
りがとうございます。  

扱いください。

までご連絡ください。

漏れなどお気づきの点が
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はじめに
このたびは、「 SoftBank  812SH s B」をお買い上げいただき、まことにあ

«SoftBank  812SH s B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.21-27）

«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。 

SoftBank  812SH s B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載

ございましたらお問い合わせ先（ AP.21-27）までご連絡ください。

«乱丁、落丁はお取り替えいたします。



  

明書 

。

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

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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SoftBank 812SH sB　取扱説

2007年 11月 第１版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください

機種名： SoftBank 812SH s B

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。

　　 マナーもいっしょに携帯しましょう。

古紙配合率100 ％再生紙を使用しています



 

i

にした状態で、待受画面からの操作

は異なる場合があります。操作の目

ては、下のように表記していることも

………………… e  
………………… f  
………………… g

ードの切替などでは、本機側面のボ

書では、ボタンでの操作を下のよう

E 音量／ズームボタン F

ン

マルチジョブ機能／マナーボタン

D
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本書はことわりがない限り、  SoftBank  812SH s B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

安としてご利用ください。

本書では、それぞれのボタンを下のように表記して説明し

ています。

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

あります。 

,

 
aや bを押すとき …

,cや dを押すとき …

,abcdを押すとき

音量の調節やマナーモ

タンを使用します。本

に表記しています。

本書の見かた

各ボタンの表記

マルチガイドボタン

1 2 3
4 5 6
7 8 9
( 0 #

AB
"!

&

$'

d

b

cÇ

aÅ %

サイドボタン

S!一斉トークボタ

H



 

す。

作を示しています。）

態で説明しています。

本書の表記と一部異なることがござ

本書の表記

○（ f） 

し、

とを

「○○○」を選ぶ
示しています。

k  812SH s B」を「本機」
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ii

■メニュー操作

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

本書は、本機のメニュー切替設定（ AP.1-27）を「標準メニュー」に設定している状

文字サイズを変更されたときやシンプルメニュー（ AP.1-28）を設定されたときは、

います。あらかじめご了承ください。

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「 SoftBank  812SH s B 取扱説明書」の本文中においては、「  SoftBan
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。



 

iii

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

p」よりご確認いただけます。

れません。

絡ください。 

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（ SHBAY1）

（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

ウェア最新版のダウンロードについては、ソフトバンクホームページ「 http://www.softbank.j
★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、本機専用です。他の携帯電話では、ご利用にな

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.21-27）までご連

.本機は、 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 microSD™
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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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
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。
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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



  

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

する場合、うまく装着できない

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。

本機専用です。

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
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本機に使用する充電器および電池パック、卓上ホル

ダーは、ソフトバンク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）

«電池パックを本機に装着

ときは、無理に装着しな

«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

本機、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



 

xv

 

0警告

ダーのキャビネットは、開けな

がの原因となります。

は、ソフトバンクの故障受付窓

ダ ーを改造し ないでくださ い。

ます。

ったときは

ックを取り外したあと、急速充

コンセントから抜いて、シガー

シガ ーライタ ーソケッ トから

受付窓口にご連絡ください。

・感電の原因となります。

2

7
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内部に物や水などを入れない

本機や充電器、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

本機や充電器、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、電池パックや本機、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、本機や充

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

«本機や充電器、卓上ホル

いでください。感電やけ

内部の点検・調整・修理

口にご依頼ください。

«本機や充 電器、卓上ホル

火災・感電の原因となり

内部に水や異物などが入

本機の電源を切って電池パ

電器はプラグを家 庭用 AC
ライ ター充電 器はプラ グを

抜いてソフトバンクの故障

そのまま使用すると、火災

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

1

3

1

1



  

0警告

物を運転するときは、本機を絶

ください。安全走行を損ない事

などを安全な所に止めてからご

中の携帯電話の使用は罰則の対

 11月１日改正施行）

などの運転中は、イヤホンマイ

でください。

す。

こえなくなるほど、音量を上げ

に、踏切や横断 歩道などで は、

い。

す。

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

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。

いて

1

1

6

6
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xvi

引火ガスが発生する場所では、必ず事前に電源をお切

りください

ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガソ

リンスタンドでの給油中など、引火ガスが発生する場所で

は本機の電源も切り、充電もしないでください。また、ガ

ソリンスタンド構内で S! FeliCa対応端末をご利 用になる

際は、必ず事前に電 源を切った状態で使 用してください。

（ ICカー ドロックを設定されている場合はロ ックを解除し

た上で電源をお切りください。）

衝撃を与えない

本機や充電器、卓上ホルダーを持ち運ぶときは、落とした

り、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原

因となります。

万一、本機や充電器、卓上ホルダーを落とすなどして、キャ

ビネットを破損した場合は、電池パックを外して、ソフト

バンクの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用す

ると、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、異臭がするなどの

異常な状態に気がついたときは、本機の電源を切って電池

パックを取り外し、急速充電器はプラ グを家庭用 AC コン

セント から抜い て、シガーラ イター 充電器は プラグ をシ

ガーライ ターソ ケットか ら抜いて ソフトバ ンクの故 障受

付窓口に修理をご依頼ください。

異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

事故防止のために

«自動車や自転車などの乗

対にご使用にならないで

故の原因となります。車

使用ください。

道路交通法により、運転

象となります。（ 2004年

«自動車やバイク、自転車

クなどを絶対に使わない

交通事故の原因となりま

«歩行中は、周囲の音が聞

すぎない でください。特

十分に気をつけてくださ

交通事故の原因となりま

ストラップを持って本機

本人や他人にあたり、けが

原因となります。

航空機内では、本機の電

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

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

6

1

7

本機の取り扱いにつ
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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）

いものをご購入ください。

・感電の原因となります。

器のプラグを家庭用 ACコンセ

さい。

なります。

、小さなお子様の手の届かな

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

直ちに使用を中止し、新し

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

ントから抜いておいてくだ

火災・感電・故障の原因と

充電器や卓上ホルダーは

い所で使用・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



  

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

機から取り外し、使用しないで

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

ち込まない。

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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xviii

«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、本

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、本機の電源を切る

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、本機を持

«病棟内では本機の電源を

«ロビー等であっても、付近

本機の電源を切る。

«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

いて

本機が 熱くな ることが ありま

れたまま使用していると、低温

す。

、特にご注意ください。

温になる場所には置かない

なり、やけどの原因となること

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

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。

いて

0

1

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 本機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。

本機の温度（発熱）につ

本機 を長時間 利用す ると、

す。

また、本機を長時間肌に触

やけどになる恐れがありま

気温や室温が高い場所では

真夏の自動車内など、高

本機のキャビネットが熱く

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

本機 を自動車 内で使 用した

て、まれに車両電子機器に

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

0

0

本機の取り扱いにつ



  

0注意

などが生じることがあります。

材料、表面処理

装処理（下地：不連続蒸着）

装処理（下地：アクリル系塗装）
ル系 UV硬化塗装処理

）／アクリル系 UV硬化塗装処理
）

化塗装処理（下地：印刷箔）

装処理（下地：アクリル系塗装）

ニッケルメッキ）

リル系 UV硬化塗装処理（下地：アクリル系

メッキ）

ル）

6

L286_insatsu.book xx ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
xx

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

■本機の使用材料

本機の取り扱いについて

使用箇所 使用

キャビネット（画面側）、画面飾り ABS樹脂／アクリル系 UV硬化塗

キャビネット（画面背面側）、ヒンジカバー（操作ボタン側） 
ABS樹脂／アクリル系 UV硬化塗
ブラウン色は、 ABS樹脂／アクリ

（下地：不連続蒸着）

左右ヒンジキャビネット（画面側） ナイロン系樹脂（ガラス繊維入り
（下地：アクリル・ウレタン塗装

サブ画面飾りパネル アクリル樹脂／アクリル系 UV硬

キャビネット（操作ボタン側、操作背面側）、　電池カバー ABS樹脂／アクリル系 UV硬化塗

画面窓 アクリル樹脂

赤外線ポート ABS樹脂（赤外線グレード）

マルチガイドボタン（センター部分、カーソルキー部分） ABS樹脂（クロムメッキ／下地：

開始ボタン、電源／終了ボタン、メールボタン、 Yahoo!ケータイ・
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、サイドボタン、ダイヤルボタン 

PC樹脂／塗装

メモリカードスロットカバー、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、 PC樹脂／アク
塗装）

画面当たりゴム シリコンラバー

電池パック PC樹脂

充電端子 SUS／金メッキ（下地：ニッケル

ネジ（すべて） SWCH12A／ Niメッキ

ネジカバー PC樹脂 

USIMピン 銅合金／金メッキ（下地：ニッケ

外側カメラ窓 アクリル樹脂

接写スイッチ ABS樹脂



 

xxi

 

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

シガーライター充電器から本機

家庭用 AC コンセント／シガー

てください。

家庭用 ACコンセントから、シ

ーラ イターソ ケットか らプラ

。

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
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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。

«家 庭用 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、急速充電器／

を取り外し、必ずプラ グを

ライターソケットから抜い

お手入れのときは

安全のため、急速充電 器は

ガー ライター 充電器は シガ

グを抜いて行ってください

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



  

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、ソフトバン

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、

最寄りのソフトバンク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 クは小 さなお子 様の手の 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 小さなお 子様が本 機から取 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

ク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が

ください。 

。

利用した傍受されにくい商品ですが、

係上、通常の手段を超える方法をとら

故意に傍受するケースもまったくない

点をご理解いただいたうえで、ご使用

者が別の受信機で故意または偶然に受

ときは、自動車の車種によって、まれ

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

（電話帳・画像・音楽など）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。 

.本機は、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。 

.本機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。 

.本機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

で本機を使用すると、

ありますので、ご注意

.傍受にご注意ください

本機は、デジタル信号を

電波を利用している関

れたときには第三者が

とはいえません。この

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、本機を絶対にご使用にならないでください。 

.本機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。 

.本機を車内で使用した

に車両電子機器に影響

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



  

りません。

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

身体の汗が本機の内部に浸透し、故障

ります。 

るような場所には置かないでくださ

となります。 

トの前、または後ろのポケットに入れ

だり座席や椅子などに座らないでくだ

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。 

指定品以外のものは取り付けないでく

したり、本機が破損することがありま

ときは、必ず本機の電源を切ってから

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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.本機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。 

.本機は温度：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。 
.本機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。 

.本機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。 

.本機の画面を堅い物でこすったり、傷つけないようご注意く
ださい。 

.本機を閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。

画面が破損する原因となります。 

.ステレオヘッドホンの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。 

.機能制限について

本機を機種変更／解約したり、長期間使用しなかったときは、

次の機能が利用できなくなります。 

,カメラ　 ,メディアプレイヤー　 ,  S!アプリ 

.本機は防水仕様ではあ

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

の原因となることがあ

.本機に無理な力がかか

い。故障やけがの原因

,本機をズボンやスカー

たまま、しゃがみこん

さい。特に、厚い生地

,荷物の詰まったカバン

ならないようにご注意

.本機のイヤホン端子に

ださい。誤動作を起こ

す。 
.電池パックを取り外す

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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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

記と同様の適切なご使用を心がけてい

著作権等について

SA Security Inc.の RSA ® 

フトウェ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。
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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、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上

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.

本機は、 R
BSAFE™ソ

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
2007 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



  

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

rk and logos are owned by the 

 any use of such marks by Sharp is  
demarks and trade names are  

e owners.
 

tooth SIG.Inc.の登録商標です。 

が開発し た非接触 ICカード の技術方式

の登録商標です。 
ークス株式会社の登録商標です。 

IC card technology developed by 

f Sony Corporation.

株式会社 NTTドコモの登録商標です。
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microSD™、 miniSD™は SD Card Associationの商標です。

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

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 © 1996-2007 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。   

The Bluetooth word ma

Bluetooth SIG, Inc. and
under license. Other tra
those of their respectiv

Bluetooth®は、米国 Blue

FeliCa はソニー株式 会社

です。 

FeliCaはソニー株式会社

mは、フェリカネットワ

FeliCa is a contactless 
Sony Corporation.
FeliCa is a trademark o

「おサイフケータイ」は、



 

xxvii

本機  の Bluetooth ®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・ 本製品は Adobe Systems Incorporatedが開発し

テク ノロジ ーを搭 載し

Adobe Macromedia  
 reserved.  
ystems Incorporatedの

おける商標ま たは登録商

ソーウェーブの登録商標です。 

psule

 

®

 

/Micro3D Edition™

  

egistered trademark of HI 

ation. All Rights Reserved.

