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文字入力
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文字入力について

キーボードについて

①アルファベットキー／記号キー

②ファンクションキー（ ）（P.3-5）

③シフトキー（ ）（P.3-5）

①アルファベットキー／記号キー

②ファンクション
　キー

③シフトキー
④SPACE/
　変換キー ⑤文字キー

⑥記号キー

⑦Enterキー

⑧バック
　スペースキー

キーを押すと、右下に印字されている文字が入力されま
す。アルファベットの場合は小文字が入力されます。大文
字を入力するときは、③シフトキー（ ）を使います
（P.3-5）。

左上に印字されている数字や記号を入力するときは、②
ファンクションキー（ ）を使います（P.3-5）。
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④SPACE/変換キー（ ）（P.3-6）
・空白を入力します。
・ひらがな入力中は、漢字に変換します。
・②ファンクションキー（ ）を押しながらこのボタンを押すと、次の
項目に移動したり半角4文字分の空白を入力したりします（アプリケー
ションによって動作が異なります）。

⑤文字キー（ ）（P.3-4、P.3-8）
・入力モードを切り替えます。
・②ファンクションキー（ ）を押しながらこのボタンを押すと、文字
入力メニューを表示します。

⑥記号キー（ ）（P.3-7）
記号／絵文字／顔文字の一覧画面を表示します。

⑦Enterキー（ ）
項目の選択、値の入力、改行などを行います。

⑧バックスペースキー（ ）
・直前の文字を削除します。
・漢字変換中は、元の読み（入力）に戻します。
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入力モードを切り替える
1. 文字入力中 ＞ 文字キー（ ）

文字キー（ ）を押すたびに、入力モードが順番に切り替わります。

英大文字を入力する

1.「全角英数入力モード」または｢半角英数入力モード｣で
文字入力中 ＞ シフトキー（ ）
各モードの大文字入力モードに切り替わり、大文字を入力できます。
1文字入力すると、切り替え前の入力モードに戻ります。
大文字入力モードの表示は以下のようになります。

入力モード 説明

あ 漢字ひらがな入力モード

カ 全角カタカナ入力モード

ｶﾅ 半角カタカナ入力モード

ａ 全角英数入力モード

ab 半角英数入力モード

入力モード 説明
Ａ 全角英数大文字入力モード
AB 半角英数大文字入力モード

入力モード
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「数字／記号入力モード」に切り替える

1. 文字入力中 ＞ ファンクションキー（ ）
「数字／記号入力モード」に切り替わり、各アルファベットキー／記号
キーの左上に印字されている数字や記号を入力できます。
1文字入力すると、切り替え前の入力モードに戻ります。
「数字／記号入力モード」の表示は以下のようになります。

連続して数字／記号または大文字を入力する

1. ファンクションキー（ ）またはシフトキー（ ）を
押しながら文字入力
ファンクションキー（ ）またはシフトキー（ ）を押している間
は、連続して数字／記号または大文字を入力できます。

■「数字／記号入力モード」または「大文字入力モード」をロックする場合
＞ 文字入力中 ＞ ファンクションキー（ ）またはシフトキー（ ）
を2回連続して押す
「数字／記号ロックモード」または「大文字ロックモード」に切り替わ
り、連続して数字／記号または大文字を入力できます。
「数字／記号ロックモード」、「大文字ロックモード」の表示は以下のよ
うになります。

入力モード 説明
１ 全角数字／記号入力モード
12 半角数字／記号入力モード

補足
･ 全角の入力モード（「漢字ひらがな入力モード」や「全角カタカナ入力
モード」など）のときにファンクションキー（ ）を押した場合は、
「全角数字／記号入力モード」に切り替わり、半角の入力モード（「半
角カタカナ入力モード」など）のときにファンクションキー（ ）を
押した場合は、「半角数字／記号入力モード」に切り替わります。

入力モード 説明
１ 全角数字／記号ロックモード
12 半角数字／記号ロックモード
Ａ 全角大文字ロックモード
AB 半角大文字ロックモード
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文字の入力方法

ひらがな／漢字を入力する
漢字を入力するには、ローマ字でひらがなを入力し、漢字に変換します。
●ローマ字でのひらがな入力については、P.16-9を参照してください。

＜例：「携帯」と入力する場合＞

1.「漢字ひらがな入力モード」になっていることを確認
2. アルファベットキー／記号キーで「けいたい」と入力

3. SPACE/変換キー（ ）
「携帯」に変換されます。

他の変換候補を選ぶ場合は、ナビゲーションボタン（下）を押して変換
候補エリアにカーソルを表示し、ナビゲーションボタン（上下左右）で
対象の変換候補を反転表示します。カーソルを文字入力欄に戻す場合
は、バックスペースキー（ ）を押します。

