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PIM機能
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予定表
予定を登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、登録した内容を
お知らせします。

予定表を表示する

表示する単位を切り替える

1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
2. 週／月／予定一覧

ボタンを押すたびに週単位→月単位→日単位の順に切り替わります。

指定した日の予定を表示する

1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
2. メニュー ＞ 指定の日付へ移動 ＞ 日付の入力 ＞ 完了

予定表のオプション設定
予定表の表示形式やアラームのパターンなど予定表に関する設定を行いま
す。

1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
2. メニュー ＞ ツール ＞ オプション

補足
･ メニューより表示する単位を切り替えることもできます。
･ 月単位の表示で日付を選択すると、予定一覧の表示に切り替わります。
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3. 以下の項目を設定

4. 完了

予定を登録する
1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
2. メニュー ＞ 新しい予定
3. 以下の項目を設定

項目 説明

既定の画面 予定表を起動したときの表示方法を設定します。

週の最初の曜日 カレンダーの左端を日曜日にするか月曜日にするか
を設定します。

週単位の表示 週単位の表示にて、1週間のうち何日表示するかを設
定します。

月単位の表示 月単位の表示にて、左端に週番号を表示するかどうか
を設定します。

アラームの設定 予定登録時のアラームの初期値を設定します。

会議出席依頼の送信
方法

出席者に予定を通知する方法を設定します。

項目 説明

件名 予定の名称を入力します。

開始日 予定の開始日を設定します。

開始時刻 予定の開始時刻を設定します。

終了日 予定の終了日を設定します。

終了時刻 予定の終了時刻を設定します。

終日イベント チェックを付けると開始日から終了日まで終日の予
定として登録されます。

場所 予定（会議やその他イベント）の場所などを入力でき
ます。
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4. 完了

予定を変更する

1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
月単位の表示の場合は、変更する予定が登録されている日付を選択して
予定一覧の表示にしてください。

2. 変更する予定を選択
3. メニュー ＞ 編集

定期的な予定の場合は、すべての予定を編集するかどうかの確認メッ
セージが表示されます。

4. それぞれの項目を編集 ＞ 完了
出席者を登録している場合は、予定を変更したことを出席者に通知する
かどうかの確認メッセージが表示されます。

予定を削除する

1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
月単位の表示の場合は、削除する予定が登録されている日付を選択して
予定一覧の表示にしてください。

出席者 出席者を連絡先から設定できます。出席者を設定した
場合、入力した予定を出席者に通知できます。

アラーム 事前通知（開始日時からどのくらい前に通知するか）
を設定します。

パターン 1回だけの予定か定期的（毎週、毎月、毎年）な予定
かを設定します。

公開方法 予定の種類を設定します。

秘密度 秘密にする度合いを設定します。

メモ メモを入力できます。

項目 説明



5-5

2. 対象の予定を反転表示
3. メニュー ＞ 予定の削除 ＞ はい

定期的な予定の場合は、すべての予定を削除するかどうかの確認メッ
セージが表示されます。
出席者を登録している場合は、予定を削除したことを出席者に通知する
かどうかの確認メッセージが表示されます。

予定を送信する

予定をS!メールで送信する

1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
月単位の表示の場合は、送信する予定が登録されている日付を選択して
予定一覧の表示にしてください。

2. 対象の予定を反転表示
3. メニュー ＞ vCalendarとして送信
4. 宛先や件名、本文などを入力しメール送信

詳細については、「SMS／S!メールを作成する」（P.10-4）を参照し
てください。

予定をBluetooth®通信で送信する
●Bluetooth®通信機能の設定についてはP.8-11を参照してください。

1. スタート ＞ ツール ＞ 予定表
2. 対象の予定を選択
3. メニュー ＞ 予定をビームする

送信先の検索がはじまります。
以降は、送信先の設定などにより手順が異なるため、画面の指示に従っ
て操作してください。



5-6

連絡先
よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手を連絡先に登録しておくと、
簡単な操作で発信／メール送信できます。
● 本端末に登録できる連絡先の件数は、本体メモリの空き容量によって異なります。
USIMカードに登録できる件数は、USIMカードの種別によって異なります。