メントビューアは、 

l Technologiesにより実現しています。 

 Picsel Viewer, Picsel File Viewer,  

r, Picsel PDF Viewerまたは 
sel Technologiesの商標または登録商
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科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内

無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が

運用されてい ます。他の無線機器 との電波干渉 を防止するため、

下記の事項に注意してご使用ください。

１ Bluetooth ®機能を使用 する前に、近く で同じ周波数帯を 使用

する 「他の無線 局」が運用 されてい ないことを 目視で確 認し

てく ださい。

２ 万一、 Bluetooth ®機能の使用にあたり、本機と「他の無線局」

との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場

所を 変えるか、 Bluetooth ®機能の 使用を停止（電波の 発射を

停止）してください。

３ その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先

へお問い合わせください。

連絡先：ソフトバンク　お客さまセンター
ソフトバンク携帯電話から　 157（無料）

※ 一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」

（ AP.21-27）を参照してください。 

.この無線機器は、 2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-
SS変調方式を採用し、与干渉距離は 10m以下です。 

Microsoft

 

®

 

 Wordは、米国 Microsoft Corporationの商品名称です。 

Microsoft、 PowerPoint、 Excelは、米国 Microsoft 
Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

た Adobe ®  Flash ®  Lite™
ています。 

Copyright© 1995-2007 
Software LLC. All rights
Adobe、 Flashは Adobe S
米国お よびその他の国 に

標です。 

QRコードは株式会社デン

Powered by Mascot Ca
Mascot Capsule® is a r
Corporation
©2002-2007 HI Corpor

ドキュ

Picse

Picsel, Picsel Powered,
Picsel Document Viewe
Picselキューブロゴは Pic
標です。



 

着うた ®、 着うた フル ®は、 株式 会社ソ ニー・ ミュー ジック TVコー ル、 S! アプリ、カスタム スクリーン、ス カイメール、写

チャット、マルチジョブ、 S!メール、ア

ングメール、 S!キャスト、 S!タウン、 S!

ザ、お天気アイコン、 S!速報ニュース、 
 S!一斉トーク、 S!ともだち状況、生活ア

安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル

は商標です。 

社名、製品名は各社の登録商標または商

アは著作物であり、著作権、著作者人格

作者等の権利が含まれており、これらの

護されています。ソフトウェアの全部ま

るいは改変したり、ハードウェアから分

、逆コンパイル、リバースエンジニアリ

さい。第三者にこのような行為をさせる
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エンタテインメントの登録商標です。 

BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会

社インフォシティの登録商標です。 

.

 

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびそ

の他 の国におけるソフトバンク株式会社の登 録商標または商標

です。 

.「 Yahoo!」および「 Yahoo!」「 Y!」のロゴマークは、

米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 

メール、デルモジ、ちか

レンジメール、フィーリ

ループ、 PCサイトブラウ

S!電話帳バックアップ、

プリ、 S!おなじみ操作、

株式会社の登録商標また

 CP8 PATENT

その他の記載している会

標です。

本機に搭載のソフトウェ

権などをはじめとする著

権利は著作権法により保

たは一部を複製、修正あ

離したり、逆アセンブル

ング等は行わないでくだ

ことも同様です。
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---------------------------------------------------------------------------
総務省 電波利用ホームページ 

u.go.jp/j/ele/index.htm
らしの中の電波ホームページ 
rg/index02.html
、電波法関連省令 (無線設備規則第

います。 
----------------------------------------------

 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

に関する技術基準として、米国連邦

基準および欧州における情報を掲載

米国連邦通信委員会（ FCC）の電波

報」「欧州における電波ばく露の影

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

obile.co.jp/corporate/legal/emf/  
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この機種【 812SH】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【 812SH】の SARは、 1.43 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、右記のホームページをご参照ください。 

http://www.tele.soum
社団法人電波産業会 く
http://www.arib-emf.o
※技術基準については

１４条の 2)で規定されて
-----------------------------

「ソフトバンクのボディ

＊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。

当社では、ボディ SAR
通信委員会（ FCC）の

しています。詳細は「

ばく露の影響に関する情

響に関する情報」をご参

＊＊＊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

ソフトバンクのホーム

ます。 
http://www.softbankm
emf03.html

携帯電話機の比吸収率（ SAR）について



 

「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」

H】は無線送受信機器です。本品は

波の許容値を超えないことを確認し

、独立した科学機関である国際非電

CNIRP）が策定したものであり、そ

年齢や健康状態にかかわらず十分に

。

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 1.258 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 0.77 W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機【 812SH】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【 812S
国際指針の推奨する電

ています。この指針は

離放射線防護委員会（ I
の許容値は、使用者の

安全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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1

話を

マナーモード

簡単な操作で本機から音が鳴らな

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。） 

P.2-18

 

示画

S!  FeliCa
本機に搭載されている ICカード

を利用 して、買い物の支 払など

ができます。 

P.17-2

動画

画像

ユーザー辞書

よ く 使う 言 葉を 登 録 して お く

と、文字入 力時に簡単に 変換で

きます。 

P.9-16

の録

きま

画面表示設定

待受画 面や着信中な どにお好み

の画像を表示したり、画面の文字

のサイズ／太さを変更できます。 

P.9-3
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. 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 

S!メール

ソフトバンク 携帯電話やパソ コ

ン、他社携帯電話などとの間で、

メッセージの送受信ができます。

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。

音声通話

簡単 な操作で気軽に 音声通

楽しむことができます。

P.14-2 P.4-2 P.2-2

Yahoo!ケータイ
ソフトバ ンクケー タイ専用 のポータ

ルサイトを提供。インターネットをよ

り便利に利用することができます。 

PCサイトブラウザ
パソコン向けサイ トを本機から

閲覧できます。

時計表示
待受 画面から簡単に 時計表

面に切り替えられます。 

P.15-2 P.15-18 P.1-21

目覚まし

指定した時刻 に目覚ましを鳴ら

すことができます。

カレンダー／予定表

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。

カメラ

内蔵 のカメラで、静止 画や

が撮 影できます。撮影 後の

はメールで送信できます。

P.12-11 P.12-2、 P.12-8 P.6-2

シンプルメニュー

初心 者 向 けに 機 能 を絞 っ たメ

ニューで、基本 的な機能が簡単

に利用できます。 

TVコール

お客様ご自身と相 手の映像を見

ながら、通話できます。

メディアプレイヤー

音楽 や動画の購入 や、音楽

音／ 再生、動画の再生 がで

す。

P.1-28 P.5-2 P.7-2
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カスタムスクリーン Language／言語選択 データフォルダ

アニ

タを

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。 

P.12-19、 P.12-22、 P.12-23

ーア

ブッ

閲覧

USIMカード対応 

USIMカード内にお客様の電話番

号が登録されており、他の USIM
カード対応機でも利用できます。 

P.1-4

ド）

各種

カードリーダモード

本機の メモリカード内の データ

を、パソ コンから操作（読 み書

き）できます。 

P.11-9

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.13-5

ス

通知

す。 
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オプションサービス

本機を利用中 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。 

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。

静 止画や動画、メロ ディ、

メー ションなど、各種 デー

まとめて管理できます。

P.9-6 P.9-6 P.8-2

ボイスレコーダー

本機で音声を録音／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。

顔認証

お客様の顔画像を登録し、電源を

入れたときなど のセキュリティ

（本人確認）に利用できます。

電子ブック／ドキュメントビュ

電子 書籍用のデー タ（電子

ク）や PDF ファイルなどを

できます。 

P.12-16 P.9-17 P.18-6、 P.12-18

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。 

S!電話帳バックアップ

サー バ ーに 電 話 帳を 保 存 した

り、本機とサーバー の電話帳を

同期させることができます。

メモリカード

（ microSD™メモリカー

静止 画や動画、音楽な どの

データを保存できます。

P.2-16 P.4-15 P.11-2

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.13-2 P.13-4 P.13-5

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.13-6 P.13-7 P.13-10



  

1

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。

ド未挿入の旨が表示されているとき

カードが正しく装着されているか確

してください。 

て詳しくは、 USIMカードに付属の説明

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。  
バンク携帯電話（ 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。

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
1-4

ご
利
用
に
な
る
前
に 

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 ソフ ト バン ク 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、 Yahoo!ケータイなどの機能が利用できません。 

.

 
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

ソフトバンク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。

■本機を落としたり、強

USIMカードを正しく認

このときは、画面に「リ

シュ終了後、待受画面に

また、画面に USIMカー

は、電源を切り、 USIM
認のうえ、電源を入れ直

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、本機

を修理したときは、本機やメモリカードに保存した着うた ®／

着うたフル  ® ／メロディ／ビデオ／  S! アプリ／生活アプリ／

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。

また、別の USIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録され

ている、 S! アプリ／ブックサーフィン  ®／  S! タウン／ちか

チャットが利用できなくなることがあります。

IC

USIMカード

補足 X USIMカードについ

書を参照してくだ

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、ソフト

を盗難・紛失された場

行ってください。緊急

合わせ先（ AP.21-27
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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。  

く押し

にゆっ

る。 

付け

作３

USIMカードを取り付ける／取り外す

!

@
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.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カードや本機が破損することがあり

.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）

また、電池パックとの接点部分にも触れないようにしてください。 

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カードを軽

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
-21）するための暗証番号です。  

ついては、お問い合わせ先（ AP.21-27）

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、 

ロックされ、本機 が使用でき なくなりま

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.21-27）まで

。  

定（ AP.9-21）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。

第三者による本機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、本機の操作で変更することができます。

（ AP.9-22） 

.

 
PIN On／ Off設定（ AP.9-21）を「 On」（照合する）にする

と、 USIMカードを本機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本機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、本機の操作で変更することができます。

（ AP.9-22） 

.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

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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ボタン

トを表示するとき や、文字入力時に
替えるときなどに使用します。 

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。

o

s

r

q

p

w

t
u

v
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1画面 

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
ショートカットリ ス
大文字⇔小文字を切り

5戻るボタン

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

各部の名称と機能

本体

e

f

c

d

8

3
4

2

1

5

6

b

9

a

7

n

l

m

g

h

i

j

k



  

1 7*ボタン

文字入力画面で、絵文字入力リストや記号リストなどを表示

iイヤホンマイク端子

オプション品のイヤホ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。 

使用します。 

るときや、カメラのズームを利用する

ナーボタン

中の画面を切り替えるときに使用しま

設定／解除するときにも使用します。

イター充電器などを接続する端子で

プを閉じてお使いください。 

また、充電中に赤色で点灯します。 

ンテナが内蔵されています。 

バー） 

通常モード（「 o」）を切り替えるとき

L286_insatsu.book 8 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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するときに使用します。 

8レシーバー（受話口）

相手の声がここから聞こえます。 

9内側カメラ 

TV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。 

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

 
Yahoo!ケータイ・ボタン 
Yahoo!ケータイを利用するときや、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。 

e

 
#ボタン 

fマイク（送話口） 

gストラップ取り付け穴

市販のストラップを取り付ける穴です。（金属性のストラッ

プは取り付けないでください。） 

hメモリカードスロット

メモリカードを挿入する場所です。 

常は端子キャップを閉

j赤外線ポート

赤外線通信でデータを

k充電端子 

l

 
S!一斉トークボタン 
S!一斉トーク利用時に

m音量／ズームボタン

受話音量などを調節す

ときに使用します。 

nマルチジョブ機能／マ

マルチジョブ機能利用

す。

また、マナーモードを

（１秒以上長押し） 

o外部機器端子

急速充電器やシガーラ

す。通常は端子キャッ

pスモールライト

着信時に点滅します。

qサブ画面 

rスピーカー 

s内蔵アンテナ

この部分に通信用のア

t外側カメラ（レンズカ

u接写スイッチ

接写モード（「 n」）と

に使用します。
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v

 

m

 

 マーク 
  対応サービスを利用するための カードが内蔵さ

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／ SL表示（ AP.15-3）

音声電話通話中： @  
 TVコール通話中： *  
 [　オフラインモード中： f  
示中： W　パケット通信利用中： 9
※： [ パケットサービス圏内表示： p

P.9-23）が「 On」で、 S!ともだち状況

続」（ AP.19-9）が「オンライン」のと

 

-3）

未読配信レポートあり： f

（赤色）

ール送信中： :  
 

 >  S!ともだち状況通知未読あり： < 
求中： ?

P.9-23）が「 On」で、 S!ともだち状況

続」（ AP.19-9）が「オンライン」のと

 

示／キャスト着信表示（ AP.18-2）／

（ AP.21-8）

り： 3 キャスト着信あり： E
： A
あり： B 
り： q  
16-4）／音楽再生中表示（ AP.7-5） 
 S!アプリ一時停止中： 5
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S! FeliCa IC
れています。 
m

 
 マーク付近をリーダー／ライターにかざしてください。 

w電池カバー 

1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 

S
音声電話着信中： |　

TVコール着信中： :
S!一斉トーク着信中：

SSL対応の情報画面表

パケット通信中／待機中

※ IPサービス設定（ A

の「ともだち状況接

きに表示されます。

3メール表示（ AP.14

未読メールあり： z　

メール容量不足時： z

メール受信中： ]　メ

4S!ともだち状況表示※

S!ともだち状況接続中：

S!ともだち状況登録要
※ IPサービス設定（ A

の「ともだち状況接

きに表示されます。

5インターネット着信表

ソフトウェア更新表示

インターネット着信あ

ソフトウェア更新表示

ソフトウェア更新結果

S!速報ニュース未読あ

6S!アプリ表示（ AP.