4. 決定ボタン

「K」「E」  「I」  「T」「A」  「I」
    け         い        た         い

変換候補エリア
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記号／絵文字／顔文字を入力する
登録されている記号／絵文字／顔文字の一覧から選択して入力できます。
●利用できる記号や絵文字については、P.16-12を参照してください。

1. 文字入力中 ＞ 記号キー（ ）
SMS、S!メールの場合は、絵文字一覧画面が表示されます。それ以外
の場合は、全角記号一覧画面が表示されます。
スイッチを押すたびに、「絵文字一覧画面」→「全角記号一覧画面」→
「半角記号一覧画面」→「顔文字一覧画面」の順に切り替わります。

2. 入力する記号／絵文字／顔文字を選択
連続を押すと、連続して入力できます。

注意
･ 絵文字はSMS、S!メールでのみ使用できます。クイックメモなど絵
文字非対応の機能では、絵文字は表示されません。また、絵文字非対
応ソフトバンク携帯電話では、絵文字は表示されません。

絵文字一覧画面 全角記号一覧画面

顔文字一覧画面 半角記号一覧画面
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文字入力メニューを利用する
文字入力メニューを利用して、入力モードを切り替えたり、記号／絵文字／
顔文字などを入力したりできます。

1. 文字入力中 ＞ ファンクションキー（ ）を押しなが
ら文字キー（ ）
文字入力メニューが表示されます。

2. 以下の項目を選択

項目 説明

漢かな 漢字ひらがな入力モードになります。

カ 全角カタカナ入力モードになります。

ｶﾅ 半角カタカナ入力モードになります。

ａ 全角英数入力モードになります。

ab 半角英数入力モードになります。

絵文字 絵文字一覧画面が表示されます。

！＠＃ 全角記号一覧画面が表示されます。

!@# 半角記号一覧画面が表示されます。

顔文字 顔文字一覧画面が表示されます。

オプション 以下の項目から選択します。

辞書 よく使う単語を辞書に登録します
（P.3-10）。

設定 予測変換機能のオン／オフを設定し
ます。

バージョン情
報

文字入力のバージョン情報を表示し
ます。
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予測変換機能を使用する
予測変換機能をオンにしている場合、入力した文字から予測される変換候補
が予測変換候補エリアに表示されます。
●予測変換機能のオン／オフの切り替えについては、「文字入力メニューを
利用する」（P.3-8）の「オプション」を参照してください。

1. 文字を入力
予測変換候補エリアに変換候補が表示されます。

2. ナビゲーションボタン（下）
予測変換候補エリアにカーソルが表示され、変換候補が選択できるよう
になります。

カーソルを文字入力欄に戻す場合は、バックスペースキー（ ）を押
します。
英数カナを押すと、入力した文字に応じた英数およびカタカナの変換候
補が表示されます。

予測変換候補エリア
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3. ナビゲーションボタン（上下左右）で変換候補を選択
選択した変換候補が入力されます。
選択した文字によっては、さらに変換候補を選択することが可能です。

学習辞書をリセットする
一度入力した文字列を自動的に記憶し、変換時に使用頻度が高い文字列を優
先的に表示する機能（学習辞書）をリセットします。

1. 文字入力中 ＞ ファンクションキー（ ）を押しなが
ら文字キー（ ）

2. オプション ＞ 辞書
3. メニュー ＞ 学習辞書をリセット
4. OK ＞ OK

よく使う単語を辞書に登録する
よく使う単語をお好きな読みで辞書に登録しておくと、その読みで入力して
変換したときに登録した単語が表示されます。

新しい単語を登録する

1. 文字入力中 ＞ ファンクションキー（ ）を押しなが
ら文字キー（ ）

補足
･ 一度入力した文字列は自動的に記憶され、変換時に使用頻度が高い文
字列が優先的に表示されます（学習辞書）。
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2. オプション ＞ 辞書
辞書画面が表示されます。

3. メニュー ＞ エントリを追加
4. 読み方と候補を入力
5. OK

辞書のメニュー
辞書画面では、メニューを押すことにより、以下の機能を利用できます。

項目 説明

エントリを追加 新しい単語を登録します（P.3-10）。

エントリを削除 反転表示されている単語を削除します。

ユーザー辞書をリセット 登録されているすべての単語を削除します。

学習辞書をリセット 学習辞書をリセットします（P.3-10）。


