dangerous and bothersome. Please take care 
not to disturb others when using your handset. Adjust 
handset use according to your surroundings.
. Turn it off in theatres, museums and other places where 

silence is the norm.
.Refrain from using it in restaurants, hotel lobbies, lifts, 

etc.
.Observe signs and instructions regarding handset use 

aboard trains, etc.
.Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or 

vehicle traffic.

Take advantage of b
your handset in publ
endangering others.

■ Manner Mode 
Press Manner Key to
Ringtones and activa
calls, mail, etc.

■ Vibration Mode 
Activate Vibration mo
alert you to incoming

■ Volume Settings 
Decrease or mute Rin
calls, mail, etc. as we
applications when ca

■ Offline Mode 
Use Offline Mode to t
transmissions. In Offl
calls and Vodafone li

■ Answer Phone 
Use Answer Phone to
inappropriate or unsa

  



             

e/return to previous window.

     

s, open Symbol/Pictograph Lists.

    

ll.

 

Handset Parts & Functions

 

r

q

p

o

n

s

k
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1Display
2Mail Key

Open Messaging menu or execute Soft Key functions.
3Start Key

Initiate/answer calls. Open records of all calls.
4Shortcuts & A/a Key

In Standby, open Shortcuts menu. In text entry windows, 
toggle upper/lower case roman letters or standard/small 
hiragana/katakana.

5Clear/Back Key
Delete entries, escap

6Keypad
7* Key

In text entry window
8Earpiece/Speaker
9 Internal Camera

Use during Video Ca

Handset

e

c

d

8

3
4

2

1

5

6

b

9

a

7

f

h
i

j

g
l

m
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a

 

Multi Selector & Keypad Lock Key

 

Select menu items, move cursor, scroll, etc. In Standby, 

                       

m

 

Small Light
n

 

Infrared Port

 

 transmissions.

  

ns cover)

    

n

 

) Selector

  

cation

   

na

 

o external antenna. Handset 
eives signals via Internal Antenna.
 or place stickers, etc. over the area 
ternal Antenna.
 varies with handset usage/location.
eption in Standby, close handset.

ing metallic straps. Antenna 
ll be affected.
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press for 1+ seconds to toggle Keypad Lock.
bVodafone Web Key

Open Vodafone Web menu or execute Soft Key 
functions.

cPower On/Off Key
Press and hold to turn handset power on/off.

dMultimedia/Text Key
Start Media Player or toggle between character entry 
modes. In Standby, press for 1+ seconds to activate/
cancel Large Font Mode.

e# Key
In text entry windows, enter comma, full stop, line break, 
space, etc.

fMicrophone
gExternal Device Connector

Connect Charger here.
hVolume/Zoom Key

Adjust Earpiece Volume or zoom mobile camera.
iManner/View Key

Press for 1+ seconds to activate/cancel Manner mode. 
Toggle Message List, Calendar or Data Folder file list 
views.

jCharger Terminal
kStrap Eyelet

Attach straps as shown.
lHeadphone Connector

Connect optional Headphones, etc.

Use for infrared data
oExternal Display
pExternal Camera (le
qPortrait (o)/Macro (
rBattery Cover
s Internal Antenna Lo

Note X Internal Anten
. 705SH has n

transmits/rec
. Do not cover

containing In
. Voice quality
. For better rec
. Avoid attach

sensitivity wi



    

tomer and authentication 
k entries and SMS messages. 
g/removing USIM Card.

      

air/upgrade or USIM Card 

      

 removed USIM Card.

  

 slide 
 

   

USIM Card

  

!

@
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Universal Subscriber Identity Module (USIM) Card is an IC card containing cus
information, including the handset number, and limited storage for Phone Boo
USIM Card must be inserted to use this handset. Turn 705SH off before insertin
.Do not force USIM Card into or out of handset; damage may result.
.Avoid touching USIM Card IC chip or terminals; doing so may hinder performance.
. Some handset files may be inaccessible after subscription termination, handset rep

replacement.

1 Slide in USIM Card with 
IC chip facing down

2 Insert battery

. Take care not to lose

1 Gently press and
out USIM Card as
shown

2 Insert battery

Inserting

Notch

Removing
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g terminals with a dry cotton swab.

es
vibration

st once every six months; an 
ay become unusable.

 

rying battery separately.

xhausted battery with ordinary 
er battery terminals before 
ed battery to a Vodafone shop, or 
al regulations.

Charging Battery
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Charge battery before first use/after period of disuse.

■ Battery Life 

.

 
Do not use/store battery at extreme temperatures; this 
may shorten battery life. Ideally, use/store between 
5

 

°

 

C - 35

 

°

 

C.

 

.

 

Use specified Charger only; others may damage 
handset/battery or overheat or ignite battery.

 

.

 

Replace battery if operating time shortens noticeably.

■ Charging 

.

 
Do not use Charger for other purposes.
 

.

 

Contact with metal may short, overheat or burst battery.

 

.

 

Small Light illuminates red while charging. (It may take 
longer for the light to illuminate when handset is off.)

 

.

 

705SH and Charger may warm during charging.

 

.

 

Separate Charger from TV/radio if interference occurs.

■ Precautions 

.

 
Clean device chargin
 

.

 

Avoid:

 

,

 

Extreme temperatur

 

,

 

Humidity, dust and 

 

,

 

Direct sunlight

 

.

 

Charge battery at lea
uncharged battery m

 

.Use a case when car

■ Battery Disposal 
Do not dispose of an e
refuse; always tape ov
disposal. Take exhaust
follow the local dispos

  

Battery & Charger



                   

rom AC outlet, then 705SH

  

tabs to remove connector.

  

l Cover to protect External Device 

 

Charging (Use Specified Charger Only)

mall Light

    

end or twist AC Charger cord.

  

s compatible with household currents 
100V and 240V.

  

not liable for problems resulting from 
SH abroad.
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1 Rotate Terminal Cover as shown to connect 
Charger
. Insert connector until it clicks.
.Use slot to gently pull Terminal 

Cover down and out as shown.

2 Plug Charger into AC outlet
.Charging starts and Small Light 

illuminates red. (Charging takes 
approximately 140 minutes.)
.Charging is complete when Small Light goes out.
. Extend Charger blades. 

(Fold back when not in use.)

3 Unplug Charger f
. Squeeze release 
.Replace Termina

Connector.

S

Release Tabs

Charger Connector

AC Charger Arrows Up

External Device
Connector

Terminal Cover

AC 100V Outlet

Blades

1

2

3

Slot

Note X . Do not pull, b
. AC Charger i

between AC 
. Vodafone is 

charging 705
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8External Transmission
X: USB Transmission Ready 

n in Progress
ion in Progress 
ssion in Progress 
mission Ready
hen Visibility is set to Hide My Phone.
mission in Progress
n Progress

ity, ;: Car, ,: Headset, v: Manner
tive, _: Microphone Muted
tive & Microphone Muted

erate, 7: Low, 8: Empty
r vertically (e.g. l).
ctive
ctive & Message Recorded
ancelled & Message Recorded

ailure

der Set)
der Unset)
n

eived
emory is low, g (below 10 %) or 

ars.

tive, 0: Keypad Lock Active
ransmission Ready

ing Volume, s: Vibration Active
 Active

Display Indicators
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The following indicators appear at the top of Display.

1Network Service
g: 3G, k: GSM
Signal Strength
g: Strong, a: Moderate, b: Low, c: Weak
^: Out-of-Range

2|: Incoming Voice Call, @: Voice Call in Progress
*: Video Call in Progress,  f: Offline Mode
W: SSL, 9: Packet Transmission Ready
[: Packet Transmission in Progress

3Mail
z: Unread Mail, f: Unread Delivery Report
z (red): Memory Low
]: Receiving Mail, :: Sending Mail

43: Auto Delivery Info, E: CAST Info
A: Software Update, B: Software Update Report

56: Active V-application, 6 (grey): Paused V-application
1: Music Player Active

6Memory Card Status 
i: Inserted, L: In Use, J: Formatting
/: Unusable/Poor Connection

7.: Call Forwarding or Voice Mail Active
Appears when Always (forwarding condition) is set
for Voice Calls.

C: Multiple Functions (Multi Job) Active

n: USB Transmissio
|: Infrared Connect
W: Infrared Transmi
Y: Bluetooth® Trans

Appears in grey w
y: Bluetooth® Trans
z: Bluetooth® Talk i

9Mode
]: Meeting, [: Activ
-: Loudspeaker Ac
c: Loudspeaker Ac

aBattery Strength
5: Strong, 6: Mod
Indicator may appea

bw: Answer Phone A
@: Answer Phone A
[: Answer Phone C

cNew Voice Mail
dMessage Delivery F
eAlarm Set
fn: Schedule (Remin
o: Schedule (Remin

gCopyright Informatio
K: Content Key Rec
When Content Key m
M (below 5 %) appe

hSecret Mode Active
ir: Function Lock Ac
j/ (grey): Infrared T
kRingtone/Vibration
u: Silent, t: Increas
>: Silent & Vibration

g@z  36i.X]  5
w x;knKqr/u

1

cb d gh jkief

23 4 65 789 a



            

select menu items, move cursor, 
ual, Multi Selector operations 

ws:

perations

                     

 or 

 

d

     

t menu items. (Example: Select 

     

External Display Indicators

       

Symbols

d

b

%
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See major External Display indicators below.

1Battery Strength
2Time
3Signal Strength
4Date

Indicator and number of calls/messages, etc. appear 
for missed calls, new mail/information, etc.

Up to two indicators appear at the same time. Press 
E or F to view more.

Use Multi Selector to 
scroll, etc. In this man
are indicated as follo

Basic Multi Selector O
,e : Press a or b
,f : Press c or d
,g : Press a , b , c

Use a or b to selec
Text and press %.)

Incoming Communications

Missed Calls Z New Messages )

Answer Phone Message Y New Delivery Report ?

Missed Call Notification A Message Delivery Failure _

New Voice Mail B Content Key *

Alarm K Bluetooth® Notification F

Schedule Reminder ; CAST Info G

Task Reminder : CAST Reception Failure +

1 2

4

3

Multi Selector

Menu Items

cÇ

aÅ



 

17-21

 

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

 

17

           

e Access Code and Network 
d for handset use.

  

mber selected at initial 
d to use/change some handset 

  

when Handset Code is entered. 

 

code is incorrect!

 

 appears; 

 the contract; required to access 
es or subscribe to fee-based 

 

USIM PINs

               

Security Codes

 

ode
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. PIN1 and PIN2 are 9999 by default; change as needed.

.Activate PIN Entry to require PIN1 (4-8 digits) entry each 
time handset (USIM Card inserted) is turned on.

PIN1 Lock or PIN2 Lock is activated if PIN1 or PIN2 is 
incorrectly entered three times consecutively. PUK 
Code is required to cancel PIN Lock. For details, 
contact Vodafone Customer Centre, General 
Information (see P.17-45).
* USIM Personal Unblocking Key (PUK Code) unblocks a USIM 

Card blocked after the wrong PIN has been entered three 
consecutive times. Each USIM Card has a unique PUK Code. 
Do not disclose it to unauthorised persons.

Handset Code, Centr
Password are neede

9999 or the 4-digit nu
subscription; require
functions. * appears 
If incorrect, Handset 
re-enter code.

The 4-digit number in
Voice Mail via landlin
information.

PIN1 & PIN2

PIN1 Prevent unauthorised use of Vodafone handset

PIN2 Required to clear Call Costs and to set Max Cost

PIN Lock & Cancellation (PUK Code*)

Note X . If PUK Code is incorrectly entered ten times, USIM 
Card is locked and handset is disabled. Write 
down PUK Code.
. For USIM Card unlocking procedures, call 

Vodafone Customer Centre, General Information 
(see P.17-45).

Handset Code

Centre Access C



                 

conds

    

定  and press  %    

 and press 

 

%

    

d press 

 

%

        

Network Password

                 

Basic Handset Operations

 

On/Off

  

ber
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The 4-digit number selected at initial subscription; 
required to restrict handset services. If Network 
Password is incorrectly entered three times 
consecutively, Call Barring settings are locked. To 
resolve, Network Password and Centre Access Code 
must be changed. For details, contact Vodafone 
Customer Centre, General Information (see P.17-45).

1 Open handset 

2 Press and hold "

1 Open handset 

2 Press " for 2+ se

1 Press %, select 設

2 Select Language

3 Select English an

1 Press %0

2 Press " to exit

Note X .Write down Handset Code, Centre Access Code 
and Network Password. If lost, contact Vodafone 
Customer Centre, General Information (see P.17-45)
. Do not reveal Handset Code, Centre Access Code 

and Network Password. Vodafone is not liable for 
misuse or damages.

Tip X . Handset Code/Network Password are changeable.
. Do not attempt to change Centre Access Code. 

Contact Vodafone Customer Centre, General 
Information (see P.17-45) for details.

Handset Power 

Turning On

Turning Off

English Display

Your Phone Num
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dditional contract, but no basic 
pplication fees.

mber

nd press %

nd press %

mber
ines or mobile phones within the 
d to Step 5.

nd press %

nd press %
fone handsets, always select 

Setting Clock Placing an International Call

 

 0 of the dialling code except when 
r Russia.

  

n placing international calls, contact 
stomer Centre, General Information 

  

.

 

tside Japan
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1 Press %, select Settings and press %

2 Select Date & Time and press %

3 Select Set Date/Time and press %

4 Enter date and time (24-hour format) and press %

1 Press %, select Settings and press %

2 Select Network Settings

3 Select Select Service and press %

4 Select 3G, GSM or Auto and press %
For Auto, 3G and GSM switch automatically by 
location (network status).

1 Enter a phone number

2 Press !

1 When a call arrives, open handset

2 Press !

Service requires an a
monthly charges or a

1 Enter a phone nu

2 Press B ø

3 Select Int'l Call a

4 Select a country a

5 Press !

1 Enter a phone nu
When calling landl
country, skip ahea

2 Press B ø

3 Select Int'l Call a

4 Select a country a
When calling Voda
日本  (JPN) . 

5

 

Press 

 

!

 

Network Services

Initiating a Voice Call

 

Calling within Japan

 

Answering a Voice Call

  

Note 

 

X

 

. Omit the first
calling Italy o
. For details o

Vodafone Cu
(see P.17-45)

Calling from Ou



                                        

all Log and press %

 and press %

nd press %

all Log and press %

s and press %

lls or Received Calls and 

icrophone is muted, other 
heard through Earpiece.

ss A Æ

 cancel

Redial Total Charges & Call Time

ne
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1 Press c (i)

2 Select a record and press %

3 Press !

1 Press d (q)

2 Select a record and press %

3 Press !

1 Enter a phone number

2 Press B ø

3 Select Video Call and press %

1 When a call arrives, open handset

2 Press ! to answer with voice and video image
To answer with voice only, press B ø, select 
Hide Picture and press % 

1 Press %, select C

2 Select Call Costs

3 Select All Calls a

1 Press %, select C

2 Select Call Timer

3 Select Dialled Ca
press %

Even when handset m
party's voice can be 

1 During a call, pre

2 Press A ¨ to

Calling from Received Calls

Initiating a Video Call

Answering a Video Call

Total Charges

Total Call Time

Muting Micropho
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rd caller messages.