S!アプリ起動中： 6
音楽再生中： 1

注意 X 内蔵アンテナについて 

.本機は内蔵アンテナで送受信 するため、外部アンテナは

ありません。 

.内蔵アンテナ部分は、手で覆った りすると感度に影響し

ますのでご注意ください。また、内蔵アンテナ部分にシー

ルなどを貼らないでください。 

.ご使用中の体の向きや通話し ている場所によっては、通

話品質が変わることがあります。 

.電波の弱い場所では、クローズポジション（ AP.1-11）

での待ち受けをおすすめします。

補足 X P.1-7〜 P.1-9の 操作方 法は代 表的 なもの を記載 して いま

す。

画面表示

画面

g[z>36i-Xv   5
w.x;kquK/aGbDE

g[z>36i-Xv   5
w.x;kquK/aGbDE

1

ecd f ij lkgh

234 65 789a b



  

1 7メモリカード状態表示

取り付け中： 　使用中： 　初期化中： 
f送信失敗表示（ AP.14-9）

送信失敗メールあり： ; 

12-11）／予定表示（ AP.12-4）

　予定アラーム OFF時： o
る日に、まだ設定時刻になっていない予

されます。 

示（ AP.9-24）／

 AP.9-22）／

P.1-22）

定中： q
： r 誤動作防止設定中： 0 

11）／バイブレータ表示（ AP.9-12）

大きく）： t
 s
設定時は「 >」が表示されます。 

線通信表示

時： K
空容量が少なくなってきたときは、「 g」

」（５％未満）が表示されます。

（グレー） 

設定表示（ AP.9-27）／

P.5-8）

／自動応答設定時： /  
 AP.18-4）
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i L J

使用不可能／接触不良時： / 

8マルチジョブ機能表示（ AP.1-26）／ ICカードロック表示

マルチジョブ機能利用中： C  
ICカードロック中： - 

9外部通信表示／ PCサイトブラウザ使用中表示（ AP.15-18）  
USB通信可能： X  USB通信中： n
赤外線通信接続中： |　赤外線通信データ送受信中： W  
Bluetooth

 

®通信可能： Y※  Bluetooth ®通信中： y  
Bluetooth

 

®通話中： z
※自分 の電話の公開 を「 Off」にして いるときは、グレ ーで表

示されます。 
PCサイトブラウザ使用中： d 

aモード表示（ AP.9-2）／スピーカーホン表示／

マイク消音表示（ AP.2-11）

マナーモード： v　運転中モード： ;　オリジナルモード： y
※上記の各モードを設定しているときに表示されます。

スピーカーホン通話中： - マイク消音中： _

スピーカーホン通話＋マイク消音中： c 
b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。

画面によっては「 l」で表示されます。 

c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： [） 

d転送電話サービス／留守番電話サービス設定表示（ AP.13-2）

転送電話サービス／留守番電話サービス設定時： .
※音声通話の「呼出なし」設定時に表示されます。 

eメッセージお預かり表示（ AP.13-4）

留守番電話センターに伝言メッセージあり： x 

g目覚まし表示（ AP.

目覚まし設定時： k
予定アラーム ON時： n

※予定が設定されてい

定があるときに表示

hシークレットモード表

キー操作ロック表示（

誤動作防止表示（ A

シークレットモード設

キー操作ロック設定中

i着信音表示（ AP.9-

通常着信音（消音）： u
通常着信音（だんだん

バイブレータ設定時：

※消音でバイブレータ

j著作権情報表示／赤外

コンテンツ・キー受信
※コンテンツ・キーの

（ 10％未満）や「 M

赤外線通信可能時： |

k自動応答（イヤホン）

自動応答設定表示（ A

自動応答（イヤホン）

lお天気アイコン表示（
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■着信後の表示

や本機の動作によっては、サブ画面

ます。 

や件数が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

受信したときは、「 F」などが表示され

を「クローズポジション」／「オー

しています。

態です。携帯する

ください。

ボタン操作や通話などを

してください。

サブ画面

Z 配信確認あり ?

Y 送信失敗メールあり _

A コンテンツキー受信あり *

B S!アプリ開始要求あり F

K 新着キャストあり G

; キャストエラー +

: S!ともだち状況通知未読あり G

) お天気アイコン更新あり H
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■サブ画面の確認について

クローズポジションで D、 E、 Fのいずれかのサイド

ボタンを押すと点灯し、時刻や着信後の表示（ A右記）な

どを 確認で きま す。また、メー ル受 信時に Dを押 すと、

メールの内容を確認することができます。（ AP.14-19） 

.このあと、サブ画面の設定（ AP.9-10）に従って、サブ画面

は消灯します。

■画面 
.ここでは代表的なものを記載しています。

着信などがあったとき

に次のマークが表示され

.マークのあとに動作内容

.着信などの動作が３種

切り替えられます。 

.フィーリングメールを

ます。

本書では、本機の状態

プンポジション」と表記

■クローズポジション

本機を２つ折りにした状

ときは、この状態にして

■オープンポジション

本機を開いた状態です。

行うときは、この状態に

サブ画面の時計表示形式を切り替える

■クローズポジションでサブ画面表示中に Dを押すたびに、一

時的に時計表示形式［時計（大）／時計（小）／世界時計／時

計＋日付］を切り替えることができます。 

.この操作 を行っても、時計表示設定（ AP.9-10）の設 定は

変更されません。 

.音楽再生中や赤外線通信中など、切り替えられないこともあ

ります。

1 2

3 4

1電波状態表示

2電池レベル表示

3日付表示

4時刻表示

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 

目覚まし動作あり 

カレンダーアラーム動作あり 

予定表アラーム動作あり 

受信メールあり 

ポジションについて



  

1 .充電時間は約 150分です。 

常温（電源 時）での充電時間の目安です。

時間は異なります。 

あたたかくなることがありますが、異

のままご使用ください。 

庭でお使いのテレビやラジオなどに雑

器を雑音の入らない場所まで遠ざけて

電器の金属部分（充 電端子）が汚れる

電源が切れたり、充電できないことが

乾いたきれいな綿棒で清掃をしてから

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。

で充電することはできません。本機に電

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。 

ョンでも充電することができます。
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はじめてお使 いになるときや、長 時間ご使用になら なかっ

たときは、必ず充電してお使いください。 

.極端な低温／高温の状態では、使用／保存しないでください。

極端な温度の状態では、劣化が進行し、本来の容量が得られ

なくなります。

※推奨使用温度：５℃〜 35℃ 

.指定品以外の充電器で充電しないでください。指定品以外の

充電器を使用すると、充電制御回路が不適だったり、充電制

御回路が内蔵されていない場合があり、電池パックを劣化さ

せるばかりか、非常に危険な状態（発火、発熱など）となる

可能性があります。ま た、完全に充電できない、電源が入ら

ないなどの原因となることがあります。 

.電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使

用できる時間が極端に短くなったら、交 換時期です。新しい

電池パックをお買い求めください。 

.充電器を本機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。） 

, OFF
周囲温度によって充電

.充電中、充電器や本機が

常ではありません。そ

.充電器を使用中、ご家

音が入る場合は、充電

ください。 

.電池パックや本機、充

と、接触が悪くなり、

あります。汚れたら、

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

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

電池パックの寿命について

充電を行うときは

充電時のご注意

補足 X .電池パック単 体

池パックを取り

.電源 を入れて、

電源を入れて充

す。充電が完了

.オープンポジシ
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をされた場合は、電池パックの消耗

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。） 

電器の充電端子が汚れているとき（充

、接触が悪くなり正常に充電できなく

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 

繁に変更したとき 

点灯時間を長く設定したとき 

るように調整したとき   

 On」にしているとき 

るように設定したとき

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、照明 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、本機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、本機をクローズポジションにして、オ

ンラインモード、音響効果「標準」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。（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、本機の利用
.使用環境 

,極端な低温／高温の状

温度５℃〜 35℃の場所

,本機や電池パック、充

電端子が汚れていると

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 

,

 
S!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

,本機のポジションを頻

.設定 

,画面表示時間や照明の

,パネル照明を明るくな

, Bluetooth®機能を「

,ボタン確認音が鳴動す

連続通話時間
約 150分（ 3Gモード）

約 240分（ GSMモード）

連続待受時間
約 330時間（ 3Gモード）

約 320時間（ GSMモード）

連続操作時間 約７時間

連続再生時間 約 16.5時間 

TVコール連続通話時間 約 80分（内側カメラ使用時）



  

1

、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 補足 X 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

お近くのモバイル・リサイク

クのマークのあるお店で行っ

きは、次のことにご注意くだ

電の原因となります。 

ない。 ,分解しない。

確認

電池レベルを表示します（ AP.1-15）
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画面の照明設定（ AP.9-10）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。 
.照明の点灯時間を短く、明るさ調整を暗く、画面表示時間を

短くするなどの設定が有効です。

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。電池パック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、最寄りのソフ

トバンクショップへお持ちください。 

.電池を分別している市町村の場合は、その規則に従って処理

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

不要になった電池パックは

リチウムイオン電

.リサイクルは、

ル・ネットワー

ています。 

.リサイクルのと

さい。火災・感

, ショートさせ

電池レベル表示の

サブ画面
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1
ご
利
用
に
な
る
前
に

■電池レベル表示について

レベル表示は、次のような状態をお

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。

スモールライトや電池

知らせします。

■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 などの機能が利用でき

ません。（ AP.6-8、 P.7-4、 P.12-16）

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

本機の

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

た状態で行ってください。 

とは、電池パックを取り外さないでく

押しながら、 

ドする。 

の方向に持ち

 

上げ、取り外

パックを持ち上

電池パックを取り付ける／取り外す

!

@

電池カバー
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1 電池カバーの !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。 

.電池カバーをキャビネットの両端

に沿わせながら、ゆっくりとスラ

イドさせてください。 

.必ず、本機の電源を切っ

.本機を操作したすぐあ

ださい。 

1電池カバーの !を

@の方向にスライ

2電池カバーを矢印

上げ、取り外す。

3電池パックを持ち

す。 

.この部分から電池

げます。

取り付ける

!

@

電池カバー

取り外す
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…

クターを外し、プラグを家庭用 
ら抜く。 

外すときは、両側の取り出しボタンを

すぐに引き抜いてください。 

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

モールライト

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き、急速充電器の

接続コネクターを本機に差し込む。 

.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 150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。 

.家庭用 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

本機から接続コネ

ACコンセントか

.接続コネクターを

押さえながらまっ

.本機の端子キャッ

家庭用ACコンセント
AC100V

プラグ

急速充電器
2

3

取り出しボタン

接続コネクター

刻印面を上に

外部機器端子

1
端子キャップ

ス

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

を取り付け、卓上ホルダーに置

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 150分］

色点灯： AP.1-15） 

消灯すれば、充電は完了です。 
…

本機を取り外し、プラグを家庭用 
ら抜く。 

コネクターを外すときは、両側の取り

えながらまっすぐに引き抜いてくださ

卓上ホルダーを利用して充電する

ンセント
0V

プラグ

2

4
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.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。 

.家庭用 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本機に電池パック

く。 

.1のように本機を

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

ACコンセントか

.急速充電器の接続

出しボタンを押さ

い。

家庭用ACコ
AC10

取り出しボタン

急速充電器

1
23

スモールライト

1

接続
コネクター

刻印面
接続端子

コードをミゾに
入れてください

必ず、付属の急速充電器を使用してください。
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1
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…

クターを外し、プラグをシガーラ

ら抜く。 

外すときは、両側の取り出しボタンを

すぐに引き抜いてください。 

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

スモールライト

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、本機を絶対にお使いにならな
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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き、シガーライ

ター充電器の接続コネクターを本機に差し込む。 

.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 150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

本機から接続コネ

イターソケットか

.接続コネクターを

押さえながらまっ

.本機の端子キャッ

シガーライター
充電器

1
3

2

4

シガーライター
ソケット

プラグ

取り出しボタン

接続コネクター

外部機器端子

端子キャップ

刻印面を上に

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、本機を

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

いでください。



  

1

切るときは… 
長く（２秒以上）押す。

面が表示されたあと、画面が消灯しま

示されます。次の操作を行ってく ださ

 S%
動調整を行う確認画面が表示されます。

た、メールや Yahoo!ケータイなどネッ

.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。 

画面に戻ります。

、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。  
入の旨が表示されます。詳しくは、 P.1-

除く）が続くと、電池パックの消耗を抑
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電源を入れる／切る

1

2
3

待受画面 

1本機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

終了画

す。

はじめてお使いになるとき

■起動画面が表示さ れたあと、自分の電話番号設定の確認画 面が表

い。

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

次の操作を行ってください。

「はい」選択 S% 
. 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

トワークを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、「はい」を選び %を押すと待受

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カードが未挿

4を参照してください。

補足 X 本機は、通話中や操作をしない状態（クローズポジションを

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

。

待受画面表示を切り替える

表示画面

かどうかを切り替えることができます。
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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（自分の電話番号）

の登録／編集も行えます。（ AP.4-19） 

2 電話

押す

zZ

"

待受画面 時計

■待受画面で "を押すと、待受ウィンドウ（ AP.9-6）を表示する

1
2

お客様の電話番号を確認する



  