●連絡先に登録できる内容は以下のとおりです。

登録内容 説明

姓名 姓と名、フリガナをそれぞれ登録できます。

電話番号 勤務先、携帯電話、自宅電話、会社代表電話、自動車
電話、秘書、PHSの番号をそれぞれ登録できます。

画像 着信時や通話中に表示される画像を登録できます。

着信音 着信音を個別に設定できます。

電子メール 電子メールのアドレスを登録できます。

IM インスタントメッセージの宛先を登録できます。

分類項目 連絡先の分類を選択できます。

ポケットベル ポケットベルの番号を登録できます。

FAX番号 勤務先、自宅の番号をそれぞれ登録できます。

Webページ ホームページのURLなどを登録できます。

表題 登録した連絡先の表示のしかたを設定できます。

勤務先 勤務先、フリガナ、部署、役職、事業所、住所などの
情報を登録できます。

自宅住所 自宅の住所を登録できます。

その他のデータ その他の住所、メモ、ニックネーム、誕生日、記念
日、上司、ID番号、アカウント名、カスタマー ID、
配偶者、子供、秘書の情報を登録できます。

補足
･ 連絡先から、USIMカードに連絡先を登録したりUSIMカードの連絡
先を参照する場合は、スタート ＞ 設定 ＞ 電話 ＞ 通話のオプション
を選択し、「SIMカード連絡先の表示」にチェックを付けてください。
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新しい連絡先を登録する
1. 連絡先 ＞ 新規作成
2. 登録先を選択

Outlook連絡先：本体メモリに登録します。
SIMカード連絡先：USIMカードに登録します。

3. 各項目を入力 ＞ 完了
■個別に着信音を登録する場合
着信音を設定すると、登録した相手から電話がかかってきたとき、個別
に着信音を鳴らすことができます。

■電話番号に「p」（ポーズ）や「w」（ウェイト）を挿入する場合
＞ 電話番号入力時 ＞ メニュー ＞ ポーズの挿入またはウェイトの挿入
電話番号に「p」（ポーズ）や「w」（ウェイト）を挿入すると、電話を
かけるときに、間に約1秒のポーズや一時停止（ウェイト）を入れるこ
とができます。ウェイトで一時停止したときは、通話ボタン（  ）を
押すとダイヤルを再開します。

連絡先の内容を確認する
連絡先の表示方法を変更する

1. 連絡先
連絡先一覧画面が表示されます。

2. メニュー ＞ 表示方法 ＞ 表示方法を選択
名前：連絡先の一覧が表示されます。
勤務先：勤務先の一覧が表示されます。対象の勤務先を選択すると、そ
の勤務先に登録されている連絡先の一覧が表示されます。

■条件を指定して表示する場合
＞ メニュー ＞ フィルタ ＞ 項目を選択

補足
･ フィルタ機能で絞り込んだ内容を元に戻す場合は、メニュー ＞ フィ
ルタ ＞ すべての連絡先を選択します。
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連絡先一覧画面の見かた

①勤務先
②連絡先

:本体メモリに登録されている連絡先
:USIMカードに登録されている連絡先

③勤務先に登録されている連絡先の件数
④前回の発信先（ナビゲーションボタン（左右）により入れ替えることがで
きます。）
携：携帯電話に登録されている番号
社、社2：勤務先電話に登録されている番号
家、家2：自宅電話に登録されている番号
代：会社代表電話に登録されている番号
ポ：ポケットベルに登録されている番号
車：自動車電話に登録されている番号
PHS：PHSに登録されている番号
秘：秘書の電話に登録されている番号
sms：携帯電話に登録されている番号へのSMS
E、E2、E3：電子メールに登録されているアドレス
im、im2、im3：IMに登録されているアドレス
Web：Webページに登録されているURL

勤務先表示の場合

①勤務先
②連絡先

③勤務先に登録されている連絡先の件数

④前回の発信先



5-9

連絡先を検索する
連絡先をすばやく検索することができます。
連絡先の表示方法により検索の対象が異なります。

1. 連絡先
2. メニュー ＞ 表示方法 ＞ 名前または勤務先
3. 検索する名前（姓／名）、または勤務先の最初の文字を
入力
表示方法が名前の場合は、名前（姓／名）が検索の対象、表示方法が勤
務先の場合は、勤務先が検索の対象となります。
続けて文字を入力すると、さらに絞り込むことができます。