 

Answer Phone & Voice Mail

 

Voice Mail

 

Voice Mail Centre

                                        

elect 

 

Settings

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

  

ll/Video Call

 

 

 

S

 

 Select 

 

Call Settings

 

 

      

 Select 

 

Voicemail/Diverts

 

 

      

Select 

 

Voicemail

 

 S Press % 
ivate S Press % 
ays or No Answer S Press % 
 time (for No Answer) S Press %

Not Required

x

 1+ seconds S Follow the voice 
r handset connects to Voice Mail 

fter playback, press 7

Available

Available
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Activate Answer Phone or transfer incoming calls to Voice Mail Centre to reco

Answer Phone

Message Recorded Handset

Setting

Press % S Select Tools S Press %
S Select Answer Phone S Press %
S Select Settings S Press %
S Select Switch On/Off S Press %
S Choose On S Press %

Press % S S
S Select Ca
S Press % S
S Press % S
S Select Act
S Select Alw
S Select ring

Additional Contract Not Required

Message Indicator @/[

Play
Press % S Select Tools S Press %
S Select Answer Phone S Press %
S Select Play Ans. Phone S Press %

Press 1 for
guidance afte
Centre

Delete
During playback, press B H 
S Press B Y

A

When Handset is Off Not Available

When Handset is 
Out-of-Range

Not Available

Tip X Activating Voice Mail cancels Call Forwarding for Voice Calls.



                                                   

etween character entry modes.

Forwarding a Call Entering Characters

Kanji (hiragana)

Double-byte katakana

Single-byte katakana

Double-byte alphanumerics

Single-byte alphanumerics

Single-byte numbers

Character Code

L270_insatsu.book 26 ページ ２００６年５月３１日　水曜日　午後１時１３分
17-26

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

17

Transfer incoming calls to a specified phone number.

1 Press %, select Settings and press %

2 Select Call/Video Call

3 Select Call Settings and press %

4 Select Voicemail/Diverts and press %

5 Select Diverts and press %

6 Select call type and press %

7 Select Always or No Answer and press %

8 Select Enter Phone Number and press %

9 Enter a forwarding number and press %

11110000 Select ring time and press % (for No Answer)

Activate Manner mode for proper handset etiquette.

1 Press D for 1+ seconds
Default Manner Mode Settings:
! Mutes Keypad Tones, Power On/Off sounds and error tones.
@ Simultaneously silences incoming and general 

volumes and activates vibration (customisable).

Press & to toggle b
Activating Call Forwarding

Note X Activating Call Forwarding for Voice Calls cancels 
Voice Mail.

Manner Mode

Tip X Cancelling Manner Mode
Press D for 1+ seconds.

Entry Modes

&

&

&

&

&

&

&
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r deleting text with 

 

$

 

 (Long Press).)

 

Key Assignments

 

e
Character Codes

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

     

0

      

 -

 

2

 

e Symbol
h List

                 

Delete Code/One Character
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1 Press 0 for 1+ seconds to enter + (available for phone number entry).
2****, P (Pause), ? and - are for phone number entry.
3Press ! once for each character to recover immediately after deleting. (Not available afte

Key
Single-byte Alphanumerics Single-byt

NumbersUpper/Lower Case Lower Case

1 @./_-1 @./_-1 1

2 ABCabc2 abc2 2

3 DEFdef3 def3 3

4 GHIghi4 ghi4 4

5 JKLjkl5 jkl5 5

6 MNOmno6 mno6 6

7 PQRSpqrs7 pqrs7 7

8 TUVtuv8 tuv8 8

9 WXYZwxyz9 wxyz9 9

0 0 0 0 +1

( Log List, Pictograph List, Single-byte Symbol List
* P (Pause) ?

Log List, Single-byt
List, Pictograp

# , .L(Line Break) ? ! (Space) #

a Cursor Up

b Cursor DownL(Line Break)

c Cursor Left

d Cursor Right

& Change Character Entry Mode

' Toggle  Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)

$ (Press) Delete One Character

$ (Long Press) Delete before or after cursor

! Recover up to 64 deleted characters3

% OK



                               

dow, press 

 

B

 

 

 

ø

    

 and press 

 

%

  

n and press 

 

%

 

Tip 

 

X

 

Entering Consecutive Characters Assigned to the 

       

Emoticons
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1 In a text entry window, press ( 
to open Symbol List
. Press B to toggle the list as 

follows: Symbol List → Pictograph 
Lists → Log List
Press A to return to Symbol List.

2 Use g to select one and press %

3 Press a key (0 - 9) to exit list 
and enter the assigned character

1 In a text entry win

2 Select Emoticons

3 Select an emotico

Same Key
Press d to advance cursor; enter next character.
Editing Characters
Use g to select a character. Press $ to delete it 
and then enter another.

Symbols, Pictographs & Emoticons

Symbols & Pictographs

Tip X . Single-byte Symbols do not appear in Log List.
. Symbols are double or single-byte according to 

the entry mode. (Pictographs are all double-byte.)
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cording to card specifications. 
ry limits or number of Categories may 

 

Saving to Phone Book

                

Description

 

Save URLs. Enter up to 1024 
bytes.

  

Add personal details. 
Enter up to 256 characters.

  

Enter birth date

  

Set an image to appear for 
incoming calls/mail

 

ll:*

 

Customise handset response 
to calls/mail

 

ll:*

sage:*

ll:*

e:*

 

Restrict access to Phone 
Book entries by saving them 
as Secret Mode entries

    

lost; handset damage may also affect 
d data.
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Save names with phone numbers, mail addresses, etc. to Phone Book.

* Not supported on USIM Card.
,Save up to 750 entries in 705SH Phone Book; USIM Card Phone Book entry limit varies ac

Depending on the USIM Card in use, some items may not be supported, and character ent
be lower. Also, the number of phone numbers or mail addresses per entry may be lower.

Phone Book Entry Items

Item Description

Last Name: Enter up to 32 characters. 
(Select Name: when saving to USIM Card.)First Name:

Reading: Enter up to 64 characters

Add Phone 
Number:

Enter up to three numbers on handset/two on 
USIM Card (32 digits each)

Add Email 
Address:

Enter up to three addresses on handset/one on 
USIM Card (128 single-byte alphanumerics 
each)

Category:

Sort entries into 16 Categories (11 Categories 
on some USIM Cards). Category names can 
be changed. Set Ringtone by Category 
(handset only).

Address:*

Enter postal code (20 characters), country 
name (32 characters), state/province 
(64 characters), city name (64 characters) 
and street name/number (64 characters)

Item

Homepage:*

Note:*

Birthday:*

Picture:*

Tone/Video for Voice Ca

Tone/Video for Video Ca

Tone/Video for New Mes

Vibration for Incoming Ca

Vibration for New Messag

Secret:*

Note X Back-up Important Information
When battery is exhausted/removed for long periods, Phone Book entries may be 
handset information recovery. Vodafone is not liable for damages from lost/altere



                                                  

ct an entry

ress %

d press %

 press %
l addresses, select an icon and 

New Phone Book Entries Note X Enter a name, phone number or mail address to 
 Book entry.

e Media

    

lect 

 

Phone Book

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

 

 

 

S

 

 

 

s

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

 

 

 

S

 

 Select 

 

Save New 

   

 

 

%

 

 

 

S

 

 Select 

 

Phone

 

,

 

 USIM Memory

 

 

 

ime

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

   

h Time

 

, select storage media for 
try.

 

ook Entries
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Enter a name, reading, phone number and mail 
address.

1 Press %, select Phone Book and press %

2 Select Add New Entry and press %

3 Select Last Name: and press %

4 Enter last name and press %

5 Select First Name: and press %

6 Enter first name and press %
Characters entered for names 
appear under Reading:.

7 Select Add Phone Number: and press %

8 Enter a phone number and press %

9 Select an icon and press %

11110000 Select Add Email Address: and press %

11111111 Enter a mail address and press %

11112222 Select an icon and press %

11113333 Press A  ß 

1

 

Press 

 

b

 

 and sele

 

2

 

Press 

 

B

 

 

 

ø

 

3

 

Select 

 

Edit

 

 and p

  

4

 

Select an item an

  

5

 

Edit contents and

  

After numbers/mai
press 

 

%

 

.

 

6

 

Press 

 

A

 

 

 

ß

  

Tip 

 

X

 

Correcting Reading

 

Select 

 

Reading:

 

 and press 

 

%

 

.
Make corrections and press 

 

%

 

.

   

create a Phone

 

Tip 

 

X

 

Setting Storag

 

Press % S Se
Select Setting
Entry S Press
or Ask Each T
. For Ask Eac

each new en

Editing Phone B
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d to By Reading

 b

d press %

 via server; refresh VAB or 
t changes; add to/update VAB 
 lost/altered Phone Book entries
s a separate contract. For 

fone Customer Centre, General 
-45) or access the Vodafone K.K. 
//www.vodafone.jp/en/VAB/ 

Saving from Received Calls Tip X Opening USIM Card Phone Book Entries
ess B ø S Select Settings S 
lect Select Phone Book S Press % 
 Memory S Press %

ing

ers
ct other numbers.

ss Book (VAB)
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1 Select a record (see P.17-24 "Calling from 
Received Calls")

2 Press B ø, select Save Number and 
press %

3 New Entry
1 Select As New Entry and press %
2 Perform Steps 3 - 13 on P.17-30

Add to Existing Entry
1 Select a Phone Book entry and press %
2 Press A ß

1 Press %, select Phone Book and press %

2 Select Settings and press %

3 Select Sort Entries and press %

4 Select By Reading, By Category or By a-ka-sa-
ta-na and press %

1 Set search metho

2 In Standby, press

3 Enter reading

4 Select a name an

5 Press !

Back up Phone Book
Phone Book to reflec
online via PC; restore
via VAB. VAB require
details, contact Voda
Information (see P.17

Website via PC: http:

Dialling from Phone Book

Changing Search Method

By Reading
Shows entries that start with specified 
Reading

By Category Opens entries in the specified Category

By a-ka-sa-ta-na
Shows entries with Readings that start 
with katakana in the specified row

Press b S Pr
Press % S Se
S Select USIM

Search by Read

Tip X Multiple Numb
Use e to sele

Vodafone Addre



          

Camera Shake 
Handset movement may blur images; hold 705SH firmly or 

ce and use Self-timer.

amera and press %

Display
mode, press A V to switch to 

Mobile Camera

udges from lens cover (see P.17-14 
cloth before use.
a
ra is a precision instrument, however, 
may appear brighter/darker.
ing images while handset is hot may 
ge quality.
e lens to direct sunlight will damage 
 colour filter.

ages
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Select from two different shooting modes. Use Photo 
Camera for still images and Video Camera for video.

■ Photo Camera

■ Video Camera  

place it on a stable surfa

 
1

 
Press 

 
%

 
, select 

 
C

   2 
Frame image on 

 

.

 

In Video Camera 

    

Photo Camera.

 

3

 

Press 

 

%

 

4

 

Press 

 

%

 

 to save

 

5

 

Press 

 

"

 

 to exit

  

Before Using Camera

 

Image Size

 

W 1200 

 

×

 

 H 1600 dots
W 960 

 

×

 

 H 1280 dots
W 768 

 

×

 

 H 1024 dots
W 480 

 

×

 

 H 640 dots
W 240 

 

×

 

 H 320 dots
W 120 

 

×

 

 H 160 dots

 

Save Location

 

Handset or Memory Card

 

File Format

 

JPEG (.jpg)

 

Image Size

 

W 176 

 

×

 

 H 144 dots
W 128 

 

×

 

 H 96  dots
W 240 

 

×

 

 H 320 dots

 

Save Location

 

Handset or
Memory Card

Memory Card

 

File Format

 

MPEG-4 or H.263 (.3gp) MPEG-4 (.3gp or .ASF)

 

Note 

 

X

 

Lens Cover

 

Clean dust/sm

   

p

 

) with a soft 

 

Mobile Camer

 

.

 

Mobile came
some pixels 

 

.

 

Shooting/sav
affect the ima

 

.

 

Subjecting th
the camera's

 

Capturing Still Im
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ata Folder

 

 and press 

 

%

  

d press 

 

%

  

n handset and Memory Card, press 

     

hange to

 

 

 

Phone

 

 or 

 

Change to

 

 

  

en press 

 

%

 

.

  

ress 

 

%

    

n to file list

 

 an image from Pictures folder

     

ata Folder

 

 and press 

 

%

    

nd press 

 

%

  

ress B ø

press %

ge and press %

elds and send MMS Mail
p 3 on P.17-37)

Data Folder Opening Data Folder

ments
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705SH files are organised in folders by file format.

1 Press %, select D

2 Select a folder an
. To switch betwee
B ø, select C
Memory Card, th

3 Select a file and p

4 Press $ to retur

Example: Attaching
to MMS Mail

1 Press %, select D

2 Select Pictures a

3 Select a file and p

4 Select Send and 

5 Select As Messa

6 Complete other fi
(perform from Ste

Contents

Data Folder

Ring Songs • Tones

Music

V-appli

Book

Custom Screens

Videos

Text Templates

Other Documents

Pictures

DCIM

Still Images

Large Still Images 
on Memory Card

Downloaded
Melodies and other

Sound Files
Shortcut to 
V-applicationsDownloaded

Chaku-Uta Full® Files
Video Images

Downloaded
E-Books, etc.

Created Text
Templates

Other Files (vFiles, 
Dictionary Files, etc.)

Shortcut to 
Custom Screens

MMS Mail Attach



                                

ernet via Vodafone Web. Browse 
les as well as information.

!-compatible Mobile Internet sites 
in Menu; download news/info as 

n handset.

e! service (when available) to 
ormation updates from 
ternet sites.

     

odafone live!

 

 and press 

 

%

   

live!

 

 and press 

 

%

    

d press 

 

%

 

 item and press %

open additional links

eb

Vodafone live! Web

ain Menu

rvice

ne Web Menu

 Main Menu is subject to change.
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To use Vodafone live! services, first retrieve Network 
information. Handset initiates information retrieval 
when B, A or % is pressed for the first time. If 
handset is in Japanese mode, press A ˜, then 
change to English mode (see P.17-22).

1 Press B, A or %

2 Press B Y
. 705SH connects to the Network and retrieves 

required information.