1

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。

誤ってボタンが押されるのを防ぐ（誤動作防止）

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.9-14）は、エニ ーキーアンサーの各ボ
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1

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

タン（ 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。



 

1-23

 

1
ご
利
用
に
な
る
前
に

  

ニューの項目

タイ 
Yahoo!ケータイや PCサイトブ

ラウザ、 S!速報ニ ュースが利用

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、目覚まし など便利

な機能が利用できます。

ータイ
買い物の支払 などに使用する IC
カードの各種設定が行えます。

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

カスタムスクリーン

（ AP.9-6）を利用

できます。

本機のいろいろな操作は、「メインメニュー」から行います。

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.21-

2〜 P.21-3）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。 

Yahoo!ケー

メディアプレ

メール

カメラ

データフォ

ツール

おサイフケ

電話機能

設定



  

1

ートカットとして登録されています。 

押す。

うになります。 

択 S%S登録する機能選択 S

 S%Se（移動先選択） S%

い」選択 S%

簡単な操作で機能を呼び出す

7 電卓 

8 目覚まし 

9  Bluetooth ®

きします。

します。
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1

よく使う機能を 1〜 9のボタン１つで呼び出せます。 
.お買い上げ時には、 1〜 9の各ボタンに、次の機能がショ

1待受画面で 1〜 9のいずれかを長く（１秒以上）

ショートカットリストに登録されている機能が利用できるよ

.「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%S「は

ショートカットを利用する 

1 受信ボックス（メール） 4 カレンダー 

2 新規作成（ S!メール） 5 電話帳 

3 ブックマーク 6 データフォルダ 

ショートカットリストを編集する

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／上書

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

設定リセット 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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数字のケタ数に応じて利用できる機

れるボタンを押すと、その機能を操

単メール宛先（ AP.14-33）を登録して

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

〜６ ７〜 10 11〜 12 13〜 24 25〜 32

× × × × ×

× × × × ×

○ ○ ○ × ×

○ × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × × 

× × ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○
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待受画面で数字を入力すると、音声電話などの発信に加え、

能が画面に表示されます。この状態で、機能名の前に表示さ

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 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。

※ 2 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

※ 3 設定する時刻を 24時間制の４ケタで入力してください。

■例：「 1111」と入力して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 ４ ５

短縮ダイヤル（ AP.4-14） ○ × × ×

短縮 TVコール（ AP.4-14） ○ × × ×

電卓（ AP.12-15） ○ ○ ○ ○

家計簿（ AP.12-25） ○ ○ ○ ○

簡単メール（ AP.14-33） ○※ 1 × × ×

カレンダー（ AP.12-2） × × × ○※ 2

目覚まし（ AP.12-11） × × × ○※ 3

S!一斉トーク（ AP.19-14） × × × ×

国際発信（ 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）  
を押すと、画面の切り替えができます。 
チジョブ機能を終了するときは、 
押す。

能の画面が表示されます。（「 C」消灯）
画面表示時：「はい」選択 S%

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。 

.

 
S!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」

.D

3 マル

"を

他の機
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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面の表示方法を選べます。 

。 

文字が、一括して

を、一括して標準

でか文字メニューの

画面

標準メニューの

画面
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メニュー切替
本機では、ご利用方法にあわせて、３つのメニューから、画

.メニューによっては、一部機能名などが異なることがあります

.お買い上げ時には、「でか文字メニュー」に設定されています。

でか 文字メニュー では、メニュー の文字や文字入力時などの

大きく表示されます。 

.画面に表示される文字サイズが「大」に設定されます。 

1

 

&を長く（１秒以上）押す。 
2「でか文字メニュー」を選び、 %を押す。

でか文字メニューに切り替わります。 

.電源を切っても、でか文字メニューは解除されません。

標準 メニューでは 、メニューの 文字や文字入力時などの文字

サイズで表示されます。 

.画面に表示される文字サイズが「中」に設定されます。 

1

 

&を長く（１秒以上）押す。 
2「標準メニュー」を選び、 %を押す。

標準メニューに切り替わります。 

.電源を切っても、標準メニューは解除されません。

でか文字メニュー

でか文字メニューを設定する

標準メニュー

標準メニューを設定する

1
2

1
2



  

1

ール、電話機能、

 

。（ AP.1-29） 

 

シンプルメニュー

    

 

 

起動中

シンプルメニューの

画面
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1
2

シン プルメニュ ーでは、メインメニューに基本的な機能［メ

カメラ、便利機能、データフォルダ］だけが表示されます。

.それぞれの機能内の操作も、基本的なものだけに限定されます

.画面に表示される文字サイズが「大」に設定されます。 

.時計／カレンダー表示が「時計（大）」に設定されます。 

1&を長く（１秒以上）押す。 

2「シンプルメニュー」を選び、 %を押す。

シンプルメニューに切り替わります。 

.電源を切っても、シンプルメニューは解除されません。

注意 X .シンプルメニュー設定中は、次の機能を利用できません。

, Bluetooth® , 赤外線通信 , USB接続 

,運転中モード , オリジナルモード 

.次の機能を利用中はシンプルメニューに設定できません。

,メディアプレイヤー利用中（バックグラウンド再生中）

,赤外線通信中 , S!アプリ一時停止中 , Bluetooth ®

シンプルメニューを設定する
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項目は次のとおりです。

以外に、次の操作が行えます。 

は、ショートカットや一部のクイック

1-25）は使用できません。

シンプルメニュー設定時のメニュー操作

リ AP.17-2

AP.8-2

スクリーン AP.9-6   

 AP.8-2

lash® AP.8-2

ァイル AP.8-2

確認 AP.8-2

 

ュー切替 AP.1-27  
 On／ Off AP.1-20  

oo!ケータイ AP.15-2  
ル AP.14-2  
ル新規作成 AP.14-7  
話履歴表示 AP.2-13  
履歴表示 AP.2-4  
履歴表示 AP.2-8  
帳表示 AP.4-8  
帳新規登録 AP.4-4  
ーモード設定 AP.2-19  
作防止設定 AP.1-22  
留守録再生 AP.2-10  
留守録設定 AP.2-9

L286_insatsu.book 29 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
待受画面で %を押すと、シンプルメニューのメニュー画面が表示されます。メニューの

待受画面からはメニュー

.シンプルメニュー設定中

オペレーション（ AP.

メール

受信ボックス AP.14-23

新規作成 AP.14-7

下書き AP.14-18

例文 AP.14-14

送信済みボックス AP.14-23

未送信ボックス AP.14-23  
SMS新規作成 AP.14-6

電話機能

電話帳 AP.4-2

新規登録 AP.4-4

簡易留守再生 AP.2-10

留守電再生 AP.13-4

自分の電話番号 AP.4-19

短縮ダイヤル AP.4-13

カメラ − AP.6-2

便利機能

カレンダー AP.12-2

目覚まし AP.12-11

電卓 AP.12-15

壁紙・着信音

壁紙選択 AP.9-3

着信音選択 AP.9-11

着信音量設定 AP.9-11

簡易留守設定 AP.2-9

メニュー切替 AP.1-27

データフォルダ

ピクチャー AP.8-2

デジタルカメラ AP.8-2

マイ絵文字 AP.8-2

着うた・メロディ AP.8-2  
S!アプリ AP.16-2

音楽 AP.8-2

ビデオ AP.8-2

データフォルダ

生活アプ

ブック 

カスタム

Flash®

着信音  F 

その他フ

使用容量

メニュー以外の操作

&（長押し） メニ

"（長押し） 電源

A  Yah

B メー

B（長押し） メー

! 全通

c 発信

d 着信

b 電話

b（長押し） 電話

#（長押し） マナ

%（長押し） 誤動

$ 簡易

$（長押し） 簡易



  

1

用暗証番号」が必要になります。

証番号で、本機で発着信規制サービ

を行うときに使用する番号です。 

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.21-27）までご連絡

は本機の操作で変更できます。

号

ご注意ください。 

ご注意ください。他人に知られ悪用され

い。

番号があります。（ AP.1-6）
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本機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」、「発着信規制

各暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先（ AP.21-27）までご連絡ください。

本機の各機能 を操作するときに 使用する４ケタの 暗証番号

です。（お買い上げ時には、「 9999」に設定されています。） 

.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。 

.操作用暗証番号は本機の操作で変更できます。（ AP.9-25）

ご契約時の４ケタの暗証番号で、「オプションサービスを一

般電話から操作するとき」や、「ご契約の内容の変更」に必

要な番号です。

ご契約時の４ケタの暗

ス（ AP.13-7）の設定

.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.13-10）

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

.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

補足 X 本機のご使用にあたっては、上記の他に「 PIN１コード」や「 PIN２コード」の２つの暗証
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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。 

をクローズポジションにしても、通話

れます。

こえなくなります。 

話品質が悪くなります。 

なることがあります。

P.2-14、 P.2-15） 

については、 P.2-11を参照してください。 

非通知を選ぶこともできます。
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2
基
本
的
な
操
作
の
ご
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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.21-4〜 P.21-6） 

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。 

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

.本機

は切

注意 X .通話時にマイクをふさいでいると、相手にこちらの声が聞

.内蔵アンテナ部分には、触れないようにしてください。通

.体の向きや通話している場所によっては、通話品質が悪く

補足 X .通話時間や通話料金の目安を確認することもできます。（ A

.スピーカーホンやマイクミュート、保留など通話中の操作

.ダイヤル後に B（メニュー）を押して、電話番号の通知／
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て発信の制限などを設定していると

のようになります。

緊急電話（「 110」、「 119」、「 118」）発信について 緊急電話発信時の機能の制限について

発信可

.2-15） 発信可

.2-20） 発信不可 

.9-21） 発信不可

-22） 発信可

発信可

あたっては、無線ネットワークや無線信

定状態によって動作が異なるため、すべ

接続を保証するものではありません。
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「緊急通報位置通知」とは、お客様がソフトバンク携帯電話

（ 3G）から緊急電話（「 110」、「 119」、「 118」）を行った場合、

お客様が発信 した際の位置 情報を、緊急通報受 理機関（警

察など）へ通知するシステムです。 
.本機では、受信している基地局測位情報をもとに算出した位

置情報を通知します。 

.申込料金、通信料は一切かかりません。

本機の各機能を利用し

き、緊急電話の利用は次緊急通報位置通知について

注意 X .お客様の発信場所や電波の受 信状況により、正確な位置

が通知 されないこ とがありま す。緊急通報 受理機関へ、

必ず口頭でお客様の発信場所や目的をお伝えください。 

.「 184」（発信者番号非通知）を付けて、緊急電話（「 110」、

「 119」、「 118」）を行ったときなどは、緊急通報受理機関

に位置情報は通知されません。

（ただし、緊急通報受理機関が人命等に差し迫った危険が

あると判断したときは、同機関が お客様の位置情報を取

得することがあります。） 

.国際ローミング（ AP.2-16）を使用しているときは、ご

利用になれません。

誤動作防止（ AP.1-22）

通話料金上限設定（ AP

オフラインモード（ AP

PIN On／ Off設定（ AP

キ−操作ロック（ AP.9

発信規制（ AP.13-8）

注意 X 海外でのご利用に

号、本機の機能設

ての国や地域での



  

。 

番号を選び、 %を押す。  

押す。

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  

斉トーク発信

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の新しいもの

が上から順に一覧表示されます。 

.本機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。 

.

 
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

3!を

表示さ

■マークに

電話番号や

クの意味は

K 音声

; S!一

補足 X .同じ電話番号に２回以上発信したときは、最後にかけた日

（ S!一斉トーク発信時は毎回記憶されます。） 

.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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27）までご連絡ください。 

国際電話をかける（日本国内→海外）

ペレーションを利用する

S国選択 S%S操作５へ

どを直接ダイヤルする

 
＋」表示） S国番号入力 S電話番号

を除く） S操作５へ 

 39）にかける場合、電話番号の先頭に

、「 0」を省かずに入力してください。
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日本国内から海外に国際電話をかけることができます。 

.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。 

.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、お問い合わせ先（ AP.21-

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。 
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。 
4 相手の国を選び、 %を押す。

電話番号の前に「＋」（国際コード）と国番号が表示され

ます。

リスト以外の国に かける：「国番号入力」選択■  S%S国番

号入力 S% 

5

 

!を押す。

補足 X .国際コードは変更することができます。（ AP.9-26） 

.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

きは、「国番号リ スト」（ AP.9-26）の操 作で追加 でき

ます。 

.国際電話の発信を規制することもできます。

（ AP.13-7）

クイックオ

■次の操作を行います。

電話番号入力 S'

国番号な

■次の操作を行います。

0（１秒以上）（「

入力（先頭の「 0」

,イタリア（国番号：

「 0」があるときは



  

押す。

キーアンサーを「 On」にしているとき

P.9-14） 

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。 

をクローズポジションにしても、通話

れます。

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。

.9-11〜 P.9-13） 

すことができます。 
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電話を受ける

1

2 3

1

 

1着信中に、本機をオープンポジション

にする。

着信を拒否する：着信中に■  B（メニュー） S
「着信拒否」選択 S% 
,電話が切れ、着信履歴に記憶されます。

着信を応答保留にする：着信中に■  " 
,着信を受ける：上記操作のあと !