■例：表示方法が名前のときに「K」を入力した場合
姓または名のフリガナが「か行」または「K」ではじまる連絡先が表示
されます。

■例：表示方法が勤務先のときに「K」を入力した場合
勤務先のフリガナが「か行」または「K」ではじまる連絡先が表示され
ます。

連絡先の詳細内容を確認する

1. 連絡先
2. 対象の連絡先を選択

連絡先詳細画面が表示されます。

補足
･ 絞り込んだ内容を元に戻す場合は、戻るボタン（ ）を押してくだ
さい。
･ フィルタ機能を併用することができます。
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連絡先の内容を変更する
1. 連絡先
2. 対象の連絡先を反転表示
3. メニュー ＞ 編集
4. それぞれの値を編集 ＞ 完了

連絡先を削除する
1. 連絡先
2. 対象の連絡先を反転表示
3. メニュー ＞ 連絡先の削除 ＞ はい

連絡先からメールを作成する

SMS／S!メールを作成する

1. 連絡先
2. 対象の連絡先を選択
3. メニュー ＞ SMS送信／S!メール（電話番号）送信／
S!メール（メール）送信
SMS送信：「携帯電話」に登録されている電話番号を宛先にしたSMS
を作成します。
S!メール（電話番号）送信：「携帯電話」に登録されている電話番号を
宛先にしたS!メールを作成します。
S!メール（メール）送信：「電子メール」に登録されている電子メール
アドレスを宛先にしたS!メールを作成します。

4. 本文などを入力しメール送信
詳細については、「SMS／S!メールを作成する」（P.10-4）を参照し
てください。
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インターネットメールを作成する

1. 連絡先
2. 対象の連絡先を選択
3. 対象の項目を反転表示 ＞ 電子メール
4. インターネットメールのアカウントを選択
5. 件名や本文などを入力しメール送信

詳細については、「インターネットメールを作成する」（P.10-25）を
参照してください。

連絡先を送信する

連絡先をBluetooth®通信で送信する
●Bluetooth®通信機能の設定についてはP.8-11を参照してください。

1. 連絡先
2. 対象の連絡先を反転表示
3. メニュー ＞ 連絡先の送信 ＞ ビーム

送信先の検索がはじまります。
以降は、送信先の設定などにより手順が異なるため、画面の指示に従っ
て操作してください。

補足
･ 連絡先一覧画面からメニューを押しても、SMS／S!メールを作成す
ることができます。
･「携帯電話」に電話番号が登録されていない場合は、SMS 送信、S! メー
ル（電話番号）送信は表示されません。
･「電子メール」に電子メールアドレスが登録されていない場合は、S!
メール（メール）送信は表示されません。
･ USIMカードに登録された連絡先を選択した場合、S!メール（メール）
送信は表示されません。
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連絡先をS!メールで送信する

1. 連絡先
2. 対象の連絡先を反転表示
3. メニュー ＞ vCardとして送信
4. 宛先や件名、本文などを入力しメール送信

詳細については、「SMS／S!メールを作成する」（P.10-4）を参照し
てください。
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USIMマネージャを使う
USIMカードに連絡先を登録することができます。

USIMカードに連絡先を追加する

1. スタート ＞ 通話 ＞ USIMマネージャ
2. 新規作成
3. 各項目を入力 ＞ 保存

USIMマネージャのメニュー
USIMマネージャでは、メニューを押すことにより、以下の機能を利用でき
ます。

補足
･ 連絡先 ＞ メニュー ＞ USIMマネージャを選択してもUSIMマネー
ジャを起動できます。
･ 電話番号 2、電子メールに入力した内容は、USIM マネージャからの
み参照できます。連絡先一覧画面（P.5-8）などからは参照できません。