Access the Mobile Int
for image or sound fi

Access Vodafone live
via Vodafone Web Ma
well as files for use o

Use this Vodafone liv
request automatic inf
compatible Mobile In

1 Press %, select V

2 Select Vodafone 

3 Select English an

4 Highlight a menu

5 Repeat Step 4 to 

6 Press " to exit W

7 Press B Y

Retrieving Network Information

Vodafone Web M

Auto Delivery Se

Opening Vodafo

Note X Vodafone Web



 

17-35

 

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

 

17

     

mmunication services in Japan 
nge text/multimedia messages 
sets, PCs and other devices.

ne live! messaging service to 
essages of up to 160 
odafone handsets. This service 

or fast and short text messaging!

es of up to 30,000 alphanumerics 
 Vodafone handsets, email-
Cs and other like devices. Attach 
ltimedia messages.

 

Web Options Menu

                           

Messaging

    

patible with Greeting, Coordinator, 
tline and Polling service messages.

    

l contract is required to use MMS and 
il from PCs, etc.

  

esends undeliverable messages at 
als until delivered. Messages not 
pecified expiry are deleted.
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Access a Mobile Internet site and press B ø to 
use the following functions.

Use Vodafone text co
and overseas. Excha
with compatible hand

Use this basic Vodafo
exchange short text m
alphanumerics with V
is the ideal solution f

Exchange text messag
with MMS-compatible
compatible mobiles, P
images/sounds for mu

Item Description

Bookmark
Save links to Mobile Internet sites; access 
the site (705SH connects to the Network) 
or edit the list

Save This Page
Save page content; 705SH opens saved 
pages without connecting to the Network

Change View Change page size

Copy Text Copy text 

Reload Update page content

Enter URL
Enter URL directly to open a Mobile 
Website

Home Return to Vodafone Web Main Menu

Handle File(s) Save images, sounds, etc. to Data Folder

Advanced
Send URL via SMS/MMS, open properties, 
search within site, customise settings, etc.

Access History Previously visited Mobile Internet site links

Browser 
Settings

Set font size, scroll unit, download 
parameters, select cookie acceptance or 
customise other Web-related settings

Help View a summary of key assignments

Exit Exit Web

SMS

MMS

Note X 705SH is incom
Relay Mail, Ho

Tip X . An additiona
receive e-ma
. The Centre r

regular interv
received by s



                                                    

6 Read through instructions, then select Go to setup 
and press %

d press %

try field below Input your PIN 
ss %

ess Code and press %

ess %

ing settings and press %

dress and press %

try field below Input email 
t to change. and press %

 and press %
d 30 single-byte alphanumerics.

ess %

Opening Messages

 may change without prior notice. 
rmation, contact Vodafone Customer 
l Information (see P.17-45).
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1 Press %, select Messaging and press %

2 Select Received Msg., Drafts, Templates, 
Unsent Messages or Sent Messages and press 

%

3 Select a message and press %

1 Select a sent/unsent message and press B ø

2 Select Edit & Send or Edit and press %

3 Edit the message

Change alphanumerics before @ of the default 
handset mail address. Customising handset mail 
address helps reduce spam.

1 Press %, select Vodafone live! and press %

2 Select Vodafone live! and press %
705SH connects to the Network and Vodafone Web 
Main Menu opens.

3 Select English and press %

4 Select User Support and press %

5 Select Messaging Setting and press %

7 Select English an

8 Select the text en
number. and pre

9 Enter Centre Acc

11110000 Select OK and pr

11111111 Select 1. Messag

11112222 Select 1. Email ad

11113333 Select the text en
address you wan

11114444 Enter an address
Enter between 3 an

11115555 Select OK and pr

Editing Messages

Customising Handset Address

Note X This procedure
For further info
Centre, Genera
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essaging

 

 and press 

 

%

   

ssage

 

 and press 

   

eld and press 

 

%

      

ook

 

 and 

   

 and press 

 

%

  

t's Vodafone 
r or mail address and press 

 

%

    

roup

 

 and press 

 

%

  

 and press 

 

%

    

turn

nt and press %

ail List and press %

nt and press %

umber or Enter Address and 

's Vodafone handset number or 
nd press %

Messaging Menu Sending Text Messages

Mail Composition 
Window
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Press %, select Messaging and press % to open 
Messaging menu.

1 Press %, select M

2 Select Create Me
%

3 Select recipient fi

4 Enter a recipient

Phone Book
1 Select Phone B

press %
2 Select an entry
3 Select recipien

handset numbe

Sending to Group
1 Select Select G
2 Select a Group
3 Press $ to re

Sent Mail Record
1 Select a recipie

Speed Mail List
1 Select Speed M

2 Select a recipie

Direct Entry
1 Select Enter N

press %
2 Enter recipient

mail address a

Item Description

Received Msg. List of received messages

Create Message Create and send new message

Drafts List of incomplete/unsent messages

Templates Saved message templates

Unsent Messages Undelivered/cancelled/failed mail

Sent Messages List of sent messages

Server Mail Box
Request Centre message list and 
then select messages to retrieve

Settings

Customise SMS/MMS settings, sort 
messages into folders or save 
frequently used numbers/addresses 
to Speed Mail List to send from 
Standby

Memory Status Received and Sent memory usage



    

5

 

Enter subject (MMS only)

 

1

 

Select subject field and press 

 

%

                                          

ars and Information window 
r new mail. Press % to open 

essaging and press %

Msg. and press %

 and press %

ortion of MMS message when:
nt to multiple recipients
the message

message and any attachments:

 2 above

essage with L (MMS Notice) and 

Incoming Text Messages

& SMS Messages

ed Text Messages

lete MMS Messages
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2 Enter subject and press %

6 Select message text field and press %, then enter 
a message and press %

7 Attach files (MMS only)
Press B ø, select Insert Item and press %

Image Files
1 Select Picture and press %
2 Select a folder and press %
3 Select a file and press %

Melody Files
1 Select Sound and press %
2 Select a folder and press %
3 Select a file and press %

Video Files
1 Select Video and press %
2 Select Saved Videos and press %
3 Select a file and press %

8 When finished, press A S to send

Delivery Notice appe
opens (z appears) fo
Received Messages.

1 Press %, select M

2 Select Received 

3 Select a message

Centre sends initial p
. The message was se
. Files are attached to 

Download complete 

1 Perform Steps 1 -

2 Select an MMS m
press %

3 Press A m

Receiving MMS 

Opening Receiv

Retrieving Comp
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5SH-compatible V-applications.
ions via Vodafone Web.
g or access real-time news/info.
at activates in Standby.

pli and press % to open V-appli 

-appli and press %

d press %

 and press %

ternet site offering V-applications

tion and press %

lication is automatically saved and 
ears.

Replying & Forwarding V-applications

Description

, activate or delete V-applications

pplication settings

a™ and JBlend™ licence information

applications
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1 Open a received message (see P.17-38)

2 Press B ø

3 Select Reply or Reply All and press %

4 Select Reply or Reply with History and press %

5 Complete and send (see P.17-37 - 17-38)

1 Open a received message (see P.17-38)

2 Press B ø

3 Select Forward and press %

4 Enter a recipient (see P.17-37) and press %

5 Press A S

Enjoy a variety of 70
.Download V-applicat
. Enjoy network gamin
. Set a V-application th

Press %, select V-ap
menu.

1 Press %, select V

2 Select V-appli an

3 Select Download

4 Open a Mobile In

5 Select a V-applica

6 Press %
Downloaded V-app
a confirmation app

7 Press B Y

Replying to Messages

Forwarding Messages

V-appli Menu

Item 

V-appli Download

Settings Adjust V-a

Information Open Jav

Downloading V-



                                           

ges with other 705SH or other 
ithin ten metres.

  

ot apply.

  

ear chat-compatible V-application. 
at) application is preloaded on 

Vodafone live! CAST (Japanese Only) Near chat

  

nge may vary by ambient conditions.

 

 (Near chat) application cannot be 
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Subscribe to Japanese mobile periodical content 
automatically downloaded to 705SH overnight.
.Requires a separate subscription and registration
.All currently available content limited to Japanese
.Only available within Japan on compatible 3G handsets

1 Press %, select Entertainment and press %

2 Select Cast and press %

3 Select Join/Cancel Service and press %
705SH connects to the Network and service 
registration page opens. Follow onscreen instructions.

1 Delivery Notice appears and Information window 
opens (E appears) for new information

2 Select Cast and press %
Follow onscreen instructions.

3 Press " to exit

Exchange text messa
compatible devices w
.Connection fees do n
.Near chat requires a N
ちかチャット  (Near ch
705SH.

  

Service Registration & Content Subscription

 

Note 

 

X

 

Registration and Subscription require Mobile 
Internet use (connection fees apply). Confirm signal 
strength beforehand.

 

Newly Arrived Information

  

Note 

 

X . Near chat ra

.ちかチャット 
deleted.
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Software Update Update Result

indow appears, select UUUUppppddddaaaatttteeee    rrrreeeessssuuuulllltttt 

 exit.
 S Select Settings S Press % S 
ne Settings S
 

 Select 
 

Software 
      

S

 

 Select 

 

Update result

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

    

 exit.

 

pdate Timer

s at set update time. Press % or wait 
conds for update to start.
t while 705SH is in use. When the 
nds, confirmation appears. After ten 
er is automatically cancelled.

lly cancels Keypad Lock.

 Book entries, media files, and other 
ot affected by firmware updates, but 
 always back-up important 
note that some files cannot be 
afone is not liable for damages from 
ion, etc.
s not return to Standby after update, 
ff and restart 705SH.
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Check for 705SH firmware updates and download as 
required.
.Choose to begin update or set update timer.
. 705SH is disabled until update is complete. Update may 

take up to approximately 30 minutes.
.Connection fees do not apply to updates (including 

checking for updates, downloading and rewriting).
.Keep 705SH in a place where signal is strong and stable.
.Charge battery (l appears) beforehand; a low battery 

may cause update to fail.
.Do not remove battery during update; update may fail.
. To reduce risk of failure, disconnect USB Cable from 

705SH beforehand.

1 Select Software update and press %
Confirmation appears.
. Follow onscreen instructions. (A appears during 

update.)
.Update may take up to approximately 30 minutes.
.Confirmation appears and Information window 

opens (B appears) for successful update.
■ While confirmation appears, press  %   O  to 

acknowledge update completion and cancel 
Information window.

  

Main Menu

 

X

 

Settings

 

S

 

Phone Settings

 

S

 

Software update

 

Note 

 

X

 

Update failure may disable 705SH. Contact 
Vodafone Customer Centre, Customer Assistance 
(see 

 

P.17-45

 

).

 

■ While Information w      
S

 
 Press 
 

%
 

,

 

Press 

 

%

 

 again to
■ In Standby, press  %           

Use 
 

f
 

 to select 
 

Pho
  

update S Press % 
, Press % again to

U

■ Confirmation appear  
approximately ten se
 

.

 

Update will not star
current operation e
minutes, update tim

 

.

 

Update automatica

 

Note 

 

X

 

.

 

705SH Phone
content are n
users should
information (
copied). Vod
lost informat

 

.

 

If 705SH doe
turn power o



    

Function Menu

         

hone Book

Phone Book List
Add New Entry
Call Voicemail
Category Control
My Details
Speed Dial List
Contact Groups
VF Address Book
Settings
Manage Entries
Service Dial No.

S
e

tt
in

g
s

Phone 
Settings

Mode Settings
Custom Screens
Display
Sounds & Alerts
Date & Time
言語選択  (Language)

User Dictionary
Ringer Output
Earpiece Volume
Locks
Software update
Master Reset

 

Call/Video 
Call

 

Call Settings
Video Call

 

Network 
Settings

 

Select Network
Select Service
Offline Mode
Internet Setting
Location Info
Network Info

 

Main Menu Sub Menu
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Main Menu Sub Menu

Entertainment

Cast
Near chat
ComicSurfing

Vodafone live!

Vodafone live!
Bookmarks
Saved Pages
Enter URL
Access History
Browser Settings

Media Player

Music
Videos
Streaming

Messaging

Received Msg.
Create Message
Drafts
Templates
Unsent Messages
Sent Messages
Server Mail Box
Settings
Memory Status

Camera ー 

Data Folder

 

Pictures
DCIM
Ring Songs 

 

•

 

 Tones
V-appli
Music
Videos
Book
Custom Screens
Text Templates
Other Documents
Memory Status

 

Tools

 

Calendar
Alarms
Auto Power On
Calculator
Answer Phone
Voice Recorder
Barcode
E-Book
Stopwatch
Tasks
World Clock
Countdown Timer
Expenses Memo
Phone Help

 

V-appli

 

V-appli
Settings
Information

 

Call Log

 

All Calls
Dialled Numbers
Received Calls
Call Timers
Data Counter
Call Costs

 

Connectivity

 

Bluetooth
Infrared
Mass Storage
Memory Card

 

Main Menu Sub Menu

P
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ulated with battery installed.

  

 is an average measured with a 
ttery, with stable signals. 
 may be less than half this value if 

  

ime is an average measured with a 
ttery, with clamshell closed without 
 Standby with stable signals. 
 less than half this value if 705SH is 
 weak. Standby Time may vary by 
 status, ambient temperature, etc.).

  

me decrease with frequent use of 
lights.

  

me may decrease when a 
e.

  

me decrease with handset use in 
s.

  

ision technology, however, some 
ighter/darker.

 

Specifications
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.Values left were calc

.Continuous Talk Time
new, fully charged ba
Continuous Talk Time
signal is weak.
.Continuous Standby T

new, fully charged ba
calls or operations, in
Standby Time may be
out-of-range/signal is
environment (battery
. Talk Time/Standby Ti

Display/Keypad Back
. Talk Time/Standby Ti

V-application is activ
. Talk Time/Standby Ti

poor signal condition
.Display employs prec

pixels may appear br

705SH

Weight Approximately 104 g     (with battery)

Continuous
Talk Time

Approximately 140 minutes (3G)
Approximately 230 minutes (GSM)

Continuous 
Standby Time 
(clamshell closed)

Approximately 310 hours (3G)
Approximately 300 hours (GSM)

Video Call 
Continuous
Talk Time

Approximately 80 minutes
(with Internal Camera in use)
Approximately 70 minutes
(with External Camera in use)

Charging Time 
(Power off)

AC Charger: Approximately 140 minutes
In-Car Charger: Approximately 140 minutes

Dimensions 
(W × H × D)

Approximately 50 × 101 × 17 mm 
(clamshell closed, 17mm at thickest point)

Maximum Output
0.25 W (3G)
2.0 W (GSM)



    

AC Charger

 

Battery

m-ion

mAh

oximately 45 × 4.6 × 37.9 mm

out protruding parts)
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Power Source AC 100V-240V, 50/60 Hz

Power 
Consumption

12VA

Output 
Voltage/Current

DC 5.2V/650 mA

Charging 
Temperature 5℃  - 35℃ 

Dimensions 
(W

 

 

 

×

 

 

 

H

 

 

 

×

 

 

 

D)
Approximately 55

 

 

 

×

 

 

 

45

 

 

 

×

 

 

 

22 mm

(without protruding parts, cord)  

Cord Length Approximately 1.5 m

  

Voltage 3.7 V

Battery Type Lithiu

Capacity 820 

Dimensions 
(W 

 

×

 

 

 

H

 

 

 

×

 

 

 

D)
Appr

        

(with
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al Information. 