■ TVコール着信時： AP.5-3 

2

 

!を

エニー

（  A

.次の

 0
 '

3 通話

.本機

は切

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に、その着信に限り、簡

（ AP.2-10） 

.着信音の音量やパターン、バイブは変更できます。（ AP

.着信中に次のボタンを押すと、着信音をその着信に限り消

,オープンポジションのとき： $／ D（１秒以上） 

,クローズポジションのとき： D（１秒以上）



 

2-7

 

2
基
本
的
な
操
作
の
ご
案
内

電話に出られないときに便利な機能
お知らせについて

なか った とき や、

ときな どは、お知

 

を押すと、着信履

示されます。 

 %を押すと、用件

P.2-10）

信や簡易留 守録以

す。項目を選び %
情報や各機能の画面が表示されます。

知らせの履歴を確認できます。 
選択 S%S「お知らせ」選択 S% 

知らせ選択画面で B（メニュー） S
」選択 S%S「はい」選択 S%

ヤホン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.13-2

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.13-4

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、お知らせすることもできます。

（着信お知らせ機能： AP.13-5）

■簡易留守録： AP.2-9

あらかじめ設 定しておけば、相手 の用件を本機に録 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）

■かか って きた電 話に 出

簡易留守 録で応答 した

らせが表示されます。

.「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

■お知らせ には、不在着

外の情報も表示されま

を押すと、それぞれの

■次の操作を行うと、お

%S「電話機能」

,履歴を消去する：お

「お知らせリセット

マイク付ステレオイ

■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。 

押す。

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 O 音声電話着信拒否  

ール着信 R TVコール着信拒否  

斉トーク着信 z 着信お知らせ 

電話不在着信 ^ 簡易留守録着信  

ール不在着信 _ 留守番電話サービス転送  

トーク不在着信

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の新しいもの

が上から順に一覧表示されます。 

.本機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。 

.

 
fを押すと、発信履歴や全通話履歴を確認

できます。 
2電話番号を選び、 %を押す。 

3

 

!を

表示さ

■マークに

電話番号や

クの意味は

M 音声

P TVコ

: S!一

N 音声

Q TVコ

@ S!一斉

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



 

2-9

 

2
基
本
的
な
操
作
の
ご
案
内

が出ているときは使用できません。
 

約 90秒です。 

が 12秒以下のときや、すでに 20件録音さ

、簡易留守録に設定できません。不要な

除してください。  

に簡易留守録は利用できません。 

の簡易留守録の設定は、マナーモード設

の各 モード の設定 内容に 従って動 作し

守録を設定すると

応答文が流れたあと録音が始まります。 

ーズポジションにしても、録音は止まり

ときは、 !を押します。（録音内容は残

」が表示されます。

設定できない状態になったときは、簡易

され、「 [」が表示されます。
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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.13-4）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。 

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 簡易留守録を設定する 

1「 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。

簡易留守録を解除する 

1「 Off」を選び、 %を押す。
簡易留守録が解除されます。

簡易留守録

簡易留守録を設定／解除する

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 簡易留守設定

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

れていると きは

メッセージを削

. TVコール着信時

.通常モード以 外

定（ AP.9-2）

ます。

簡易留

■着信があると、相手に

. 録音中に本機をクロ

ません。 

. 録音中に電話に出る

りません。） 

. 録音が終わると、「 @

■録音後、簡易留守録が

留守録は自動的に解除



  

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。 
%Sf（「通話／ TVコール設定」選

定」選択 S%S「応答時間設定」選

入力（ 00〜 30秒） 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

と、応答文が流れたあと、録音できます。 
簡易留守録」選択 S% 

録音します。（簡易留守録の設定は「 Off」

L286_insatsu.book 10 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
2-10

2
基
本
的
な
操
作
の
ご
案
内 

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。
再生中の用件をはじめから再生：再生中に■  c
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回連続）

再生中の用件を削除：■  B（削除） S「はい」選択 S%

メニュー X 電話機能

注意 X 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。

留守録応答中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「設定」選択 S%Sf（「通話／ TVコール設定」選

択） S「簡易留守設定」選択 S%S「音量設定」選択 S%
S「受話音量連動」／「消音」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〜 30秒の間で設定で

%S「設定」選択 S
択） S「簡易留守設

択 S%S設定時間

,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う

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。 

-14） 

小さくする）または E（大きく

）を押す。

ス」（ AP.13-6）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。本機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。 

.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５」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■  %

通話中に A（消音）

マイク消音の解除：マイク消音通話中に■  A（消音オフ）

■「割込通話サービス」（ AP.13-5）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「通話再開」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。

マイク消音 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。



  

で、または最長約 90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）

話帳選択 S%

（メニュー） S「新規登録」選択 S%S 

のメールが確認できます。 

認項目選択 S%

規作成」／「 SMS新規作成」選択 S%S 

の電話番号入力 S!

ンを発信するかどうかを設定します。 
ーン送出 On」選択 S%

などを接続 しているときに、音声出力先
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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 20件ま

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。 

3 録音

.電話

（録

「簡易留守録再生」選択 S%
再生中の操作：■  AP.2-10

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 電話機能

その他通話中にできること

電話帳確認 本機に登録済の電話帳を表示します。 

B（メニュー） S「電話帳」選択 S%S電

電話帳登録 通話中に電話帳を登録します。 

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

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

P.14-7操作３以降、 P.14-6操作３以降

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

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

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。 

はい」選択 S%

択 S%S操作用暗証番号（４ケタ）

」選択 S%
編 集して 発信」選 択 S%S番 号編集 S

S「 S!メール」／「 SMS」選択 S 

-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：■  f 

2 履歴

選んだ

!S履歴選択 SB（メニュー） S「削除」選択 S%S「

!S履歴の種類選択 SB（メニュー） S「全件削除」選

入力 S%S「はい」選択 S%

!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%
%SP.14-8操作５以降、 P.14-6操作５以降

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。



  

できません。 

または「累積パケット」を選び、 

きは、 %を押す。  
画面に戻ります。

S「はい」選択 S%

る

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 

量の目安を消去します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 
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直前（前回）の通話 時間、累積の通話 時間の目安を 確認し

ます。 

.電話をかけたときの時間（発信履歴）と、かかってきたとき

の時間（着信履歴）を、個別に確認できます。 

.通話中に、通話時間の目安を表示することもできます。

（ AP.9-27） 

1「発信通話時間」または「着信通話時間」を選び、 
%を押す。 

2 確認を終了するときは、 %を押す。 

.

 
"を押すと、待受画面に戻ります。

「リセット」選択 S%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S
%S「はい」選択 S% 

.パケットの料金は確認

1「前回パケット」

%を押す。 

2確認を終了すると

."を押すと、待受

「リセット」選択 S%

通話時間／パケット量表示

通話時間を確認する

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 

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

間の記憶は消えません。 

.着信中や 相手を呼び 出している 時間は計算 されません。

（保留中は計算されます。）

通話時間消去 通話時間の目安を消去します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 

S 通話時間

パケット量を確認す

メニュー X 設定 

S データ通信

パケット量
消去

パケット

メニュー X 設定 

S データ通信
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D1円 

ード入力 S%S通貨入力 S%S料

%SA（設定） S「設定する」選

ド入力 S%S限度額入力 S%
除：「料金限度額」選択 S%SA（設定） 
選択 S%S PIN２コード入力 S%
更：「料金限度額」選択 S%SB（編集）  
 S%S限度額入力 S%

度数」選択 S%

と通話料金の換算単位を設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 

S 料金単位

定する

の上限（限度額）を設定します。設定した
超えると、発信できなくなります。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 

中、限度額を 超えたとき の「 110」など

ついては、 P.2-3を参照してください。
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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.9-27） 

.通話料金表示機能は、ご契約の内容により利用できないこと

があります。ま た、そのときは通話料金上限設定も利用でき

ません。 

1「前回通話料金」または「累積通話料金」を選び、 
%を押す。 

2 確認を終了するときは、 %を押す。 

.

 

"を押すと、待受画面に戻ります。

「リセット」選択 S%S PIN２コード入力 S%S「はい」

選択 S%  

B（編集） S PIN２コ

金単位入力 S%S%

「料金限度額」選択 S
択 S%S PIN２コー

通話料金上限の解■

S「設定しない」

通話料金上限の変■

SPIN２コード入力

残額の確認：「残り■

通話料金表示

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 

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

金の記憶は消えません。 

.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、合算した通話料金を表示します。

通話料金消去 通話料金の目安を消去します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 通信時間・料金 

S 通話料金

料金単位設定 通話時間

メニュー X 設定 

S 通話料金 

通話料金の上限を設

通話料金
上限設定

通話料金
限度額を

メニュー X 設定 

S 通話料金

注意 X 通話料金上限 設定

の緊急電話発信に



  

す。 

を選び、 %を押す。

ークの状態）に最適なモードを自動的に

適なモードを自動的に設定します。） 

です。 

国際ローミングのしくみ、使用できる国

イド」を参照 してください。また、使用

P.21-27）までご連絡ください。 

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

本機には、次の４つのモードがあります。 

.お買い上げ時には、「自動」に設定されています。 

.通常は「自動」に設定してお使いいただくことをおすすめしま

1「自動」、「 3G／ GSM」、「 3G」、「 GSM」のいずれか

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

自動
電源を入れたときに、お使いの場所（ネットワ

設定します。（「自動」への設定変更時にも、最

3G／ GSM
モード 

3Gと GSMの両サービスエリアで使用するモード

3Gモード 3Gサービスだけ使用するモードです。 

GSMモード GSMサービスだけ使用するモードです。

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 .国際ローミングの利用には、別途お申し込みが必要です。

や 地域、料金などについて詳 しくは、「国際 ローミングガ

できる機能や制限などについては、お問い合わせ先（ A

.海外にお出かけになるときは、「国際ローミングガイド」を
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海外でご利用いただけます。 

バンク携帯電話にかける 

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。）  
押す。 

押す。

海外で電話をかける

ペレーションを利用して日本にかける

を行います。

号入力 S'S操作４へ

番号などを直接ダイヤルする

を行います。 
１秒以上）（「＋」表示） S国番号入力 S
号入力（先頭の「 0」を除く） S操作５へ 
リ ア（国番号： 39）に かける 場合、電

号の先頭に「 0」があるときは、「 0」を

ずに入力してください。

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.9-26）の操作で追

照してください。
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5
2

3
4

1

.日本でお使いのお客様のソフトバンク携帯電話番号をそのまま

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。 
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相手の国を選び、 %を押す。 

.電話番号の前に「＋」と国番号が入力され

ます。また、電話番号の先頭の「 0」は削

除されます。
リスト以外 の国にかける：「国番号 入力」選■

択 S%S国番号入力 S%

ソフト

.相手
を選

とき

5!を

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。 

2

 

!を

滞在国から滞在国以外の国にかける

クイックオ

■次の操作

電話番

国

■次の操作

0（

電話番
, イタ

話番

省か

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

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.9-11

ルが届いたときの音を鳴らさないよ

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

どもできなくなります。

-9

に、相手の用件を本機に録音できま

.9-2

ードを設定できます。
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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.9-12

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.9-11

「消音」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、イン ターネットの情 報画面

表示 中や S! 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

「消音」にすると、メー

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

インターネットの利用な

■簡易留守録： AP.2

電話に出られないとき

す。

■運転中モード： AP

自動車などを運転中のモ

マナーモード

マナーについて

マナーを守るための機能
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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

音が鳴らなくなります。

量１」で着信音が鳴ります。

ます。

（ AP.9-2）の「マナーモ ード」の設

。 

-2）の「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、音声通話などの利用中に操作できます。

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。 

.マナーモード設定（ AP.9-2）の「マナー

モード」の設定内容に従って、「 w」（簡易

留守録）、「 u」（消音）、「 >」（消音／バイ

ブレータ）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時の音楽や警告

ただし、切替通話の警告音（ AP.13-6）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、マナーモード設定

定内容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、マナーモード設定（ AP.9



  

電波のやりとりを行う機能は利用でき

オフラインモードを設定／解除する

.16-2）を一時停止しているときにオフラ

定すると、ネッ トワーク接続不可の 確認

ます。確認画面で、「はい」を選び %を押

ンモー ドが設 定され ます。（オ フライ ン

るまで、ネット ワークには接続でき ませ

ド設定中の「 110」などの緊急電話発信に

を参照してください。
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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、メールの送受信、インターネットなど、

なくなります。（ Bluetooth ®機能や赤外線機能は利用できます。） 

.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。

「 f」が表示され、オフラインモードが設定されます。 

1「 Off」を選び、 %を押す。

「 f」が消え、オフラインモードが解除されます。

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

オフラインモードを解除する

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

補足 X . S!アプリ（ AP

インモ ードを設

画面が表示され

す と、オフラ イ

モード を解除す

ん。） 

.オフラインモー

ついては、 P.2-3
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文字の入力方法
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.利用できる文字入力モードは、以下のとおりです。