項目 説明

編集 USIMカードの連絡先を編集します。

削除 USIMカードの連絡先を削除します。

ダイヤル USIMカードの連絡先に電話をかけます。

連絡先の削除 本体メモリの連絡先を削除します。

連絡先に保存 USIMカードの連絡先を本体メモリに保存します
（P.5-14）。

USIMに保存する連
絡先

本体メモリの連絡先をUSIMカードに保存します
（P.5-14）。

すべて選択 USIMカードの連絡先をすべて選択します。

最新情報に更新 現在の表示を更新します。
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本体メモリの連絡先をUSIMカードに保存する

1. スタート ＞ 通話 ＞ USIMマネージャ
2. メニュー ＞ USIMに保存する連絡先

名前と電話の組み合わせの一覧が表示されます。USIMカードに保存し
ない項目がある場合は、チェックを外してください。

3. 保存
■本体メモリから特定の電話番号を選んでUSIMカードにコピーする場合
＞ 連絡先 ＞ 対象の連絡先を選択 ＞ 対象の項目を反転表示 ＞ メ
ニュー ＞ SIMカードに保存 ＞ 名前と電話番号を確認（必要であれば
修正） ＞ 完了

USIMカードの連絡先を本体メモリに保存する

1. スタート ＞ 通話 ＞ USIMマネージャ
2. 対象の連絡先を反転表示 ＞ メニュー ＞ 連絡先に保存
3. OK

ツール 以下の項目から選択します。

USIM情報 USIMカードに関する情報を表示しま
す。

オプション 本体メモリの連絡先をUSIMカードに
保存する際の、対象の電話の種類を選
択します。

バージョン情報 USIMマネージャのバージョン情報を表示します。

項目 説明
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仕事
大事な用件や仕事の進捗状況を管理することができます。仕事には優先度や
アラームなどを設定できます。

新しい仕事を登録する
1. スタート ＞ ツール ＞ 仕事
2. メニュー ＞ 新しい仕事
3. 以下の項目を設定

4. 完了
■件名のみの仕事を登録する場合
＞ 「ここに新しい仕事を入力します」と表示されている枠を選び、件
名を入力 ＞ 決定ボタン

項目 説明

件名 仕事の名称を入力します。

優先度 仕事の優先度を設定します。

状態 チェックを付けると、作業の終了した仕事として登録
されます。

開始日 チェックを付けると、仕事の開始日を設定できます。

期限 チェックを付けると、仕事の期限を設定できます。

パターン 1回だけの仕事か定期的（毎週、毎月、毎年）な仕事
かを設定します。

アラーム チェックを付けると、アラーム通知する日時を設定で
きます。

分類項目 仕事の分類を設定できます。分類を設定すると、フィ
ルタ機能の条件として指定できます。

秘密度 秘密にする度合いを設定します。

メモ メモを入力できます。
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仕事の内容を編集する

1. スタート ＞ ツール ＞ 仕事
2. 対象の仕事を選択
3. 編集 ＞ それぞれの値を編集 ＞ 完了

登録した仕事を削除する

1. スタート ＞ ツール ＞ 仕事
2. 対象の仕事を反転表示
3. メニュー ＞ 仕事の削除 ＞ はい

仕事のオプション設定
仕事のアラームや表示方法に関する設定を行います。

1. スタート ＞ ツール ＞ 仕事
2. メニュー ＞ オプションの表示
3. 以下の項目を設定

4. 完了

項目 説明

新しいアイテムにア
ラームを設定する

新しい仕事を登録する際、開始日または期限を設定し
たときに、自動的にアラームを設定するかどうかを設
定します。

開始日と期限を表示
する

仕事を一覧表示する際、開始日と期限を表示するかど
うかを設定します。
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仕事内容を確認する

仕事の表示方法を変更する
仕事を並べ替えたり、フィルタ機能を利用することができます。

1. スタート ＞ ツール ＞ 仕事
2. メニュー ＞ 並べ替え ＞ 項目を選択
■フィルタ機能で条件を指定して表示する場合
＞ メニュー ＞ フィルタ ＞ 項目を選択