 

Customer Service

ternational Call Centre
pan, dial +81-3-5351-3491

e to dial the correct number. 
rges will apply to this call.)

entre Phone Number

rmation ƒ 0088-240-157

sistance ƒ 0088-240-113

rmation ƒ 0088-241-157

sistance ƒ 0088-241-113

rmation ƒ 0088-242-157

sistance ƒ 0088-242-113

rmation ƒ 0088-259-157

sistance ƒ 0088-259-113

rmation ƒ 0088-247-157

sistance ƒ 0088-247-113

rmation ƒ 0088-250-157

sistance ƒ 0088-250-113
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If you have questions about Vodafone handsets or services, please call Gener
For repairs, please call Customer Assistance.

Call these numbers toll free from landlines.

Vodafone Customer Centres
From a Vodafone handset, dial toll free at

157 for General Information or
113 for Customer Assistance

Vodafone In
From outside Ja

(Please take car
International cha

Subscription Area Service C

General InfoHokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, 

Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, 

Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui Customer As

General Info
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka

Customer As

General Info
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama

Customer As

General Info
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane

Customer As

General Info
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi

Customer As

General Info
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa

Customer As
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サブメニュー 参照先

クチャー AP.8-2

ジタルカメラ AP.8-2

うた・メロディ AP.8-2 

アプリ AP.15-2

ュージック AP.8-2

ービー AP.8-2

ック AP.8-2

スタムスクリーン AP.9-5

キストメモ AP.8-16

の他ファイル AP.8-2

モリ確認 AP.8-2

レンダー AP.11-2

ラーム AP.11-10

動電源 On AP.11-13

易電卓 AP.11-15

易留守録 AP.2-9

イスレコーダー AP.11-16

ーコード／ OCR AP.11-18

子ブック AP.11-26

トップウォッチ AP.11-24

定リスト AP.11-7

界時計 AP.11-14

ッチンタイマー AP.11-24

ネー積算メモ AP.11-25

イド機能 AP.11-29
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機能一覧
メインメニュー サブメニュー 参照先

エンタテイメント

キャスト AP.16-2

ちかチャット AP.16-4

コミックサーフィン AP.16-6 

Vodafone live!  

Vodafone live!  AP.14-3

ブックマーク AP.14-7

お気に入り AP.14-7 

URL入力 AP.14-5

履歴 AP.14-4

ブラウザ設定 AP.14-13

メディアプレイヤー

ミュージック AP.7-5

ムービー AP.7-7

ストリーミング AP.14-10

メール

受信ボックス AP.13-16

新規作成 AP.13-7

下書き AP.13-12

テンプレート AP.13-13

未送信ボックス AP.13-16

送信済みボックス AP.13-16

サーバーメール操作 AP.13-15

設定 AP.13-24

メモリ容量確認 AP.13-2

カメラ ─ AP.6-2

メインメニュー

データフォルダ

ピ

デ

着

V

ミ

ム

ブ

カ

テ

そ

メ

ツール

カ

ア

自

簡

簡

ボ

バ

電

ス

予

世

キ

マ

ガ
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メインメニュー サブメニュー 参照先 メインメニュー サブメニュー 参照先

ード設定 AP.9-2

スタムスクリーン AP.9-5

ィスプレイ設定 AP.9-3

ウンド設定 AP.9-9

時設定 AP.9-12 
anguage  AP.9-5

ーザー辞書 AP.9-14

信音出力切替 AP.9-12

話音量調節 AP.9-12

キュリティ設定 AP.9-15

フトウェア更新 AP.18-9

期化 AP.9-21

話設定 AP.9-21 

Vコール設定 AP.5-5

ットワーク選択 AP.10-14 

G／ GSM設定 AP.2-16

フラインモード AP.2-20

ンターネット設定 AP.10-15

置情報設定 AP.10-16

ットワーク状態表示 AP.10-15
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Vアプリ 

Vアプリ AP.15-2 

Vアプリ設定 AP.15-2

インフォメーション AP.15-2

通話履歴

全通話履歴 AP.2-13

発信履歴 AP.2-13

着信履歴 AP.2-13

通話時間 AP.2-14

データ通信 AP.2-14

通話料金 AP.2-15

外部接続 

Bluetooth  AP.10-2

赤外線通信 AP.10-9

カードリーダモード AP.10-14

メモリカード AP.8-17

電話帳

電話帳 AP.4-2

電話帳新規作成 AP.4-4

留守番電話再生 AP.12-4

グループ設定 AP.4-11

オーナー情報 AP.4-18

スピードダイヤル設定 AP.4-14

メールグループ登録 AP.4-12 

VFアドレスブック AP.4-15

設定 AP.4-9

電話帳管理 AP.4-8

サービスダイヤル AP.4-2

設定

本体設定

モ

カ

デ

サ

日

L
ユ

着

受

セ

ソ

初

通話／ 

TVコール設定

通

T

ネットワーク

設定

ネ

3

オ

イ

位

ネ



 

処　置

しばらくお待ちください」と表示される

ください。 

充電するか、充 電されている 予備の電

換してください。 

てください。

ff設定を「 On」にしてい るときは、 PIN1
が必要です。（ AP.9-18）

従って入力してください。

が正しく取り付けられていることを確認

。正しく取り付けられていても「 USIM
」と表示されるときは、 USIMカードが

可能性があります。 

カードであることを確認してください。

カードが取り 付けられてい る可能性が

な布で汚れを落として、正しく取り付け

解除してください。（ AP.1-21） 

禁止を解除してください。

解除してください。（ AP.1-21） 

禁止を解除してください。

モードに設定してください。

 

止を解除してください。（ AP.9-20）

所に移動してかけ直してください。
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故障かな？と思ったら

症状 確認すること

電源が入らない . "を長く（「しばらくお待ちください」と表示される

まで）押していますか？ 

.電池切れになっていませんか？ 

.電池パックが 705SHに装着されていますか？ 

.

 

"を長く（「

まで）押して

.電 池パックを

池パックと交

.正しく装着し

電源を入れたのに操作で

きない 

.

 
PIN On ／ Off設定 を「 On」 にしていません か？ . PIN On／ O

コードの入力

画面の指示に

電源を入れたときや機能

の操 作時 に「 USIM カー

ド未挿入」と表示される 

.

 

USIMカードを正しく取り付けていますか？ 

.違った USIMカードをお使いではありませんか？ 

.

 

USIM カードの IC 部に指紋などの汚れがついていま

せんか？ 

.

 

USIMカード

してください

カード未挿入

破損している

.正しい USIM
使 用できない

あります。 

.乾いたきれい

てください。

ボタン操作ができない .誤動作防止が設定されていませんか？（「 0」表示） 

.ダイヤル操作禁止が設定されていませんか？

（「 r」表示） 

.誤動作防止を

.ダイヤル操作

（ AP.9-19）

ダイヤルを押しても電話

がかけられない 

.誤動作防止が設定されていませんか？（「 0」表示） 

.ダイヤル操作禁止が設定されていませんか？

（「 r」表示） 

.誤動作防止を

.ダイヤル操作

（ AP.9-19）

電話帳を使って電話がか

けられない 

.かけた い電話帳をシ ークレットデ ータに登録し てい

ませんか？ 

.電話帳使用禁止が設定されていませんか？ 

.シークレット

（ AP.9-20）

.電話帳使用禁

「 9」が 表示 され、電話

がかけられない 

.サービ スエリア外か 電波の届きに くい場所にい るの

では？ 

.電波の届く場
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「 0」から始まる相手の電話番号をダイ

さい。 

所に移動してかけ直してください。 

ードを解除してください。（ AP.2-20）

所に移動してかけ直してください。 

充電するか、充 電されている 予備の電

換してください。

―

実に差し込んでください。 

実に差し込んでください。 

てください。 

実に装着し直してください。 

などで清掃してください。 

〜 35℃の場所でご使用ください。 

ックと交換してください。

―

とのできる温 度であれば異 常ではあり

し、 705SHを長時間 肌に触れたまま使

、低温やけどになる恐れがあります。

）

したときの利用可能時間」、「電池パック

て」、「電池パックの消耗を軽減するに

てください。（ AP.1-13〜 P.1-14）

症状 確認すること 処　置
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ダイヤルしても通話終了

音（プープー…）が出る 

.市外局番など「 0」から始まる相手の電話番号をダイ

ヤルしていますか？ 
.「 9」が表示されていませんか？ 
.オフラインモードが設定されていませんか？

（「 f」表示） 

.市外局番など

ヤルしてくだ
.電波の届く場
.オフラインモ

通話がとぎれたり、切れ

る 
.電波の届きにくい場所にいるのでは？ 

.電池切れになっていませんか？ 
.電波の届く場

.電 池パックを

池パックと交

通話中に「プチッ」と音

が入る 
.電波が 弱くなって別 のエリアに切 り替わるとき に発

生することがあります。

充電ができない .急速充電器の接続コネクターが 705SH または卓上ホ

ルダーに確実に差し込まれていますか？ 

.急速充 電器のプラグ がしっかりと コンセントに 差し

込まれていますか？ 

.電池パックが 705SHに装着されていますか？ 

.

 
705SH が 卓上ホ ルダーに 確実に 装着され ていま す

か？ 

.

 
705SH、電 池パック、卓上ホ ルダーの充電端 子や急

速充電器の接続コネクター、 705SHの外部機器端子、

卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか？ 

.周囲温度５℃〜 35 ℃以外になると、充電できないこ

とがあります。 

.電池パックの寿命、または電池パックが異常です。 

.もう一度、確

.もう一度、確

.正しく装着し

.もう一度、確

.端子部を綿棒

.周囲温度５℃

.新しい電池パ

充電時間が短い .電池残 量がある状態 で充電する と、充電時間が 短く

なります。

熱くなる .充電中に、急速充電器や卓上ホルダーが発熱すること

があります。ま た、長時間利用すると、 705SH が熱

くなることがあります。 

.手 で触れるこ

ま せん。ただ

用していると

（ AP.xxiii

電池パックの消耗が早い .使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定

状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。 
.「完全に充電

の持 ちについ

は」を参照し



 

とき

います。（ AP.1-21）

タン操作はできません。ただし、電

は、エニーキーアンサーの各ボタン

話に出ることができます。

とき

されています。（ AP.9-19）

除しないと電話はかけられません。

きたときは、エニーキーアンサーの

押して電話に出ることができます。

―

―

連絡ください。

症状 確認すること 処　置
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■「 9」表示が出ているとき

サービ スエリ ア外か電 波の届 かない 場所にい るため です。

「 9」表示が消え、受信電波の強さを示すバーが１本以上表

示される場所へ移動してください。

■「充電して下さい」のメッセージが出て、電池アラーム

音が鳴っているとき

電池残量がなくなっています。（ AP.1-15）

電池パックを 充電するか、充電さ れている予備の電 池パッ

クと交換してください。

■「 0」表示が出ている

誤動作防止が設定されて

設定を解除しないとボ

話がかかってきたとき

（ AP.2-6）を押して電

■「 r」表示が出ている

ダイヤル操作禁止が設定

ダイヤル操作禁止を解

ただし、電話がかかって

各ボタン（ AP.2-6）を

画面の表示がちらつく .蛍光灯の下では、画面の表示がちらつくことがありま

す。

バックライトを消灯した

とき画面の表示が暗い 

.画面の特性によるもので、故障ではありません。

補足 X 故障の際の連絡先やアフターサービスについては、お問い合わせ先（ AP.18-26）までご

こんなときはご利用になれません
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Vアプリに関する画面表示

原因／処置 

.すで に 705SHに Vアプリが 100件登

録されてい ます。（左記のメッセージ

は、表示後自動的に消えます。） 
V  

.不 要な V アプリを 削除してか ら、や

り 直してくだ さい。（ AP.15-5） 

.ダ ウンロー ドしよ うとして いる V ア

プ リと同じバ ージョンが、 705SHに

登録されています。 

V  

.

 
B（ Yes）または A（ No）を押して、

ダウンロードしてください。 

.ダ ウンロー ドしよ うとして いる V ア

プ リの古いバ ージョンが、 705SHに

登録されています。 
V  

.

 

B（ Yes）を押すと、ダウンロードを

継続します。 

A（ No）を押すと、ダ ウンロードを

中止します。

表示さ れたとき はダウ ンロード できま

ためダウンロードできません」 

ため受信できません」
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画面 原因／処置 

.一時停止中の Vアプリがあります。 
V  

.一時 停止中の Vア プリを 終了した あ

と、やり直してください。 

.電池残量が少ないので、ダウンロード

が正 常に終了 しない可 能性があ りま

す。 
V  

.電池 パック を充電し てから、ダ ウン

ロードすることをおすすめします。 

.メモリが一杯です。 

V  

.

 
%を押すと、 ダウンロードを継 続し

ます。 
$を押すと、ダウンロードを中止し

ます。

一時停止中の
Vアフ゜リがあります
終了しますか?

一時停止中の
Vアフ゜リがあります
再開しますか?

○○
を本体にタ゛ウンロート゛
します

タ゛ウンロート゛サイス :゙
XXKB
保存サイス :゙
XXKB
タ゛ウンロート゛しますか?
電池残量が
足りないため
正常終了しない
可能性があります

○○
をメモリカート゛にタ゛ウンロー
ト゛します。本体の空
き容量が不足してい
るためです。

タ゛ウンロート゛サイス :゙
XXKB
保存サイス :゙
XXKB
タ゛ウンロート゛しますか?