大文字⇔小文字を切り替えると表示され

）

がな） & 半角英数字（大文字） 

ナ '※ 半角英数字（小文字） 

ナ ( 半角数字 

（大文字） A 区点コード 

（小文字）

小文字を切り替える

英数字／半角英数字入力モードのときに 
⇔小文字が切り替わります。

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。
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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.3-9）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。

文字入力画面 で次の操作を行 うと、文字入力モード を切り

替えられます。 
1

 

&を押す。 

2

 

eで文字種を選び、 %を押す。 

.「絵文字」ま たは「記号」を選んだ

ときは、文字入力モードは変更され

ずに、絵文字リストまたは記号リス

トが表示されます。 

※「 %」、「 '」は、

ます。（ A下記

文字入力について

ヘルプを参照する

■文字入力画面で、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「ヘルプ」選択 S%

文字入力モード

現在の文字入力モード 

! 漢字（ひら

" 全角カタカ

# 半角カタカ

$ 全角英数字

%※ 全角英数字

大文字⇔

■かな入力方式で、全角

'を押すと、大文字

補足 X .変換できる漢字

.電話帳の E-mai
文字（入力モー
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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

半角）／履歴／

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

□（スペース）

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

［半角：記号入力／履歴／
絵文字入力の順に表示］

履歴／絵文字入力

（全角）／記号入力※ 3

［半角：記号入力／履歴／

絵文字入力の順に表示］ 

* P（ポ
記号入力（

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）

ません。）

。（アレンジメール作成時は、利用できま

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 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。（アレンジメール作成時は、利用でき

※ 8 $（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

せん。）

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替 

'
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

の切替
──

$
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

!
再変換※ 7

最大 64文字まで復元※ 8 最大 64文字まで復元※ 8

% 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。 

ま入力するときは、

進みます。  

たあと、 e で

に変換した漢字が

表示されます。

： B（前頁）／ 

できないとき： AP.3-6  
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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２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。 

.ボタンを長く（１秒以上）押すと、入

力された文字（そのボタンに現在割り

当てられている文字）が確定できま

す。 

3

 

3を３回押したあと、 (を押す。  

.ひらがなをそのま

このあと操作６へ

5b（変換）を押し

文字を選ぶ。 

.漢字変換では、最後

優先してリストに

（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



  

■目的の漢字に変換できないとき 

を押し、 fで変換する文字（反転

を変えて変換し直します。

りを変えて変換し直すとき

度に採用するとき 

るとき

「あいうえおつやゆよ」を小文字に

を押す。 

文字では、 'を押

ん。

カタカナを入力する

be% be%
Y 三 §ち Y 三智 ̂ 

'

 

§西 §山大輔 Y 西山大輔 ̂

ど）を入力する

§つ 

V'

 

§っ
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P.3-5操作５のあと、 $
している文字）の区切り

例：「み」と「ち」の区切

■複数の変換の対象を一

'を押します。

例：「西山大輔」と変換す

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

■カ タカナ入力モード（全角／半角）で 入力します。［入力 した

あと、 %（確定）を押してください。］また、漢字（ひらがな）

入力モードでひらがなを入力し、変換候補から選んで入力する

こともできます。

■カナ英数字変換（ AP.3-11）でもカタカナを入力できます。

近似予測変換と連携予測変換について

■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.3-13） 

.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.3-13）

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.9-16） 

.文字入力中に登録することもできます。 

c

 

§み　 §ち Y §みち　  

b
§に　 §§し　 §や　 §ま　 §だ　 §い　 §す　 §け　 Y 

小文字（っ、ッな
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などで有効となります。 
 

るときは、改行する

て「 L」を表示した

す。

再変換できる状態にしたり、直前に

ます。 
と、 B（メニュー）を押す。 

」を選び、 %を押す。

力モード（大文字／小文字）で、英

角数字は、半角数字入力モードでも

次の文字を入力するとき（例：「ＡＢ」）

動させてから入力してください。 

、半角英数字入力モードで 'を押す

切り替わります。 

.3-11）でも英数字を入力できます。

だく点（゛）／半だく点（゜）を入力する 改行する

%（確定） 

 §Ｄ Y ＡＤ ̂

連絡先です。   ^  

Vb
連絡先です。   L  

^
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1 文字を入力し、 (を押す。 

.漢字（ひらがな）入力モードや全角カ

タカナ入力モードでは、「か行」、「さ

行」、「た行」は１回押すとだく点が付

き、２回押すと元に戻ります。

また、「は行」は１回押すとだく点、２

回押すと半だく点が付き、３回押すと

元に戻ります。 

.だく点や半だく点を付けられない文

字では、 (を押しても変わりません。 

1

 

dを押す。

漢字（ひらがな）入力モードやカタカナ

入力モード、英数字入力 モードでは、 
#を６回押してスペースを入力する

こともできます。 

.メールやメモ帳入力時

1文末で bを押す。

.文の途中で改行す

位置で #を押し

あと、 %を押しま

直前に確定した文字を

削除した文字を復元でき

1文字を入力したあ

2「元に戻す／逆順

全角または半角英数字入

数字を入力します。半

入力できます。 

.同じボタンを使って、

は、 dでカーソルを移

.全角英数字入力モード

と、大文字⇔小文字が

.カナ英数字変換（ AP

補足 X 半角カタカナ入力モードのとき 

.１回押すとだく点が、２回押すと 半だく点が半角１文字

分で入力されます。 

.だく点や半だく点を消去するときは、 $を押します。

スペースを入力する

§は 

V(

 

§ば 

V(

 

§ぱ 

V(

 

§は

上田 ̂ 

Vd

上田    ̂

元に戻す

英数字を入力する 

3
§Ａ Y Ａ



  

記号／絵文字／顔文字などを入力する 補足 X .全角 のモードで 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。 

字については、「絵文字一覧」（ AP.21-

く ださい。 S!メ ール のアレ ンジ メール

成時は、インターネットからダウンロー

字（ AP.8-2）も利用できます。 

）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）  
（ AP.14-7）、 S!メールのアレンジメー

P.14-11）に は、マイ絵文字（ AP.8-2）

用できます。

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「絵／

選択 S%S「はい」選択 S% 
：上記操作のあと $S$

L286_insatsu.book 8 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
3-8

3
文
字
の
入
力
方
法 

.絵文字非対応の携帯電話や E-mailでは、絵文字は表示されま

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。

記号リ ストから入力する：■  A（押すたびに記号リ スト→履

歴リスト切替）

絵文字 リストから入力する：■  B（押すたびに絵文 字リスト

→履歴リスト切替） 

,

 
bをくり返し押して、リストを切り替えることもできます。

他社送信用絵文字の入力：■  AP.14-8 
2

 

gで記号／絵文字を選び、 %を押す。 

.１つの記号／絵文字を入力したあとも、続けて他の記号／

絵文字を入力できます。 
3 記号／絵文字の入力を解除し、文字を入力するとき

は、 0〜 9のいずれかを押す。

押したボタンに割り当てられている文字が、入力されます。 

.

 
$を押しても、記号／絵文字の入力を解除できます。

記号／絵文字を入力する

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

16）を 参照し て

（ AP.14-11）作

ドしたマイ絵文

.漢字（ひらがな

どの言葉を入力し

変換候補として表

. S!メール作成時

ル作 成時（ A

履歴リストも利

記号／絵

■文字入力画面で、次の

B（メニュー） S「

記号履歴リセット」

,文字入力画面に戻る
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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.3-10）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

操作を行います。 
「絵文字」／「記号」／「区点」選択 S% 
号」を選んだ ときは、文字入力 モード

字リストまたは記号リストが表示されま

替： &SB（大／小）

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。
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1B（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。

「 .co.jp」や「 http://」などが簡単に入力できます。 
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.21-10）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.3-13） 

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

■文字入力画面で、次の

&S「Ｐ」／「 P」／
.「絵文字」ま たは「記

は変更されず、絵文

す。 

,大文字／小文字の切

補足 X .ポケベル入力方

.だく点、半だく点

10）を参照してく



  

■ポケベルコード一覧 

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、メモ帳入力時などで有

※ 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
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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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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



  

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　

… … …
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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  

…
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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／切り取りして他の場所へ貼り

面にも貼り付けできます。

ない画面へは、貼り付けできません。

、アレンジメール作成画面でコピーし

の画面へ貼り付けできないものもあり

押す。 

「切り取り」を選び、 %を押す。

その他の変換関連機能

／修正する

貼り付けを行う

美 §紀子　  
V$

美 §子　 
V

美樹 §子　
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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%S「はい」選択 S% 
.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

付けします。 
.同じ画面内にも他の画

（「メニュー」が表示され

また、マイ絵文字など

た内容によっては、他

ます。） 
1

 

B（メニュー）を

2「コピー」または

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／切り取り／



  

3gで、コピー／切り取る文字列の

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」、「住所」（郵便番号、国、

地）、「ホームページ」、「メモ」、「誕生

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。 

ここで呼び出せます。  

 %を押す。

カーソルを先頭／末尾に移動する

操作を行います。 
カーソル操作」選択 S%S「末尾へ

動」選択 S%

利用して入力する
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最初の文字を選び、 %を押す。

文字列の開始位置が指定されます。

開始位置の再指定：■  A（解除） 
4 コピー／切り取る文字列の最後の

文字を選び、 %を押す。 

.切り取ると、指定した文字列が元の画

面から消去されます。 

5 貼り付け先を表示する。 
6

 

B（メニュー）を押す。 

7「貼り付け」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「カーソル操作」を選び、 %を押す。 

4「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

都道府県、市町村、番

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

.自分の電話番号も

5gで項目を選び、

カーソル後の文字をまとめて消去する

切り取り例

■文字入力画面で、次の

B（メニュー） S「

移動」／「先頭へ移

その他の機能

電話帳の登録内容を
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押す。 

、 %を押す。 
選び、 %を押す。 

を押す。

メモ帳を利用する 文字サイズを変更する

表示設定の「文字サイズ設定」（ AP.9-

す。
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.あらかじめ、よ く使う文章をメモ帳として登録しておいてく

ださい。（ AP.12-26）

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「メモ帳」を選び、 %を押す。 
3「メモ帳読み出し」を選び、 %を押す。 

4 メモ帳を選び、 %を押す。

メモ帳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、 %

文字入力中にメモ帳を登録する

■入力済の内容を、新しいメモ帳として登録できます。

メモ帳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「メモ帳」選択 S%S「メモ帳登録」

選択 S%S最初の文字選択 S%S最後の文字選択 S% 
.最大 1536文字まで入力できます。 

.アレンジメール作成時には、利用できません。

補足 X 文字サイズは、画面

4）と連動していま
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MEMO
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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

除したり、他人が使用できないように設

ます。（電話帳使用禁止： AP.9-23）

着信 
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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

注意 X 大切なデータを失わないために

電話帳に登録した電話番号や名前は、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、

消失または変化してしまうことがあります。また、事故や

故障 でも同様の可能 性があります。大切 な電話帳などは、

控えをとっておくことをおすすめします。なお、電話帳が

消失または変化した場合の損害につきましては、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。

!
Y

%
Y

補足 X 電話帳を誤って削

定することができ

Y
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メモリを使用する電話帳の２種類が

 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

登録した画像を表示します。

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

 

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。

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。

L286_insatsu.book 3 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
本機の電話帳には、本機の「本体」の メモリを使用する電話帳と、「 USIMカード」の

あります。 

.本機（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 S!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： 各項目に最大 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、※ 2 電話

き、

音声着信音：※ 1

登録
着信

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制

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



  

9「 Eメールアドレス：」を選び、 %を押す。     

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

帳を新規登録するときの登録先をあら

 
択 S%S「電話帳設定」選択 S%S
 S%S「本体」／「 USIM」／「毎回

本体」に設定されています。 

、新規登録のたびに、登録先の選 択画

になります。
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ここでは、新規登録を例に、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「電話帳新規登録」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。 

11110000 E-mailアドレスを

11111111%を押す。    
11112222 マーク（アイコン

.続けて他の E-mai
12をくり返します

11113333A（保存）を押すメニュー X 電話機能

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

が終わると、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「電話機能」選

「登録先設定」選択

確認」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
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3 着信音を設定する 

」、「着うた・メロディ」、「音楽」、

h®」のいずれかを選び、 %を押

選び、 %を押す。 
（ビデオ）を選び、 %を押す。

時：着信音選択 S%

通話後の未登録電話番号の電話帳登録を設定する

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

内の音楽や 動画を設定 していると きに、

ァイルに対して以下の操作を行うと、着

バ イブ・ラ イ ト の「着 信音 ／ ビ デ オ」

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・本体間の移動 

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。
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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