仕事の状態を設定する
登録した仕事の状態（作業中、作業の終了）を設定できます。

1. スタート ＞ ツール ＞ 仕事
2. 対象の仕事を反転表示
3. 作業の終了／作業中

ボタンを押すたびに表示が切り替わります。
作業の終了を選択すると、自動的にチェックボックスにチェックが付き
ます。

補足
･ フィルタ機能で絞り込んだ内容を元に戻す場合は、メニュー ＞ フィ
ルタ ＞ すべての仕事を選択します。ただし、作業中のタスクまたは
終了したタスクで絞り込んでいる場合は、絞り込んでいる条件（チェッ
クが入っている項目）を再度選択します。
･ 並べ替えとフィルタは併用できます。

補足
･ 仕事を登録するときに、作業の終了した仕事として登録することもで
きます。
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仕事を送信する

仕事をBluetooth®通信で送信する
●Bluetooth®通信機能の設定についてはP.8-11を参照してください。

1. スタート ＞ ツール ＞ 仕事
2. 対象の仕事を反転表示
3. メニュー ＞ 仕事をビームする

送信先の検索がはじまります。
以降は、送信先の設定などにより手順が異なるため、画面の指示に従っ
て操作してください。
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ボイスメモ

ボイスメモを録音する
1. スタート ＞ オフィス ＞ ボイスメモ
2. 録音

録音が開始され、画面に録音時間が表示されます。

3. 停止
録音が停止します。

ボイスメモを再生する
1. スタート ＞ オフィス ＞ ボイスメモ
2. 対象のボイスメモを選択

録音されている内容が再生されます。
途中で再生を停止する場合は、停止を押してください。

ボイスメモの名前を変更する

1. スタート ＞ オフィス ＞ ボイスメモ
2. 対象のボイスメモを反転表示
3. メニュー ＞ 名前の変更
4. 名前を入力 ＞ 完了
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ボイスメモを着信音に設定する
ボイスメモとして保存した内容を電話の着信音に設定できます。

1. スタート ＞ オフィス ＞ ボイスメモ
2. 対象のボイスメモを反転表示
3. メニュー ＞ 着信音に設定 ＞ OK

ボイスメモを削除する

1. スタート ＞ オフィス ＞ ボイスメモ
2. 対象のボイスメモを反転表示
3. メニュー ＞ 削除 ＞ はい
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クイックメモ

クイックメモを作成する
1. スタート ＞ オフィス ＞ クイックメモ

クイックメモ画面が表示されます。

2. 新規作成
クイックメモ入力画面が表示されます。

3. 内容を入力
4. 完了

入力した内容の1行目がタイトルとなります。

クイックメモのメニュー
クイックメモでは、メニューを押すことにより、以下の機能を利用できます。

■クイックメモ画面
項目 説明

新規作成 クイックメモを新規作成します。

削除 クイックメモを削除します。

送信 クイックメモを利用してメールを送信します
（P.5-22）。

プロパティ クイックメモの情報を表示します。

並べ替え 指定した条件でクイックメモを並べ替えます。

オプション 既定の保存場所や既定の文字の大きさを設定します。

バージョン情報 クイックメモのバージョン情報を表示します。
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■クイックメモ入力画面

クイックメモを編集する
1. スタート ＞ オフィス ＞ クイックメモ
2. 対象のクイックメモを選択

クイックメモ入力画面が表示されます。

3. 内容を編集
4. 完了
■編集内容を取り消す場合
＞ 編集中 ＞ メニュー ＞ キャンセル

クイックメモを利用してメールを送信する
1. スタート ＞ オフィス ＞ クイックメモ
2. 対象のクイックメモを反転表示
3. メニュー ＞ 送信
4. インターネットメールのアカウントを選択

クイックメモの内容が自動的にメールの本文に貼り付けられます。

項目 説明

送信 クイックメモを利用してメールを送信します
（P.5-22）。

“()” 「()」を入力します。

“@” 「@」を入力します。

“http://” 「http://」を入力します。

フォントサイズ 文字の大きさを設定します。

キャンセル 入力をキャンセルし、クイックメモ画面に戻ります。
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5. 宛先や件名などを入力しメール送信
詳細については、「インターネットメールを作成する」（P.10-25）を
参照してください。