画面

補足 X 次のよう な内容 が

せん。 

.「不正なデータの

.「サイズが大きい

本体の登録可能
件数を

超えているため
保存できません

すでに登録されて
いるアフ゜リケーションと同
じハ゛ーシ゛ョンです。
タ゛ウンロート゛を続けま
すか？

すでに登録されて
いるアフ゜リケーションより
新しいハ゛ーシ゛ョンで
す。タ゛ウンロート゛を続
けますか？



 

容量がないとき

ることはできません。このときは

ます。受信できなかったメールは、

されます。 

除してください。（ AP.13-20）

るメモリができると、自動的にサービ

たメールを受信します。 

メモリがない場合に新しいメールが送

護されていないメールを自動削除する

P.13-26） 

リの合計が 100％未満のときでも、新し

いことがあります。このときも不要な

ください。（ AP.13-20）

こんなときは（メール）
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■写メールがうまく送信できないとき

次のような原因が考えられます。詳しくは、「 3Gガイドブッ

ク」を参照してください。 

.相手が MMS／スーパーメール／ロングメールなどの契約を

していないとき 

.相手が MMSに対応していないとき 

,相手がスーパーメール対応機やロングメール対応機などの

ときは、受信できるデータ容量が異なります。 

.相手が JPEG形式に対応していないとき 

,相手が PNG形式に対応しているときは、 JPEG 形式の画像を 
PNG 形式に変換して送信できます。（ AP.8-14）

■受信メールを保存する

新しいメールを受信す

「 z」が赤色で表示され

サービスセンターに蓄積
.不要な受信メールを削

新しいメールを保存す

スセンターに蓄積され

.受信メールを保存する

られてきたときは、保

ことができます。（ A

.各サービスの使用メモ

いメールを受信できな

受信メールを削除して
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更新結果を確認する

表示されているときは、次の操作を行う

れます。

結果」選択 S% 
作のあと %

操作で表示できます。 
%Sf（「本体設定」選択） S「ソ

択 S%S「更新結果表示」選択 S% 
作のあと %

更新を利用すると

フトウェア更新の確認画面が表示されま

すか、約 10秒間そのままにしておくと、

更新が実行されます。 

るときは、ソフトウェア更新は実行され

了すると、ソフトウェア更新の確認画面

分以上他の機能を使用していると、ソフ

解除されます。） 

防止が設定されていたときは、ソフト

作防止は解除されます。

更新は、 705SHに登録されたデータ（電

ウンドなど）を残したまま行うことができ

の状況（故障・破損・水漏れなど）によっ

保護 ができないことがありま す。必要な

ウェア更新前にバックアップを取ってお

すすめします。（ダウンロードしたデータ

ップが取れないデータがあります。）

失した場合の損害につきましては、当社

ねますので、あらかじめご了承ください。 

き換え後に再起動しなかったときは、電

ください。

新については、ボーダフォンホームペー

vodafone.jp」でもご案内しています。
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ネットワークを利用して、 705SHのソフトウェア更新が必要

かどうかを確認し、必要なときには更新することができます。 
.ソフトウェアの更新方法には、すぐに更新する方法「今すぐ

更新」と、予約して更新する方法「予約更新」があります。 

.ソフトウェアの更新には、約 30分程度かかることがあります。
更新が完了するまで、 705SHは使用できません。 
.確認／更新には、通信料はかかりません。 

.電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。 

.

 
705SHが十分充電されている状態（「 l」表示）で操作してく
ださい。更新中に電池残量が不足すると、更 新に失敗するこ

とがあります。 
.ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを取り外さないでく

ださい。更新に失敗することがあります。 

.ソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。 

.

 
705SHとパソコンを USBケーブルで接続しているときは、ソ
フト ウェア更新前に USB ケーブルを取り外して ください。 
USBケーブルを取り付けたままソフトウェア更新を実行する
と、正しく完了できないことがあります。 

1「ソフトウェア更新」を選び、 %を押す。
ソフトウェア更新の確認画面が表示されます。 

.以降は、画面の指示に従って操作してください。
（ソフトウェア更新中は「 A」が表示されます。） 
.更新完了までには時間がかかることがあります。 

.更新完了後は、完了メッセージが表示されたあと、イン
フォメーションが表示されます。（「 B」表示） 
,完了メッセージ表示時に %を押したときは、インフォ

メーションは表示されません。

ソフトウェアを更新する

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ソフトウェア更新

注意 X ソフトウェア更新に失敗すると、 705SHが使用できなくな

ることがあります。このときは、ご契約いただいたボーダ

フォンの故障受付（ AP.18-26）にご相談ください。

■インフォメーションが

と、更新結果が表示さ

「ソフトウェア更新
,確認の終了：上記操

■待受画面からは、次の

%S「設定」選択 S
フトウェア更新」選
,確認の終了：上記操

予約

■予約時刻になると、ソ

す。このあと、 %を押

自動的にソフトウェア

. 他の機能を操作してい

ません。他の機能を終

が表示されます。（ 10
トウェア更新の予約が

. 予約更新前に誤動作

ウェア更新後、誤動

注意 X .ソフトウェアの

話帳／画像／サ

ますが、 705SH
ては、データの

データは、ソフト

かれることをお

など、バックア

なお、データが消

は責任を負いか

.ソフトウェア 書

源を入れ直して

補足 X ソフトウェアの更

ジ「 http://www.
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軸 宍雫 七叱 執失嫉 室悉
湿 漆疾 質実 蔀篠偲 柴芝
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偏変
娩弁

補輔
菩倣
崩庖

萌蓬
鵬乏
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貌貿
撲朴
幌奔

埋妹
鮪柾
迄侭

岬密
眠

務
娘

冥
牝滅

茂妄
木黙
問悶

野弥
柳薮

愉 愈油癒
諭 輸唯佑 優勇 友宥 幽

悠憂 揖有柚 湧涌 猶猷 由
祐裕 誘遊邑 郵雄 融夕

予
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羅
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利 吏
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葎掠 略劉流 溜琉 留硫 粒
隆竜 龍侶慮 旅虜 了亮 僚
両凌 寮料梁 涼猟 療瞭 稜
糧良 諒遼量 陵領 力緑 倫
厘林 淋燐琳 臨輪 隣鱗 麟

瑠塁 涙累類 令伶 例冷 励
嶺怜 玲礼苓 鈴隷 零霊 麗
齢暦 歴列劣 烈裂 廉恋 憐
漣煉 簾練聯

蓮 連錬

呂 魯櫓 炉賂 路
露労 婁廊弄 朗楼 榔浪 漏
牢狼 篭老聾 蝋郎 六麓 禄
肋録 論
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津 墜椎
槌 追鎚 痛通塚 栂掴 槻佃
漬 柘辻 蔦綴鍔 椿潰 坪壷
嬬 紬爪 吊釣鶴

亭低 停偵
剃 貞呈 堤定帝 底庭 廷弟
悌 抵挺 提梯汀 碇禎 程締
艇 訂諦 蹄逓

邸鄭 釘鼎泥 摘擢 敵滴
的 笛適 鏑溺哲 徹撤 轍迭
鉄 典填 天展店 添纏 甜貼
転 顛点 伝殿澱 田電

兎吐
堵 塗妬 屠徒斗 杜渡 登菟
賭 途都 鍍砥砺 努度 土奴
怒 倒党 冬凍刀 唐塔 塘套
宕 島嶋 悼投搭 東桃 梼棟
盗 淘湯 涛灯燈 当痘 祷等
答 筒糖 統到

董蕩 藤討謄 豆踏 逃透
鐙 陶頭 騰闘働 動同 堂導
憧 撞洞 瞳童胴 萄道 銅峠
鴇 匿得 徳涜特 督禿 篤毒
独 読栃 橡凸突 椴届 鳶苫
寅 酉瀞 噸屯惇 敦沌 豚遁
頓 呑曇 鈍

奈那 内乍 凪薙
謎 灘捺 鍋楢馴 縄畷 南楠
軟 難汝

二尼弐 迩匂 賑肉
虹 廿日 乳入

如尿 韮任妊 忍認

濡禰
祢 寧葱 猫熱年 念捻 撚燃

粘 乃廼 之埜 嚢悩濃 納能
脳 膿農 覗蚤

巴把播 覇杷
波 派琶 破婆 罵芭馬 俳廃
拝 排敗 杯盃 牌背肺 輩配
倍 培媒 梅楳 煤狽買 売賠
陪 這蝿 秤矧 萩伯剥 博拍
柏 泊白 箔粕 舶薄迫 曝漠
爆 縛莫 駁麦

函箱 硲箸 肇筈櫨 幡肌
畑 畠八 鉢溌 発醗髪 伐罰
抜 筏閥 鳩噺 塙蛤隼 伴判
半 反叛 帆搬 斑板氾 汎版
犯 班畔 繁般 藩販範 釆煩
頒 飯挽 晩番 盤磐蕃 蛮

匪
卑 否妃 庇彼 悲扉批 披斐
比 泌疲 皮碑 秘緋罷 肥被
誹 費避 非飛 樋簸備 尾微
枇 毘琵 眉美

鼻柊 稗匹 疋髭彦 膝菱
肘 弼必 畢筆 逼桧姫 媛紐
百 謬俵 彪標 氷漂瓢 票表
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敏 瓶

不 付埠 夫婦富 冨布
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鞭
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鑓
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恷恟
恫恙

惡悸
慍愕
惻惱
愼愬
慚慫
憙憖
懌懊
懍懦
戀戈

扁扎
找抒
拏拿
抛拉
捐挾
掣掏
揆揣
搦搶
攪撕

擱擧
擴擲
攫攴
敍敘
斟斫
旙无
昶昴
晧晨
暘暝

曩曰
朮朿
杣杤
枡枅
柞柝
框栩
桷桿

梟梏 梭梔條 梛梃 檮梹 桴
梵梠 梺椏梍 桾椁 棊椈 棘
椢椦 棡椌棍

棔 棧棕椶 椒椄 棗棣 椥
棹棠 棯椨椪 椚椣 椡棆 楹
楷楜 楸楫楔 楾楮 椹楴 椽
楙椰 楡楞楝 榁楪 榲榮 槐
榿槁 槓榾槎 寨槊 槝榻 槃
榧樮 榑榠榜 榕榴 槞槨 樂
樛槿 權槹槲 槧樅 榱樞 槭
樔槫 樊樒櫁 樣樓 橄樌 橲
樶橸 橇橢橙 橦橈 樸樢 檐
檍檠 檄檢檣

檗 蘗檻櫃 櫂檸 檳檬 櫞
櫑櫟 檪櫚櫪 櫻欅 蘖櫺 欒
欖鬱 欟欸欷 盜欹 飮歇 歃
歉歐 歙歔歛 歟歡 歸歹 歿
殀殄 殃殍殘 殕殞 殤殪 殫
殯殲 殱殳殷 殼毆 毋毓 毟
毬毫 毳毯麾 氈氓 气氛 氤
氣汞 汕汢汪 沂沍 沚沁 沛
汾汨 汳沒沐 泄泱 泓沽 泗
泅泝 沮沱沾

沺 泛泯泙 泪洟 衍洶 洫
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淅淺 淙淤淕 淪淮 渭湮 渮
渙湲 湟渾渣 湫渫 湶湍 渟
湃渺 湎渤滿 渝游 溂溪 溘
滉溷 滓溽溯 滄溲 滔滕 溏
溥滂 溟潁漑 灌滬 滸滾 漿
滲漱 滯漲滌

漾 漓滷澆 潺潸 澁澀 潯
潛濳 潭澂潼 潘澎 澑濂 潦
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弌丐 丕个丱 丶丼 丿乂
乖 乘亂 亅豫亊 舒弍 于亞
亟 亠亢 亰亳亶 从仍 仄仆
仂 仗仞 仭仟价 伉佚 估佛
佝 佗佇 佶侈侏 侘佻 佩佰
侑 佯來 侖儘俔 俟俎 俘俛
俑 俚俐 俤俥倚 倨倔 倪倥
倅 伜俶 倡倩倬 俾俯 們倆
偃 假會 偕偐偈 做偖 偬偸
傀 傚傅 傴傲

僉僊 傳僂僖 僞僥 僭僣
僮 價僵 儉儁儂 儖儕 儔儚
儡 儺儷 儼儻儿 兀兒 兌兔
兢 竸兩 兪兮冀 冂囘 册冉
冏 冑冓 冕冖冤 冦冢 冩冪
冫 决冱 冲冰况 冽凅 凉凛
几 處凩 凭凰凵 凾刄 刋刔
刎 刧刪 刮刳刹 剏剄 剋剌
剞 剔剪 剴剩剳 剿剽 劍劔
劒 剱劈 劑辨

辧劬 劭劼劵 勁勍 勗勞
勣 勦飭 勠勳勵 勸勹 匆匈
甸 匍匐 匏匕匚 匣匯 匱匳
匸 區卆 卅丗卉 卍凖 卞卩
卮 夘卻 卷厂厖 厠厦 厥厮
厰 厶參 簒雙叟 曼燮 叮叨
叭 叺吁 吽呀听 吭吼 吮吶
吩 吝呎 咏呵咎 呟呱 呷呰
咒 呻咀 呶咄咐 咆哇 咢咸
咥 咬哄 哈咨

咫哂 咤咾咼 哘哥 哦唏
唔 哽哮 哭哺哢 唹啀 啣啌
售 啜啅 啖啗唸 唳啝 喙喀
咯 喊喟 啻啾喘 喞單 啼喃
喩 喇喨 嗚嗅嗟 嗄嗜 嗤嗔
嘔 嗷嘖 嗾嗽嘛 嗹噎 噐營
嘴 嘶嘲 嘸噫噤 嘯噬 噪嚆

嚀 嚊嚠 嚔嚏 嚥嚮嚶 嚴囂
嚼 囁囃 囀囈 囎囑囓 囗囮
囹 圀囿 圄圉

圈國 圍圓 團圖嗇 圜圦
圷 圸坎 圻址 坏坩埀 垈坡
坿 垉垓 垠垳 垤垪垰 埃埆
埔 埒埓 堊埖 埣堋堙 堝塲
堡 塢塋 塰毀 塒堽塹 墅墹
墟 墫墺 壞墻 墸墮壅 壓壑
壗 壙壘 壥壜 壤壟壯 壺壹
壻 壼壽 夂夊 夐夛梦 夥夬
夭 夲夸 夾竒 奕奐奎 奚奘
奢 奠奧 奬奩

奸妁 妝佞 侫妣妲 姆姨
姜 妍姙 姚娥 娟娑娜 娉娚
婀 婬婉 娵娶 婢婪媚 媼媾
嫋 嫂媽 嫣嫗 嫦嫩嫖 嫺嫻
嬌 嬋嬖 嬲嫐 嬪嬶嬾 孃孅
孀 孑孕 孚孛 孥孩孰 孳孵
學 斈孺 宀它 宦宸寃 寇寉
寔 寐寤 實寢 寞寥寫 寰寶
寳 尅將 專對 尓尠尢 尨尸
尹 屁屆 屎屓

屐屏 孱屬 屮乢屶 屹岌
岑 岔妛 岫岻 岶岼岷 峅岾
峇 峙峩 峽峺 峭嶌峪 崋崕
崗 嵜崟 崛崑 崔崢崚 崙崘
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絵文字一覧

注意 X 絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、 E-mailでは表示されません。

補足 X 部の絵文字は動画です。
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電を満たした新品の電池パックを装着

できる静止状態から算出した平均的な

電を満たした新品の電池パックを装着

ポジションにした状態で通話や操作を

信できる静止状態から算出した平均的

届きにくい場所（ビル内、車内、カバ

表示状態の待受では、ご 利用時間が約

あります。また、使用環境（充電状態、

、ご利用可能時間が変動することがあ

時間は、電波が安定した状態で算出し

波の弱い場所での通話や圏外表示での

耗が多いため、ご利用時間が半分以下

。 

る状態での利用（  ボーダフォンライブ !
きは、連続通話時間および連続待受時間

態では、通話時間および待受時間が短

。 

ては、通話時間および待受時間が短く

 AP.1-13） 

常に精密度の高い技術で作られていま

点灯する画素がありますので、あらか
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仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。

■ 705SH 

.上記は、電池パック装着時の数値です。 

.連続通話時間とは、充

し、電波が正常に受信

計算値です。 

.連続待受時間とは、充

し、 705SH をクローズ

せず、電波が正常に受

な計算値です。電波の

ンの中など）や、圏外

半分以下になることが

気温など）によっては

ります。 

.電池パックの利用可能

た当社計算値です。電

待受は電池パックの消

になることがあります

.パネル照明が点灯してい

ご利用時など）が多いと

は短くなります。 

.