内の次の音楽／動画が設定できます。 

,着うた・メロディフォルダ／音楽フォルダ／着信音 Flash ®

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

音楽 

,ビデオフォルダ内の、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、デ ータフォルダ（ビデ

オ）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：」〜「メール着信音：」のいずれか

を選び、 %を押す。 

2「着信音選択」を選び、 %を押す。

設定の解除：「設定解除」選択■  S%S「はい」選択 S% 

1「固定データ

「着信音  Flas 

す。

動画を設定する 

1「ビデオ」を

4着信音または動画

固定の着信音選択■

■次 の操作を行う と、電話帳未登録 電話番号の相手 との通話後

に、電話帳登録確認画面を表示するかどうかを設定できます。 
%S「電話機能」選択 S%S「電話帳設定」選択 S%S

「未 登録番号追加」選択 S%S「着信時」／「発信時」

選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S% 
.お買い上げ時には、どちらも「 On」に設定されています。

個別に着信音などを設定する

メール着信

■操作２〜４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

設定している フ

信 時 に は、音・

（ AP.9-11）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
 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。著

ファイルの有効期限切れのときも、同様

れなくなります。 

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、シーク

「表示する」にしているときだけ、ここ

となります。  

止中にメールを利用し ているときは、着

画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。 
6

 

$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■

%S「はい」選択

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

作権保護され た

に画像が表示さ

, 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

. S!ア プリ一時停

信時に設定した
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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%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%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。

シークレット設定を一時的に解除する

■次の操作を行うと、シークレット設定を一時的に解除できます。 
bSB（メニュー） S「シークレット一時解除」選択 S
%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S% 
.このあとメインメニューに戻ると、再びシークレット設定に

なります。

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.9-24）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.9-24）を「表示す る」にした あと、電話 帳の

編集（ 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。） 

.シークレットデータを S!ともだち状況に設定しても表示

されません。

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.9-24）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、該当する電

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）  

信： %S「発信方法」

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「電話帳に登録」を選び、 %を押す。 
4 新しい電話帳に登録する 

1「新規登録」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「件数確認」を選び、 %を押す。

本体／ 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

話帳を検索するこ

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。
音声通話以外で発■

選択 S%

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 電話機能 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。
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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「電話帳設定」選択 S%S「表

示先切替」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 電話機能 S 電話帳設定 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

c

ab

d



  

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。 

び、 %を押す。 

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、 %

 を押す。

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.9-24）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：■  "S「はい」選択 S% 
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

2「はい」を選

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「はい」を選び、%

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 電話機能 
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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。 

 %を押す。 

は、変更できません。 
」を選び、 %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「はい」を選び、 %を押す。 

1「本体」、「 USIM」、「本体と USIM」のいずれかを選

び、 %を押す。 
2「はい」を選び、 %を押す。 
3 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %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「グループ名編集

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 個別に着信音やビデオ、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音楽や画像は削除されま

せん。

全件削除する

メニュー X 電話機能 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 電話機能 



  

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。

グ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（ソフトバン

番号／ E-mailアドレス選択） S% 
バンク携帯電話の電話番号／ E-mailア
ときは、操作２〜３をくり返します。 

選び、 B（メニュー）を押す。

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

集する

名前を変更する

S メールグループ登録

L286_insatsu.book 12 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
4-12

4
電
話
帳

グループ別 に着信時の 動作（着信音、ビデ オ、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／ビデオ」または「バイブ設定」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／ビデオ： 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.14-7） 

.メールグループは、 20

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■

ク携帯電話の電話

.続けて他のソフト

ドレスを登録する

1メールグループを

メニュー X 電話機能 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 電話機能 

メールグループにメ

メニュー X 電話機能 

メールグループを編

メールグループの

メニュー X 電話機能 
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2「グループ名編集」を選び、 %を押す。 

 B（メニュー）を押す。 

 を押す。 
 を押す。

ておくと、通常の電話帳より簡単な

す。  

を選び、 %を押す。 
を押す。

録されている電話帳選択時：上記操作のあ

択） S%
記操作のあと「はい」選択 S%

メンバーを削除する

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。

定

する

S 短縮ダイヤル設定
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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「はい」を選び、 %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「はい」を選び、 %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、 B（メニュー）を押す。 
2「変更」を選び、 %を押す。 
3 新しいメンバーの電話帳を選び、 %を押す。

宛先が 複数登録されている電 話帳選択時：■  e（ソフトバン

ク携帯電話の電話番号／ E-mailアドレス選択） S% 
4「はい」を選び、 %を押す。 

1メンバーを選び、

2「削除」を選び、%

3「はい」を選び、%

短縮ダイヤルに設定し

操作で電話がかけられま

10〜 )のいずれか

2電話帳を選び、 %
電話番号が複数登■

と e（電話番号選

上書き登録時：上■

メールグループを削除する

メニュー X 電話機能 S メールグループ登録

メールグループのメンバーを編集する

メンバーを変更する

メニュー X 電話機能 S メールグループ登録 S メールグループを選ぶ

メニュー X 電話機能 

補足 X メンバーを削除し

短縮ダイヤル設

短縮ダイヤルに設定

メニュー X 電話機能 



  

B（メニュー） S「削除」選択 S%

設定リセット」選択 S%S「はい」

電話帳から短縮ダイヤルに設定する １件削除 短縮ダイヤルを１件ずつ削除します。

S 短縮ダイヤル設定

除し ても、元の 電話帳は 削除さ れませ

短縮ダイヤル設定を、お 買い上げ時の状
ます。

S 短縮ダイヤル設定

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

ヤルの 0に登録した相手に電話をかける

スイッチを「ピッ」と音が鳴るまで長く

。
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1 短縮ダイヤルに登録済の 0〜 9のいずれかを押

す。 
2

 

!を押す。

相手の名前または電話番号が表示されます。 

.短縮ダイヤルリストから相手を選び、 !を押しても電話

をかけられます。 

.

 
!を長く（１秒以上）押すと、 TVコールがかけられま

す。（短縮 TVコール）

削除する番号選択 S
S「はい」選択 S%

B（メニュー） S「

選択 S%

■相手の電話帳の詳細を表示している状態からでも、短縮ダイヤ

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「短縮ダイヤル追加」

選択 S%S 0〜 )選択 S% 
, 上書き登録時：上記操作のあと「はい」選択 S%

注意 X 短縮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短縮ダイヤル

から削除されます。

補足 X 0に登録した相手には、スイッチ付イヤホンマイクなどを

利用して、電話をかけられます。

短縮ダイヤルで電話をかける

メニュー X 電話機能 

補足 X 短縮ダ イヤルを 削

ん。

設定リセット
すべての
態に戻し

メニュー X 電話機能 

スイッチ付イヤホン

■待受中 にスイッ チを「

上）押すと、短縮ダイ

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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利用すると、次のことができます。

バー内の電話帳はすべて削除されます。

帳はすべて削除されます。

とサーバー内の同じ電話帳データ内の同

していたときは、サーバー内の電話帳が

ー内の電話帳を更新していても、本機の

せん。

電話帳を更新していても、サーバー内の

せん。 

S!電話帳バックアップでできること

本機の電話 帳をサーバーに バックアッ

プします。※ 1

サーバー内 の電話帳を本機 に読込みま

す。※ 2

本機の電話 帳とサーバー内 の電話帳を

比較し、最新の 状態で同じ 内容にしま

す。※ 3

本機の電話 帳更新情報をバ ックアップ

（サーバーへ反映）します。※ 4

サー バ ーの 電 話帳 更新 情 報を 読 込み

（本機へ反映）ます。※ 5

パソコンの 電話帳をサーバ ーにアップ

ロードします。 

サーバー内 の電話帳をパソ コンにダウ

ンロードします。
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S! 電話帳バックアップとは、本機の電話帳をサーバーに

バックアップしたり、本機の電話帳とサーバー内の電話帳

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。本機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。 

.

 

S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要で

す。（有料） 

.機種変更をしても、他の S!電話帳バックアップ対応機で電話

帳を引き継ぐことができます。（ AP.4-17） 

.パソコンで電話帳を編集してサーバーに保存し、本機で読込

むこともできます。 

.

 

S!電話帳バックアップについて詳しくは、下記を参照してくだ

さい。 

,

 
http://www.softbank.jp/SAB  

.サーバー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） 

,この機能は、パソコンから設定できます。 

S!電話帳バックアップを

※ 1 バックアップ前のサー

※ 2 読込み前の本機の電話

※ 3 前回の同期後 に、本機

じ項目を両方 とも更新

優先されます。

※ 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 に本機の

電話帳には反映されま

S!電話帳バックアップ

注意 X S!電 話帳バッ クアップ 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。

電話帳

サーバー

PCから読込み／
PCへ保存

バースデー通知

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

サーバーへ

バックアップ

サーバーから

読込み

同期

通常同期

本体片方向

同期

サーバー

片方向同期

パソコン

で編集 

PCから

読込み

PCへ保存



  

バースデー サ ーバー内の電話 帳に誕生日の 登録が S!電話帳バックアップ利用の流れ 

ックアップのお申し込み 

、ソフトバンクショップ店頭、お客さま
!ケータイの「 My  SoftBank」でお申し

V
ID／パスワードの確認 

申し込みが完了すると、ユーザー IDと

 SMS）が送られてきます。 

のソフトバンク携帯電話番号です。 

V
ID／パスワードの設定

を設定します。（ AP.4-17） 

V
利用開始 

利用ください。  
ご 利用時（バックアッ プ／読込み、同

料がかかります。

ワードの通知メ ールが届かないときは、

（ 157）へお問い合わせください。

次の方法で確認することもできます。 
tBank」選択 S%S「利用 状況の確 認」

 S!電話帳バッ クアップ編集用パスワード

の指示に従って操作してください。
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※ 1 本機とパソコンの両方から設定できます。

※ 2「サーバーへバックアップ」を行ったときは、お知らせ先が初期

値（すべてのアドレスが「お知らせ先」）に戻ります。

※ 3「サーバーへバックアップ」を行ったときは、お知らせ先が初期

値（すべてのアドレスに「お知らせしない」）に戻ります。

※ 4 本機の電話帳を必ずサーバーにバッ クアップした状態でご利用

ください。

メール

通知※ 1

通知 あると、メールでお知らせします。 

Eメールアドレス

お知らせ※ 2
最新の E-mailアドレス を指定先に一斉

にお知らせします。

安否情報

お知らせ※ 3
災害用伝言板にメッセージが登録された

ことを指定先に一斉にお知らせします。

迷惑メー

ル対策

ともだちメール

安心設定※ 4

サ ーバー内の電話 帳に登録され ている 
E-mailア ドレスからのメール を優先受

信します。 

S!電話帳バ
S!電話帳バックアッ プは

センター（ 157）、 Yahoo
込みいただけます。 

ユーザー 
S!電話帳バックアップのお

パスワードの通知メール（

.ユーザー IDは、お客様

ユーザー 
ユーザー IDとパスワード

S!電話帳バックアップをご

. S!電話帳バ ックアップの

期）には、パケット通信

補足 X ユーザー IDとパス

お客さまセンター

また、本機から、

AS「 My Sof
選択 S%S「

確認」選択 S% 
, 以降は、画面



 

4-17

 

4
電
話
帳

■サービスの解約について  
を解約すると、サーバー内の電話帳は

ックアップを利用することはできませ

のお申し込み後にメールで通知され

スワードを、本機に設定します。 

を選び、 %を押す。 
する 

」を選び、 %を押す。 

を入力し、 %を押す。

する 

」を選び、 %を押す。 

入力し、 %を押す。  

。 

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

ワードを設定する

S S!電話帳バックアップ S 同期設定
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■ S!電話帳バックアップで同期できない項目があります 

.次の項目は、同期できません。「サーバーから読込み」を行う

と、本機の電話帳の設定が失われますので、ご注意ください。 

, フォト、着信音、バイブ

■バック アップ／読込みのタ イミングや同期の方 向にご注

意ください 
.本機の電話帳をすべて削除したあと「通常同期」、「本体片方

向同期」、「サーバーへバックアップ」を行うと、サーバー内

の電話帳もすべて削除されます。 

.サーバー内の電話帳をすべて削除したあと「通常同期」、「サー

バー片方向同期」、「サーバーから読込み」を行うと、本機の

電話帳もすべて削除されます。

■複数登録できる項目は少ない方の件数に統一されます 

.電話番号など、複数登録できる項目の登録可能件数が、本機

（または機種変更後の機種）とサーバーとで異なる場合に、同

期を行うと、両方とも少ない方の件数に統一されます。

■機種変更時のサービスの継続について 
.

 
3Gシリーズ（ S!電話帳バックアップ対応）

サーバー内の電話帳は保持され、そのままお使いいただけま

す。 

.

 
3Gシリーズ（ S!電話帳バックアップ非対応） 
S! 電話帳バックアップの契約は継続され、サーバー内の電話

帳は保持されます。ただし、携帯電話からの操作はできませ

ん。（パソコンからの操作だけになります。） 

.