 
Vアプリを起動させた状

くなる場合があります

.操作や設定状態によっ

なることがあります。（

.液晶ディスプレイは非

すが、画素欠けや常時

じめご了承ください。

主な仕様

質量 約 104 g（電池パック装着時）

連続通話時間
約 140分（ 3Gモード）

約 230分（ GSMモード）

連続待受時間

（クローズポジション時）

約 310時間（ 3Gモード）

約 300時間（ GSMモード） 

TVコール連続通話時間
約 80分（インカメラ使用時）

約 70分（アウトカメラ使用時）

充電時間

（ 705SHの電源を

切って充電した場合）

急速充電器　　　　　：約 140  分

シガーライター充電器：約 140  分

サイズ

（幅×高さ×奥行）

約 50× 101× 17mm
（クローズポジション時、奥行はカメラ部分）

最大出力 
0.25W（ 3Gモード） 
2.0W（ GSMモード）



 

■急速充電器

ス、未送信ボックス、テンプレートはメ

を共有しています。

しています。

メール

 Mバイト

 Mバイト※

 Mバイト※

 Mバイト※

 Mバイト※ 

Vアプリ 

0Mバイト、 100  件（本体）※

データフォルダ

0Mバイト※
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■電池パック

※下書き、送信済みボ ック

モリを共有しています。

※データフォルダとメモリ

※ Vアプリとメモリを共有

電源 AC 100V-240V、 50／ 60Hz共用

消費電力 12VA

出力電圧／出力電流 DC 5.2V／ 650mA

充電温度範囲 ５℃〜 35℃

サイズ

（幅×高さ×奥行）
約 55× 45× 22mm（突起部、コード除く）

コードの長さ 約 1.5m

電圧 3.7V

使用電池 リチウムイオン電池

容量 820mAh

外形サイズ

（幅×高さ×奥行）
約 45× 4.6× 37.9mm（突起部  除く）

メモリ容量一覧

受信ボックス 最大４

下書き 最大２

送信済みボックス 最大２

未送信ボックス 最大２

テンプレート 最大２

Vアプリ 最大 2

データフォルダ 最大 2
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ラーム再設定  .............................11-13
ラーム電源 On設定  .....................9-13
証番号  ........................................1-27
証番号変更（操作用暗証番号）  ... 9-20
証番号変更（発着信規制用暗証番号）  ....12-9
時停止移行時間（ Vアプリ）  ........15-6
置情報設定  ............................... 10-16
括データ送信（ Bluetooth ®）  ......10-6
括データ送信（赤外線）  ............ 10-12
ンターネット設定  ..................... 10-15
ンデックスプリント指定  ............ 8-24
ンフォメーション  ........................ 2-7
ンフォメーションライト設定  ...... 9-11
ンプットメモリ  ..........................14-7
ェブ  ............................................14-2
ェブに接続  .................................14-3
ニーキーアンサー  ............... 2-6、 9-2
文字入力  ...................................... 3-7
文字一覧  ................................... 18-16
ラー音  ........................................ 9-11
ンコード形式（カメラ）  ..............6-17
ンタテイメント  .......................... 16-1
ーナー情報  .......................1-21、 4-18
ーバーラップ連写  ....................... 6-11
ープンポジション  ........................1-11
ールリセット  ..............................9-21
気に入り  .....................................14-7
ブジェクトプッシュ認証  .............10-9
フラインモード  ......................... 2-20
楽の再生  ...................................... 7-4
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１文字変換  .................................... 3-10
3Gモード  ...................................... 2-16
Bccへ変更  ..................................... 13-9
Bluetooth

 
®   .................................. 10-2

Ccへ変更  ...................................... 13-9
Cookie   ...........................14-12、 14-13
DNSキャッシュクリア  .................10-15
DPOF   ...........................................8-23
Eメールアドレス  .............................4-3
GSMモード  ................................... 2-16
Language   .....................................9-5
MMS   ............................................ 13-2
MMS設定  .................................... 13-27
MMSの続きを受信  ...........13-14、 13-15
PIN On／ Off設定  .......................... 9-18
PINコード  ............................. 1-6、 9-18
PINコード変更  .............................. 9-19
QRコード作成  ............................. 11-21
SDローカルコンテンツ   ................8-22
Sharp Space Town   .................... 14-7
SMS   ............................................. 13-2
SMS設定  .................................... 13-27
SMSセンター番号  ....................... 13-27
SSL  .............................................. 14-3
SVGファイル  ..................................8-7
Toへ変更  ...................................... 13-9
TVコール  ........................................5-2
TVコール画面設定  ..........................5-4

TVコール設定  ................................. 5-5
URL入力  ................ 14-5、 14-11、 14-12
URLをメール送信  ............. 14-4、 14-12
USIMカード  .....................................1-4
Vodafone live!   ............................ 14-3
Vアプリ  ........................................ 15-2
Vアプリオールリセット  ................ 15-8
Vアプリ設定  ................................. 15-7
Vアプリ設定リセット  .................... 15-8
Vアプリ通信設定  .......................... 16-5
Vアプリ点滅制御  .......................... 15-7
Vアプリの起動  .............................. 15-4
Vアプリの再開  .............................. 15-4
Vアプリの削除  .............................. 15-5
Vアプリの終了／一時停止  ............. 15-4
Vアプリのダウンロード  ................ 15-3
Vアプリ待受  ................................. 15-6
Vアプリライブラリ  ....................... 15-2

アイコン表示  .................................. 9-5
あかさたな別検索  ........................... 4-9
明るさ調整（ TVコール）  .................. 5-5
明るさ調整（カメラ）  .................... 6-15
明るさ調整（バックライト）  ............ 9-8
アップロード  ............................... 14-13
アラーム  ...................................... 11-10
アラーム音／ムービー  .... 11-4、 11-8、 11-12
アラーム音量  ............................... 11-12
アラーム解除  ............................... 11-13
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索引

英数字
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音訓変換  ....................................... 3-10
音声切替（ TVコール）  .....................5-5

カレント証明書  ................ 14-13、 14-14
簡易作成（カテゴリ入力）  .............. 11-2

国際コード設定  ..............................9-21
国際発信  ...............................2-5、 2-17

際発信設定  .................................9-21
際ローミング  ..............................2-16
動作防止  ..................................... 1-21
ピー  ............................................3-12
ミックサーフィン  ..............8-6、 16-6

ーバーメール操作  ..................... 13-15
ーバーメール容量  ..................... 13-15
新受信情報（ちかチャット）  .......16-5
生モード  ............................. 7-6、 7-8
イズ変更（画像編集）  .................. 8-11
イドボタン  .......................................i
配信要求  .....................................16-3
ウンド設定  .................................. 9-9
影サイズ  .....................................6-16
影時間／サイズ  ..........................6-17
ブディスプレイ  .......................... 1-10
ブディスプレイ設定  .................... 9-8
マータイム設定  .............. 9-13、 11-14
ークレット設定（電話帳）  ............ 4-7
ークレット設定（用件）  .............. 11-9
ークレット設定（予定）  .............. 11-5
ークレットモード  ...................... 9-20
ーン別撮影  .................................6-16
ガーライター充電器  ................... 1-19
画像反転  ...................................... 5-5
画像非送信  .................................. 5-3
刻フォーマット  ..........................9-13
書き（メール）  .......................... 13-12

さ
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音量（ Vアプリ音量）  ..................... 15-7
音量（受話音量）  .........2-11、 5-4、 9-12
音量（着信音量）  .............................9-9
音量（メディアプレイヤー）  ... 7-5、 7-7
音量設定（簡易留守録）  ................. 2-10

カーソル  ....................................... 14-5
カーソル後消去  ............................. 3-13
カードリーダモード  .....................10-14
ガイド機能  ...................................11-29
ガイド設定（顔認証）  .................... 9-18
開封済みにする  ............................13-17
顔認証  ........................................... 9-15
顔文字入力  ......................................3-8
学習辞書リセット  .......................... 3-12
画質設定（カメラ）  ........................ 6-16
カスタムスクリーン  ........................9-5
画像回転  ....................................... 8-14
画像加工  ........................................8-11
画像表示設定（メール）  ............... 13-27
カット（切り取り）  ........................ 3-12
カナ英数字変換  ............................. 3-10
壁紙  ................................................9-3
壁紙登録  ....................................... 8-10
カメラ  .............................................6-2
カメラ選択（ TVコール）  ..................5-5
画面ピクチャー  ...............................9-3
カレンダー  .....................................11-2
カレンダーフォーマット  ............... 9-13

簡易電卓  ...................................... 11-15
簡易留守録  ...................................... 2-9
簡易留守録設定（マナーモード）  ..... 9-2
簡易ロック  .................................... 9-19
換算（簡易電卓）  .......................... 11-15
簡単メール  .................................. 13-24
機器（デバイス）の公開  ............... 10-4
機器名の変更（デバイス名称）  ...... 10-8
記号入力  ......................................... 3-7
キッチンタイマー  ........................ 11-24
起動開始時間（ Vアプリ）  .............. 15-6
機能一覧  ....................................... 18-2
キャッシュ  ................................... 14-12
キャッシュメモリ  ......................... 14-2
休日設定  ........................................ 11-2
急速充電器  ..................................... 1-17
切替通話  ....................................... 12-6
近似予測変換  .................................. 3-6
クイックオペレーション  ............... 1-25
区点コード一覧  ............................ 18-10
区点コード入力  ............................... 3-8
国番号自動付加  .............................9-22
国番号リスト  ................................9-22
グループ検索  .................................. 4-9
グループ設定  ................................. 4-11
グループ着信音設定  ...................... 4-12
クローズポジション  ........................1-11
圏外  ...................................... 1-9、 18-6
効果音設定  ..................................... 9-11
効果付き撮影  ........................6-6、 6-13
交換機用暗証番号  ......................... 1-27
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指定日付へ移動  ..............................11-5
自動再送  ..................................... 13-25

スピードダイヤル  ......................... 4-14
スモールライト  .............................. 1-15

替画像  ......................................... 5-5
イムアウト時間の設定（ Bluetooth®）   ... 10-8
イムゾーン設定  .............. 9-13、 11-14
イヤル操作禁止  ..........................9-19
イヤルボタンの文字割り当て  ....... 3-3
ウンロード辞書  ..........................9-14
上ホルダー  ................................. 1-18
者通話サービス  ..........................12-6
横設定（電子ブック）  ................ 11-27
かチャット  .................................16-4
信（ TVコール着信）  ..................... 5-3
信（音声着信）  ............................. 2-6
信相手表示（サブディスプレイ）  ...9-9
信お知らせ機能  ..........................12-5
信音／ムービー  ............... 4-12、 9-10
信音出力切替  ..............................9-12
信音設定  .....................................8-10
信規制  ........................................12-8
信拒否番号  .................................12-9
信時優先動作  ..............................15-8
信通知表示  .................................15-8
信ビデオ設定  ..............................8-10
信優先動作  .................................15-8
信ライト設定  .............................. 9-11
信履歴  ...............................2-8、 2-13
話後料金表示  ............................. 9-22
話時間お知らせ  ......................... 9-22
話時間表示  ......................2-14、 9-22
話設定  ........................................9-21
話料金上限設定  ..........................2-15
話料金表示  .................................2-15

た
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自動しおり  ...................................11-28
自動電源 On ................................. 11-13
自動保存設定（カメラ）  ................. 6-18
自動モード  .................................... 2-16
シャッター音  ................................. 6-15
自由切出  ........................................8-11
充電時間  .......... 1-12、 1-17、 1-18、 1-19
周辺デバイス検索  .......................... 10-3
受信画質設定  ...................................5-6
受信ボックス表示設定  ....... 13-4、 13-17
受信メール自動削除  .................... 13-26
受話音量調節  ...............2-11、 5-4、 9-12
ショートカット  ............................. 1-24
情報画面  ....................................... 14-2
情報の更新  ...................................14-12
情報表示画面  ................................. 15-3
初期化  ........................................... 9-21
初期化（ Vアプリ）  ......................... 15-8
初期化（メモリカード）  .................8-20
署名  ............................................ 13-26
新着メールの確認  .........................13-13
推測頭出し変換  ..............................3-11
ズーム  .............................................6-4
スクロール  .................................... 7-12
スクロール単位  ............... 13-26、 14-13
スクロールバー  ............................. 14-6
スタンプ（画像編集）  .................... 8-12
ストップウォッチ  .........................11-24
ストリーミング  ............................14-10
スヌーズ設定  ................................ 11-12
スピーカーホン  ............ 2-11、 5-4、 5-6

スライド  ...................................... 13-11
スライド自動再生  ....................... 13-28
スライドショー  ............................... 8-5
スライド表示時間  ............ 13-11、 13-28
スライドメール設定  .................... 13-28
静止画撮影モード  ........................... 6-5
製造番号通知  ............................... 14-14
世界時計  ...................................... 11-14
赤外線通信  .................................... 10-9
セキュリティ確認画面  .................. 14-14
セキュリティ設定  ......................... 9-15
セキュリティ設定（ウェブ）  ......... 14-14
セキュリティレベル  ............ 9-18、 15-7
設定リセット  ................................ 9-21
設定リセット（ Vアプリ）  .............. 15-7
設定リセット（モード設定）  ............ 9-2
セルフタイマー  ............................. 6-10
全員へ返信  ................................... 13-18
全設定リセット（ DPOF）  ..............8-24
全通話履歴  .................................... 2-13
操作用暗証番号  ............................. 1-27
操作用暗証番号変更  ......................9-20
送信オプションの設定  .................. 13-12
送信画質設定  .................................. 5-6
送信画像切替  ......................... 5-4、 5-5
送信済みボックス  ......................... 13-2
送信ボックス表示設定  ................... 13-4
送信メールタイプ  ....................... 13-26
測位 On／ Off設定  ......................... 10-16
ソフトウェア更新  ......................... 18-9
ソフトキー  .................................... 1-23
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続き再生  .....................7-5、 7-7、 14-11
ディスプレイ  ................................... 1-9

電話帳に登録（ウェブ）  ................ 14-10
電話帳に登録（メール）  ................ 13-19

ーコード読み取り  ......................11-18
信確認  ......................... 13-12、 13-25
信レポート  ............................... 13-14
イブ  ......................9-10、 11-12、 15-8
ケット量表示  ..............................2-14
ックライト（ TVコール）  .............. 5-6
ックライト（ Vアプリ）  ...............15-7
ックライト（ディスプレイ／ボタン）  ... 9-8
ックライト（メディアプレイヤー）  .. 7-8、 14-11
信規制  ........................................12-8

者（電話）番号通知／非通知  .... 2-2、 12-10
信者番号通知サービス  .............. 12-10
信履歴  ...............................2-4、 2-13
着信規制サービス  .......................12-7
着信規制用暗証番号  ........ 1-27、 12-9
ネル点灯時間  ............................... 9-8
ノラマ合成  .................................8-15
送り  ............................................. 7-5
戻し  ............................................. 7-5
ンズフリー機器  ..........................10-8
ンズフリー通話設定  ...................10-9
通知着信拒否  ..............................12-9
付時刻設定  .................................9-12
付フォーマット  ..........................9-13
付付加指定  ................................ 8-23
示切替  ............................6-15、 14-12
示サイズ  ................ 6-15、 7-8、 14-11
示設定（カレンダー）  .................. 11-2
示設定（電子ブック）  ................ 11-27
ァイルサイズ変更（画像編集）  ....8-14
ァイル操作  .................................14-9
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ディスプレイ設定  ............................9-3
データフォルダ  ...............................8-2
でか文字モード  ............................. 1-22
テキスト検索  ................................14-12
テキストコピー  ............................14-12
テキスト貼付（画像編集）  .............. 8-12
テキストブラウズ  .........................14-13
テキストメモ  .......................3-14、 8-16
テキスト文字コード（電子ブック）  ....11-27
デルモジ表示（メール）  ................13-17
テロップ編集  ................................. 7-10
電源 Off音  .......................................9-11
電源 On音  .......................................9-11
電源 Onメッセージ  ..........................9-5
電源の入れ方／切り方  ................... 1-20
伝言メッセージ再生  ...................... 12-4
電子ブック  ...................................11-26
転送電話サービス  .......................... 12-2
電池パック  ............................1-11、 1-16
電池レベル表示  .................... 1-14、 1-15
添付ファイル自動表示  ................. 13-28
添付ファイル送信時設定  ............. 13-28
添付ファイルをデータフォルダへ保存  ...13-21
テンプレート  ................................13-13
電話帳  .............................................4-2
電話帳引用  .................................... 3-13
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ファイル挿入  ................................13-10
ファイル保存先  ............................14-14

保存情報削除  ............................... 14-12
ボタン確認音  ................................. 9-11

メールリスト受信（更新）  ............ 13-15
メールリスト表示切替  ...................13-4

モ確認  ...................................... 11-25
モリカード  .................................8-17
モリカードから読込み  ............... 8-22
モリカードシンクロ  ...................15-2
モリカードバックアップ  ............ 8-20
モリカードフォーマット  ............ 8-20
モリカードへ移動  .......................15-5
モリ確認（ Vアプリライブラリ）  ... 15-2
モリ確認（データフォルダ）  ........ 8-2
モリ確認（メモリカード）  .......... 8-22
モリ容量確認（メール）  ..............13-2
ード切替  .....................................2-16
ード設定  ...................................... 9-2
字コード変換  ............................ 14-13
字サイズ  ............................3-14、 9-4
字サイズ（情報画面）  ................ 14-13
字サイズ（電子ブック）  ............ 11-27
字サイズ（メール）  .....................13-8
字修正  ........................................3-12
字消去  ........................................3-12
字色（テロップ）  .........................7-12
字色（メール）  ............................13-8
字入力方法  .................................. 3-5
字入力モード  ............................... 3-2
字太さ  ......................................... 9-4
字読み取り  ............................... 11-22

効期限設定  .................. 13-12、 13-27
ーザー辞書  .................................9-14
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フェイスアレンジ（画像編集）   ...... 8-13
フォト設定（電話帳）  ......................4-6
ブックマーク  .......................14-7、 14-8
プッシュトーン送信  .......................2-11
フリーワード（画像編集）  .............. 8-12
プリント指定（ DPOF）  .................8-23
プリント指定状況確認  ...................8-24
プレイリスト  ................................. 7-13
フレーム（画像編集）   ................... 8-14
フレーム撮影  ................................. 6-13
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返信  .............................................13-18
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ホーム  ..........................................14-12
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未開封にする（メール）  ................ 13-17
未送信ボックス  ............................. 13-2
ミュージックサーチ  ........................ 7-2
ミュート  ............................... 2-11、 5-4
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用件の件数確認  ..............................11-9
予測候補優先度低  .......................... 3-12
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予定リスト  .....................................11-7
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レタッチ  ....................................... 8-12
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誤作動または不具合などにより、通話な

たために、お客様、または第三者が受け

しては、当社は責任を負いかねますので

承ください。 

により、お客様が登録／設定した内容が

場合がありますので、大切な電話帳など

おかれることをおすすめします。

は修理 の際に 705SHに 登録した データ

サウンドなど）や設定した内容が消失／

損害につきましては、当社は責任を負い

らかじめご了承ください。 

改造すると、電波法にふれることがあり

造さ れた場合は修理をお引き受けできま

意ください。
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■保証書 
705SH本体をお買い上げ いただいた場合は、保証書がつい

ています。 

.お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。 

.内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。 

.保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載

されている項目をもう一度ご確認ください。（ AP.18-4）

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご

契約いただいたボー ダフォンの故障受付（ AP.18-26）に

ご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。 
.保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。 

.保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持で

きる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフタ ーサービスの詳 細については、お買い 上げい

ただいた「取扱店」、最寄りの「ボーダフォンショップ」ま

たは「お問い合わせ先」（ AP.18-26）までご連絡ください。

なお、補修用性 能部品（機能維持 のために必要 な部品）の

最低保有期間は、生産打ち切り後６年です。

保証書とアフターサービス
注意 X .本製品の故 障、

どの機会を 逸し

た損害につき ま

あらかじめご了

.故障または修 理

消失／変化す る

は控えをとって

な お、故障また

（電話帳／画像／

変化した場合 の

かねますのであ

.本製品を分解 ／

ます。また、改

せんので、ご注



 

でご連絡ください。

国際コールセンター
せおよび盗難・紛失のご連絡

5351-3491 （有料）

電話番号

b0088-240-157（無料）

b0088-240-113 （無料）

b0088-241-157 （無料）

b0088-241-113 （無料）

b0088-242-157（無料）

b0088-242-113（無料）

b0088-259-157（無料）

b0088-259-113 （無料）

b0088-247-157（無料）

b0088-247-113 （無料）

b0088-250-157（無料）

b0088-250-113 （無料）
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お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口ま

電話番号はお間違いのないようおかけください。

■一般電話からおかけの場合

お問い合わせ先一覧

ボーダフォンお客さまセンター
総合案内 ： ボーダフォン携帯電話から157（無料）

紛失・故障受付： ボーダフォン携帯電話から113（無料）

ボーダフォン
海外からのお問合

+81-3-

お問い合わせ内容ご契約地域

総合案内北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・

神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・

石川県・福井県

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県

紛失・故障受付

総合案内

紛失・故障受付

総合案内
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県

紛失・故障受付

総合案内
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県

紛失・故障受付

総合案内
徳島県・香川県・愛媛県・高知県

紛失・故障受付

総合案内
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

紛失・故障受付


	はじめに
	本書の見かた
	お買い上げ品の確認
	目次
	安全上のご注意
	お願いとご注意
	携帯電話機の比吸収率（SAR）について
	１.ご利用になる前に
	代表的な機能
	USIMカードのお取り扱い
	■USIMカードをご利用になる前に
	■USIMカードを取り付ける／取り外す
	■PINコード

	各部の名称と機能
	■本体
	■画面表示
	■ポジションについて

	電池パックと充電器のお取り扱い
	■電池パックと充電器をご利用になる前に
	■電池パックを取り付ける／取り外す
	■急速充電器を利用して充電する
	■卓上ホルダーを利用して充電する
	■シガーライター充電器を利用して充電する

	電源を入れる／切る
	■お客様の電話番号を確認する
	■誤ってボタンが押されるのを防ぐ（誤動作防止）
	■ワンタッチで文字を大きくする（でか文字モード）

	機能の呼び出し方
	■メインメニューから機能を呼び出す
	■簡単な操作で機能を呼び出す
	○機能の変更
	○機能の移動
	○初期値に戻す

	■操作中に他の機能を呼び出す

	暗証番号
	■操作用暗証番号
	■交換機用暗証番号
	■発着信規制用暗証番号


	２.基本的な操作のご案内
	電話をかける
	■緊急電話（「110」、「119」、「118」）発信について
	■以前かけた電話番号にもう一度かける（発信履歴）
	■国際電話をかける

	電話を受ける
	■かけてきた相手にかけ直す（着信履歴）

	簡易留守録
	■簡易留守録を設定／解除する
	■録音された用件を聞く

	通話中の操作
	■受話音量を調節する
	■音声の出力先や出力方法を設定する
	○スピーカーホン
	○マイクミュート
	○保留

	■通話中に相手の声を録音する（ボイスメモ）
	○録音内容の再生

	■その他通話中にできること

	発着信履歴の確認
	　  ○履歴の削除
	　  ○履歴の全件削除
	■発着信履歴を利用する
	○発信
	○メール作成


	通話時間／パケット量表示
	■通話時間を確認する
	○通話時間消去

	■パケット量を確認する
	○パケット量消去


	通話料金表示
	　  ○通話料金消去
	　  ○料金単位設定
	■通話料金の上限を設定する
	○通話料金上限設定


	海外での利用（国際ローミング）
	■モードを切り替える
	■海外で電話をかける

	マナーモード
	■マナーについて
	■マナーモードを設定／解除する
	■オフラインモードを設定／解除する


	３.文字の入力方法
	文字入力について
	■文字入力モード
	■ダイヤルボタンの割り当て

	文字の入力方法
	■漢字／ひらがな／カタカナを入力する
	■英数字を入力する
	■記号／絵文字／顔文字などを入力する
	■E-mailアドレス／URLの一部を簡単に入力する
	■区点コードで入力する
	■ポケベル入力方式で入力する

	文字の変換機能
	■音訓変換を利用する
	■一度入力した文字を利用する（１文字変換）
	■カナ英数字変換を利用する
	■ワンタッチ変換を利用する
	■その他の変換関連機能
	○変換方法の設定
	○予測候補優先度低
	○学習辞書リセット


	文字の編集
	■入力した文字を消去／修正する
	■コピー／カット（切り取り）／ペースト（貼り付け）を行う
	■カーソル後の文字をまとめて消去する

	その他の機能
	■電話帳の登録内容を利用して入力する
	■テキストメモを利用する
	■文字サイズを変更する


	４.電話帳
	電話帳について
	電話帳登録
	■電話帳に登録できる項目
	■電話帳の基本的な登録方法
	■発信履歴／着信履歴の電話番号を登録する
	■電話帳の登録件数を確認する

	電話帳の利用
	■電話帳から電話をかける

	電話帳の編集
	■電話帳を修正する
	■電話帳をコピーする
	■電話帳を削除する

	グループ設定
	■グループ名を変更する
	■着信時の動作を設定する

	メールグループ登録
	■メールグループを作成する
	■メールグループにメンバーを登録する
	■メールグループを編集する
	■メールグループのメンバーを編集する

	スピードダイヤル設定
	■スピードダイヤルに設定する
	■スピードダイヤルで電話をかける
	○１件削除
	○設定リセット


	ボーダフォンアドレスブック
	■ボーダフォンアドレスブックでできること
	■ボーダフォンアドレスブック利用の流れ
	■ユーザーID／パスワードを設定する
	■電話帳をバックアップする
	■電話帳を同期させる
	■ボーダフォンアドレスブックの履歴を確認する

	オーナー情報
	■オーナー情報を確認する
	○オーナー情報の登録
	○オーナー情報の削除



	５.TVコール
	TVコールをご利用になる前に
	TVコールをかける
	TVコールを受ける
	TVコール通話中の操作
	  　○送信画像切替
	  　○受話音量調節
	  　○ミュート
	  　○TVコール画面設定
	  　○スピーカーホン
	  　○電話帳
	  　○音声切替
	  　○通話の保留
	  　○自画像反転
	  　○明るさ調整
	  　○ヘルプ

	TVコール設定
	  　○送信画像切替
	  　○スピーカーホン
	  　○受信画質設定
	  　○送信画質設定
	  　○バックライト
	  　○マイクミュート
	  　○保留中ガイダンス表示


	６.カメラ
	カメラについて
	■カメラ利用時のご注意
	■カメラ利用中の画面表示
	■カメラで使用するボタン

	静止画の撮影
	■静止画撮影モード
	■静止画を撮影する
	■静止画撮影で利用できる機能

	動画の撮影
	■動画撮影モード
	■動画を撮影する
	■動画撮影で利用できる機能

	撮影した画像の確認
	■静止画の確認
	■動画の確認
	○SDビデオ内の動画の確認


	便利な撮影方法
	■セルフタイマーで撮影する（静止画／動画）
	■連写撮影する（静止画）
	■フレームを付けて撮影する（静止画）
	■画面の装飾効果を確認しながら撮影する（静止画）

	静止画／動画のメール添付
	■撮影した静止画を添付する
	■撮影した動画を添付する

	撮影／画像に関する設定
	■撮影方法の設定
	○表示切替
	○シャッター音
	○表示サイズ

	■画像の設定
	○明るさ調整
	○撮影サイズ
	○画質設定
	○シーン別撮影
	○マイク設定
	○撮影時間／サイズ
	○エンコード形式

	■その他の設定
	○インカメラ／アウトカメラ切替
	○保存先設定
	○自動保存設定



	７.メディアプレイヤー
	メディアプレイヤーについて
	■音楽（着うた(R)）／動画のダウンロードについて
	■パソコンでの音楽データ保存について

	音楽の再生
	■再生する
	■音楽再生に関する設定
	○再生モード


	動画の再生
	■再生する
	■動画再生に関する設定
	○再生モード
	○バックライト
	○表示サイズ
	○タイトル／作者表示


	動画の編集
	■指定した２点間の動画を切り取る
	■動画の一部を削除する
	■テロップを編集する
	○表示間隔
	○表示位置
	○文字サイズ
	○スクロール
	○背景色
	○文字色
	○ハイライト
	○点滅
	○詳細設定の初期化


	動画／音楽の管理
	■新しいプレイリストを作成する
	■プレイリストに動画／音楽を追加する
	■動画／音楽を削除する


	８.データ管理
	データフォルダについて
	■データフォルダを表示する
	■各種マークについて
	■データフォルダの表示方法を設定する

	保存されているファイルの確認
	■データフォルダ内のファイルを確認する
	■CCFファイルを利用する
	■SVGファイルを利用する
	■ファイルをメールに添付する

	フォルダ／ファイルの管理
	■新しいフォルダを作成する
	■フォルダ名／ファイル名を変更する
	■フォルダ／ファイルを削除する
	■ファイルをコピー／移動する

	ファイルの利用
	■壁紙に登録する
	■電話帳に登録する
	■着信パターンに設定する

	静止画の編集
	■サイズを変更する
	■静止画を装飾する（レタッチ）
	■画像と文字／スタンプを組み合わせる
	■顔写真を加工する（フェイスアレンジ）
	■その他の画像加工
	○フレーム
	○画像回転
	○保存形式／ファ イルサイズ変更

	■２枚の静止画をパノラマ合成する
	■分割画像を作成する

	テキストメモの利用
	■テキストメモに文章を登録する
	■テキストメモを確認する
	■テキストメモを修正する
	■テキストメモを削除する

	メモリカードの利用
	■メモリカードの取り扱いについて
	■メモリカードを取り付ける／取り外す
	■メモリカードをフォーマット（初期化）する
	■メモリカードにデータをバックアップする
	■その他のメモリカード機能
	○メモリ確認
	○SDローカルコンテンツ


	静止画のプリント指定（DPOF）
	■プリントする静止画と枚数を指定する
	■DPOFの便利な機能
	○一括指定
	○日付付加指定
	○インデックスプリント指定
	○プリント指定状況確認
	○全設定リセット



	９.設定
	モード設定
	■モードを選択する
	○モード選択

	■モードの設定を変更する
	○設定変更（着信時の動作）
	○エニーキーアンサー
	○簡易留守録設定

	■各モードの設定をお買い上げ時の状態に戻す
	○設定リセット


	ディスプレイ設定
	■ディスプレイ表示を設定する
	○壁紙
	○画面ピクチャー
	○文字サイズ／文字太さ設定
	○時計／カレンダー設定
	○アイコン表示
	○ネットワークオペレータ名表示
	○電源Onメッセージ

	■表示言語（日本語／英語）を切り替える
	○日本語／英語切替（Language）

	■カスタムスクリーンを利用する
	○カスタムスクリーンの削除
	○Webアクセス

	■ディスプレイ／ボタンの照明を設定する
	○バックライト
	○パネル点灯時間

	■サブディスプレイを設定する
	○On／Off設定
	○バックライト
	○濃度調整
	○時計表示設定
	○着信相手表示


	サウンド設定
	■着信時の動作を設定する
	○音量
	○着信音／ムービー
	○バイブ
	○着信ライト設定
	○インフォメーションライト設定

	■各種効果音を設定する
	○ボタン確認音
	○エラー音／電源On音／電源Off音

	■その他の音を設定する
	○着信音出力切替
	○受話音量調節


	日時設定
	　  ○日付時刻設定
	　  ○タイムゾーン／サマータイム設定
	　  ○日付／時刻フォーマット
	　  ○カレンダーフォーマット
	　  ○アラーム電源On設定

	ユーザー辞書
	■よく使う言葉を登録する
	○ユーザー辞書の新規登録
	○ユーザー辞書の修正／消去

	■ダウンロードした辞書を設定する
	○ダウンロード辞書設定
	○ダウンロード辞書解除
	○ダウンロード辞書情報


	セキュリティ設定
	■顔認証を利用する
	○ガイド設定
	○セキュリティレベル

	■PINコードを設定する
	○PIN On／Off設定
	○PINコード変更

	■705SHの操作を禁止する
	○簡易ロック
	○ダイヤル操作禁止
	○電話帳使用禁止

	■シークレットデータを利用する
	○シークレットモード

	■操作用暗証番号を変更する
	○暗証番号変更


	初期化
	　  ○設定リセット
	　  ○オールリセット

	通話設定
	■国際電話に関する設定
	○国際コード設定
	○国番号リスト
	○国番号自動付加

	■その他通話に関する設定
	○通話時間お知らせ
	○通話後料金表示
	○通話時間表示



	10.通信／外部接続
	Bluetooth(R)
	Bluetooth(R)をご利用になる前に
	Bluetooth(R)を利用してデータを送受信する
	Bluetooth(R)を利用してハンズフリー機器などと接続する
	Bluetooth(R)関連の設定
	○機器名の変更（デバイス名称）
	○タイムアウト時間の設定
	○ハンズフリー通話設定
	○オブジェクトプッシュ認証
	○デバイス情報


	赤外線通信
	■赤外線通信をご利用になる前に
	■赤外線通信を利用してデータを送受信する

	カードリーダモード
	ネットワーク設定
	　  ○ネットワーク選択
	　  ○優先設定
	　  ○ネットワークの追加／変更／削除
	　  ○ネットワーク状態表示

	インターネット設定
	　  ○ネットワーク自動調整
	　  ○DNSキャッシュクリア
	　  ○ホワイトリストの作成／削除

	位置情報設定
	　  ○位置情報URL設定
	　  ○測位On／Off設定


	11.ツール
	カレンダー
	■カレンダーを表示する
	○表示設定
	○休日設定
	○簡易作成（カテゴリ入力）

	■予定を登録する
	○アラーム音
	○ムービー
	○鳴動時間
	○繰り返し設定
	○シークレット設定

	■予定を確認する
	■予定を検索する
	■予定を編集する
	■予定を削除する
	○１件削除／１日削除
	○今週削除／先週まで削除
	○今月削除／先月まで削除
	○２ヵ月削除
	○全件削除


	予定リスト
	■用件を登録する
	○アラーム音
	○ムービー
	○鳴動時間
	○シークレット設定

	■用件を確認する
	■用件を検索する
	■用件を編集する
	■用件を削除する
	○１件削除
	○全件削除／処理済削除


	アラーム
	■アラームを設定する
	○アラーム音
	○ムービー
	○スヌーズ設定
	○アラーム音量
	○バイブ
	○鳴動時間

	■アラームを解除する／再設定する
	○アラーム解除
	○アラーム再設定

	■アラームを削除する
	○１件削除
	○全件削除


	自動電源On
	世界時計
	■世界時計を設定する
	■世界時計を表示する

	簡易電卓
	ボイスレコーダー
	■音声録音時のご注意
	■音声を録音する
	■音声を再生する
	■音声録音に関する設定
	○保存先設定


	バーコード読み取り
	　  ○文字入力中の読み取り
	　  ○バーコードファイルの読み取り
	　  ○読み取りデータ確認

	QRコード作成
	　  ○電話帳のQRコード作成
	　  ○テキストのQRコード作成
	　  ○その他のQRコード作成

	文字読み取り
	　  ○文字入力中の読み取り

	ストップウォッチ
	キッチンタイマー
	マネー積算メモ
	　  ○マネー積算メモ入力
	　  ○メモ確認
	　  ○明細変更

	電子ブック
	書籍データを読む
	■書籍データ内の画像を利用する
	○画像内情報の利用

	■辞書データを利用する
	○文字列の検索


	ガイド機能

	12.オプションサービス
	オプションサービスの概要
	転送電話サービス
	　  ○転送電話サービス開始
	　  ○転送電話サービス停止
	　  ○転送電話サービス設定確認

	留守番電話サービス
	　  ○留守番電話サービス開始
	　  ○留守番電話サービス停止
	　  ○伝言メッセージ再生
	　  ○留守番電話サービス設定確認
	■着信お知らせ機能を利用する
	○着信お知らせ機能設定／解除


	割込通話サービス
	　  ○割込通話サービス設定／解除
	　  ○割込通話着信
	　  ○割込通話サービス設定確認

	多者通話サービス
	　  ○通話中発信
	　  ○切替通話
	　  ○多者通話

	発着信規制サービス
	■発信規制を設定する
	○発信規制の設定／解除
	○発信規制の設定確認

	■着信規制を設定する
	○着信規制の設定／解除
	○着信規制の設定確認

	■着信を拒否する
	○着信拒否電話番号の登録
	○着信拒否On／Off設定

	■電話番号非通知の着信を拒否する
	○非通知着信拒否

	■発着信規制用暗証番号を変更する
	○発着信規制用暗証番号変更


	発信者番号通知サービス
	　  ○発信者番号通知／非通知設定
	　  ○発信者番号通知サービス設定確認


	13.メール
	メールについて
	■メールの管理方法について
	■メール画面の見かた
	■メールの表示方法を設定する
	■メールアドレスの変更・編集

	メール送信
	■メールを作成する前に
	■メールを作成／送信する
	■送信オプションを設定する
	○配信確認
	○有効期限設定
	○優先度

	■下書きを利用する
	■テンプレートを利用する

	メール受信
	■新着メールを確認する
	■MMSの続きを受信する
	■メールリストを受信する
	○MMSの続きを受信する
	○サーバーメール転送
	○サーバーメール削除
	○メールのプロパティ


	メールの利用
	■メールの内容を確認する
	○受信ボックス表示設定
	○背景色／描画速度設定

	■メールを返信する
	■メールを転送する
	■メール内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する
	■メールを保護する
	■メールを削除する
	■添付ファイルをデータフォルダに保存する
	■メールをフォルダで管理する（振り分けフォルダ）

	その他の機能
	■簡単メール宛先を登録する
	■簡単にメールを送信する
	■メールを自動再送する
	■SMS／MMSのその他の共通設定
	○ホームネットワーク自動受信
	○ローミング自動受信
	○配信確認
	○迷惑メール設定
	○署名
	○受信メール自動削除
	○メールお知らせ設定
	○スクロール単位
	○送信メールタイプ

	■SMS設定
	○有効期限設定
	○SMSセンター番号

	■MMS設定
	○有効期限設定
	○画像表示設定
	○添付ファイル自動表示
	○スライドメール設定
	○スライド自動再生
	○添付ファイル送信時設定
	○メール作成モード



	14.ウェブ
	ウェブについて
	ウェブに接続する
	■メニューから接続する
	■URLを入力してインターネットに接続する

	情報画面での操作のしかた
	情報の利用
	■ブックマーク／お気に入りを利用する
	○タイトル／URLの変更
	○フォルダ管理
	○タイトル変更
	○並べ替え
	○削除

	■情報内のファイルをデータフォルダに保存する
	■情報画面内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

	動画／音楽のストリーミング
	　  ○メディアプレイヤーからのストリーミング

	その他の機能
	■情報表示中の各種操作
	○表示切替
	○テキストコピー
	○情報の更新
	○URLを入力して接続
	○ホーム
	○履歴を表示して接続
	○URLをメールで送信
	○プロパティ
	○キャッシュ／Cookie／履歴／認証情報の削除
	○テキスト検索
	○カレント証明書
	○画像などのアップロード

	■ウェブ関連の設定
	○文字サイズ
	○スクロール単位
	○文字コード変換
	○リンク元の参照
	○Cookie　
	○テキストブラウズ
	○製造番号通知
	○位置情報設定
	○ファイル保存先

	■セキュリティ設定
	○セキュリティ確認画面
	○ルート証明書／カレント証明書
	○認証



	15.Vアプリ
	Vアプリについて
	■Vアプリライブラリを表示する
	■メモリカード内のVアプリ情報を更新する（メモリカードシンクロ）
	■Vアプリをダウンロードする

	Vアプリの利用
	■Vアプリを起動する
	■Vアプリを終了／一時停止／再開する

	Vアプリの管理／設定
	■Vアプリの詳細情報を確認する（プロパティ）
	■705SH内のVアプリをメモリカードに移動する
	■Vアプリを削除する
	■Vアプリを常時起動する（Vアプリ待受）
	■セキュリティレベルを設定する
	■Vアプリ関連の設定
	○音量
	○バックライトOn／Off設定
	○Vアプリ点滅制御
	○バイブ
	○着信時優先動作

	■Vアプリを初期化する
	○Vアプリ設定リセット
	○Vアプリオールリセット



	16.エンタテイメント
	ボーダフォンライブ! キャスト
	■ボーダフォンライブ! キャストについて
	■サービス登録を行う
	■情報を確認する
	■情報を利用する

	ちかチャット
	■ちかチャットについて
	■ちかチャットを利用する
	○最新受信情報


	コミックサーフィン

	17.Abridged English Manual
	Accessories
	Safety Precautions
	General Notes
	Minding Mobile Manners
	Handset Parts & Functions
	■Handset
	■USIM Card
	■Charging Battery
	■Display Indicators
	■External Display Indicators
	■Symbols
	■USIM PINs
	■Security Codes

	Basic Handset Operations
	■Handset Power On/Off
	■English Display
	■Your Phone Number
	■Setting Clock
	■Network Services
	■Initiating a Voice Call
	■Answering a Voice Call
	■Redial
	■Calling from Received Calls
	■Initiating a Video Call
	■Answering a Video Call
	■Total Charges & Call Time
	■Muting Microphone
	■Answer Phone & Voice Mail
	■Forwarding a Call
	■Manner Mode

	Entering Characters
	■Entry Modes
	■Key Assignments
	■Symbols, Pictographs & Emoticons

	Saving to Phone Book
	■Phone Book Entry Items
	■New Phone Book Entries
	■Editing Phone Book Entries
	■Saving from Received Calls

	Dialling from Phone Book
	■Changing Search Method
	■Search by Reading
	■Vodafone Address Book (VAB)

	Mobile Camera
	■Before Using Camera
	■Capturing Still Images

	Data Folder
	■Contents
	■Opening Data Folder
	■MMS Mail Attachments

	Vodafone live!
	■Retrieving Network Information

	Web
	■Opening Vodafone Web Menu
	■Web Options Menu

	Messaging
	■Opening Messages
	■Editing Messages
	■Customising Handset Address
	■Messaging Menu

	Sending Text Messages
	Incoming Text Messages
	■Receiving MMS & SMS Messages
	■Opening Received Text Messages
	■Retrieving Complete MMS Messages
	■Replying & Forwarding

	V-applications
	■V-appli Menu
	■Downloading V-applications

	Vodafone live! CAST (Japanese Only)
	■Service Registration & Content Subscription
	■Newly Arrived Information

	Near chat
	Software Update
	Function Menu
	Specifications
	Customer Service

	18.付録
	機能一覧
	故障かな？と思ったら
	ソフトウェアを更新する
	区点コード一覧
	絵文字一覧
	主な仕様
	メモリ容量一覧
	索引
	保証書とアフターサービス
	お問い合わせ先一覧