 
V3、 V4、 V5、 V6、 V8シリーズ 
S! 電話帳バックアップは自動的に解約され、サーバー内の電

話帳は削除されます。

. S!電話帳バックアップ

削除されます。

■その他のご注意 

.海外から S! 電話帳バ

ん。 

S!電話帳バックアップ

てきたユーザー IDとパ

1「ユーザー設定」

2 ユーザー IDを登録

1「ユーザー ID
2ユーザー ID

パスワードを登録

1「パスワード

2パスワードを

3A（保存）を押す

ユーザー ID／パス

メニュー X 電話機能  



  

くは、 P.4-15の表を参照してください。 

クアップを利用するときや、機種変更

クアップを利用するときは、選んだ同

通常同期」になります。 

体片方向同期」、「サーバー片方向

を選び、 %を押す。 
 を押す。 

４ケタ）を入力し、 %を押す。

、同期が始まります。 

同期の詳細が表示されます。

キャンセル） S「はい」選択 S% 
きは、 %を押す。

電話帳をバックアップする 電話帳を同期させる

期させる

S S!電話帳バックアップ
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1「サーバーへバックアップ」を選び、 %を押す。 

2「はい」を選び、 %を押す。 
3 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。

サーバーに接続され、バックアップが始まります。 

.バックアップが終わると、バックアップの詳細が表示さ

れます。

バックアップの中止：■  A（キャンセル） S「はい」選択 S% 
4 確認を終了するときは、 %を押す。 

1「サーバーから読込み」を選び、 %を押す。 
2「はい」を選び、 %を押す。 
3 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。

サーバーに接続され、読込みが始まります。 

.読込みが終わると、読込みの詳細が表示されます。

読込みの中止：■  A（キャンセル） S「はい」選択 S% 
4 確認を終了するときは、 %を押す。 

.同期方法について詳し

.はじめて S!電話帳バッ

後最初に S!電話帳バッ

期方法にかかわらず、「

1「通常同期」、「本

同期」のいずれか

2「はい」を選び、%

3操作用暗証番号（

サーバーに接続され

.同期が終わると、

同期の中止：■  A（

4確認を終了すると

本機の電話帳をサーバーにバックアップする

メニュー X 電話機能 S S!電話帳バックアップ

サーバー内の電話帳を本機に読込む

メニュー X 電話機能 S S!電話帳バックアップ

電話帳を手動で同

メニュー X 電話機能  
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、同期の履歴を確認することができ

び、 %を押す。

ている自分の電話番号（お客様の情

、電話番号、 E-mail アドレス、住所な

できます。 

」を選び、 %を押す。

示されます。 

の見かたは、電話帳詳細画面（  AP.4-

は、 "を押す。

自動的に電話帳を同期させる S!電話帳バックアップの履歴を確認する

S S!電話帳バックアップ

認する

P.10-2）や赤外線通信（ AP.10-10）を

器との間で、自分の電話番号をやりとり
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.あらかじめ、ユーザー ID とパスワードを設定しておいてくだ

さい。 

.お買い上げ時には、「 Off」に設定されています。 

1「自動同期設定」を選び、 %を押す。 
2「 On／ Off設定」を選び、 %を押す。 
3「 On」を選び、 %を押す。 
4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

D毎週／日曜／ 00： 00

毎月自動同期する

「毎月」選択 S%S日付入力 S%S時刻入力 S%

毎週自動同期する

「毎週」選択 S%S曜日選択 S%S時刻入力 S%

毎日自動同期する

「毎日」選択 S%S時刻入力 S% 

D通常同期

同期方法選択 S%

バックアップ／読込み

ます。 

1「同期ログ」を選

確認の終了：■  % 

USIMカードに登録され

報）を確認します。 
.自分の電話番号（名前

ど）を登録することも

1「自分の電話番号

自分の電話番号が表

.自分の電話番号画面

9）と同様です。 
2確認を終わるとき

メニュー X 電話機能 S S!電話帳バックアップ S 同期設定

周期設定 自動同期する周期を設定します。

メニュー X 電話機能 S S!電話帳バックアップ S 同期設定 

S 自動同期設定 S 周期設定

同期モード設定 自動同期時の同期方法を設定します。

メニュー X 電話機能 S S!電話帳バックアップ S 同期設定 

S 自動同期設定 S 同期モード設定 

メニュー X 電話機能  

自分の電話番号

自分の電話番号を確

メニュー X 電話機能

補足 X Bluetooth ®（ A

利用して、他の機

できます。



  

自分の電話番号
自分の電話番号を登録します。
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4
電
話
帳 

B（メニュー） S「編集」選択 S%S編集項目選択 S% 
.入力方法は、電話帳の登録と同様です。（ AP.4-4） 

B（メニュー） S「自分の番号リセット」選択 S%
S「はい」選択 S%

の登録

メニュー X 電話機能 S 自分の電話番号

注意 X「電話番号１」は、変更できません。

自分の電話番号
の削除

登録した自分の電話番号を削除します。

メニュー X 電話機能 S 自分の電話番号

注意 X「電話番号１」は、削除できません。
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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.5-5、 P.5-7）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モバイ

が上がりますが、故障ではありません。  
費電流が多いため、本機に急速充電器

クは充電されにくくなります。 

TVコール利用時のご注意
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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、内側カメラで撮影したお客様

の画像が送信されます。 

.外側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.5-5）

※ 2 相手の名前は、本機の電話帳に登録さ れているときに表示され

ます。 

.ソフトバンクの 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

ルカメラ周辺部の温度

. TVコール通話中は、消

を接続しても電池パッ

TVコールをご利用になる前に 

TVコール画面表示

内側カメラ

相手の画像※ 1

お客様の画像※ 1

相手の電話番号／名前※ 2 
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、本機をオープ

る。 
 TVコール着信のグ

れます。 

信する  
押す。 

び、 %を押す。
らの画像が相手に

。

： AP.5-4

信しない  
押す。 

選び、 %を押す。 
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。 

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

 %（応答）を 押したあと約５秒間何も

と、「いいえ」を選んだ状態で TVコール

れます。
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1 電話番号をダイヤルする。 
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。 

.本機 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コール着信中に

ンポジションにす

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%（応答）を

2「はい」を選
内側カメラか

送信されます

通話中の操作■

お客様の画像を送

1%（応答）を

2「いいえ」を
.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

.本機をクローズポ

（ 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。 

.電話帳（ AP.4-8）か発着信履 歴（ AP.2-13）を利用

して TVコールをかけることもできます。 

TVコールを受

補足 X TV コール着信時に

操作しないでおく

が自動的に開始さ



  

D内側カメラ

カメラからの画像送信→代替画像送信→

送信…の順に切り替わります。  
替わります。 

ては、「送信画像切替」（ AP.5-6）を参

D音量５

（小さくする）／ E（大きくする） 

調節できます。 

電源を切っても保持されます。

：上記操作のあと A（消音オフ）

着信を拒否する 中の操作
信する画像（内側カメラ ／外側カメラ／
）を切り替えます。

の大きさを５段 階（１〜５）で調節しま

ちらの声を送信しないようにします。
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通話中に d 
.

 

dを押すたびに、外側

内側カメラからの画像

.cを押すと逆順に切り

.代替画像の設定につい

照してください。 

通話中に F／ E S F
.押すたびに受話音量が

.一度変更した音量は、

通話中に A（消音）

マイク消音の解除■

■ TVコール着信中に次の操作を行うと、着信を拒否できます。 
B（メニュー） S「着信拒否」選択 S%

着信を転送する

■ TVコール着信中に次の操作を行うと、着信を転送できます。 
A（転送）

着信を応答保留にする

■ TV コール着信中に次の操作を行うと、着信を応答保留にでき

ます。 
"、 B（メニュー） S「応答保留」選択 S% 
,

 
TVコ ール着信を受ける：上記 操作のあと %S「はい」／

「いいえ」選択 S% 
.応答保留中、相手先の携帯電話には応答保留用の代替画像が

表示され、音声はミュートの状態になります。

注意 X マナーモード設定中に TVコールを受けると、スピーカーホ

ン の設定（ AP.5-5、 P.5-7）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。 

TVコール通話

送信画像切替
相手に送
代替画像

受話音量調節
相手の声
す。

マイク消音 相手にこ
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ー） S「スピーカーホン Off」（利用

カーホン On」（利用する）選択 S% 
n」に設定していたとき、通話中にマナー

、スピーカーホンは自動的に「 Off」にな

大きな音を止められます。マナーモード

カーホンは「 On」に戻ります。

ー） S「保留」選択 S%
操作のあと A（再開）

を表示する

ー） S「電話帳」選択 S%S電話帳

択 S% 
話帳の検索方法が「ヨミ」または「グルー
きます。

する

ー） S「電話帳」選択 S%SB（メ

録」選択 S%S P.4-4操作２以降

ー） S「音声切替」選択 S%S「本

選択 S% 

TVコール
TVコール中の画面表示を切り替えます。 スピーカーホン

ス ピーカ ーホ ンを 利用 する かどう かを 切り 替え

声 ／送信画像）と受 話（音声）を停止し
手には保留画像が送信されます。）

録済の電話帳や自分の 電話番号を表示し
話帳登録も行えます。

リー機器などを利用し ているときの音声
切り替えます。
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通話中に % 
.

 

TVコールを開始すると、常に「相手画像大」となります。 

.

 
%を押すたびに次のように画面が切り替わります。

通話中に B（メニュ

しない）／「スピー

.スピーカーホンを「 O
モードを有効にすると

り、スピーカーか らの

を解除すると、スピー

通話中に B（メニュ

通話の再開：上記■

電話帳や自分の電話番号

通話中に B（メニュ

（自分の電話番号）選

.自分の電話番号は、電
プ」のときだけ表示で

電話番号を電話帳に登録

通話中に B（メニュ

ニュー） S「新規登

通話中に B（メニュ

体」／「 Bluetooth」

画面設定 

注意 X「相手画像の み」にしているとき でも、お客様の画 像は相

手に送信されています。

%
Y

%
y

V%
「相手画像大」 「自画像大」

「相手画像のみ」 「自画像のみ」 

W

 

%

ます。

通話の保留
送話（音
ます。（相

電話帳
本機に登
ます。電

音声切替
ハンズフ
出力先を



  

を除く）は、通話中に変更することも

D内側カメラ

%S「内側カメラ」／「代替画像選

代替画像 選択」選択 S%S「固 定デー

ー」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% 

 AP.9-6）を利用するときは、あらかじ

を設定してください。 

」に変更することもできます。 

D標準

」／「動き優先」選択 S% 
、動き はなめらか になりま すが、画質は

ます。 

画質は向上しますが、動きは「標準」よ

自画像反転
内側カメラ利用 中のお客様の画像を、左 右に反転

開始時にカメラ（内側カメラ）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 

受信する画像の品質を設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 
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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% 
.外側カメラの画像、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（メニュー） S「ヘルプ」選択 S%
確認の終了：上記操作のあと■  % 

.以下の設定（自動応答

できます。 

「カメラ選択」選択 S
択」選択 S%

代替画像の 変更：「■

タ」／「ピクチャ

カスタムスクリーン■

スタムスクリーン」

.カスタムスクリーン（

めカスタムスクリーン

.通話中は「外側カメラ

「標準」／「画質優先

.「動き優先」に すると

「標準」より悪くなり
.「画質優先」にすると、

り悪くなります。

して表示するかどうかを設定します。

明るさ調整
送信画像の明るさを５段階（ -2〜 +2）で調整しま
す。

ヘルプ TVコール利用中の操作方法を表示します。

その他通話中にできること

■ズームの利用 
a（ズームイン）／ b（ズームアウト） 

.代替画像では利用できません。

■マナーモード切替 
D（１秒以上）

■ B（メニュー）を押したあと、「 TV コール設定」を選び %を

押すと、 TVコール設定（ A右記）の各項目も設定できます。 

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

受信画質設定 相手から

メニュー X 設定 

S 受信画質設定
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DOn（スピーカーホンにする）

ンにする）／「 Off」（スピーカーホ

% 
を「 On」に設定していても、マナーモー

開始時のスピーカーホ ンは「 Off」になり

DOff（消さない）

ff」（消さない）選択 S%

送信画質設定 相手に送信する画像の品質を設定します。 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
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 
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D標準

「標準」／「画質優先」／「動き優先」選択 S% 
.設定内容は、「受信画質設定」（ AP.5-6）と同様です。 

.相手の「受信画質設定」の内容によっては、 TVコール通話中に

設定内容が自動的に変わることがあります。 

D固定データ１

固定データを利用する

「固定データ」選択 S%S画像選択 S%S%

データフォルダ内のデータを利用する

「データフォルダ」選択 S%S画像選択 S%S%

カスタムスクリーンを利用する

「カスタムスクリーン」選択 S%S% 

.カスタムスクリーン（ AP.9-6）を利用するときは、あらかじ

めカスタムスクリーンを設定してください。 

D常に点灯

「常に点灯」／「常に消灯」／「通常設定に従う」選択 S% 
.「通常設定に従う」にすると、照明（ AP.9-10）の設定内容に

従って動作します。  

「 On」（スピーカーホ

ンにしない）選択 S
.ここでスピーカーホン

ド設定中、 TV コール

ます。  

「 On」（消す）／「 O

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

保留中ガイダ
ンス表示 TVコールの保留中に送信する画像を設定します。

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 保留中ガイダンス表示

照明 TVコール中の画面照明の点灯方法を設定します。

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 照明

どうかを

メニュー X 設定 

S スピーカーホン

マイク消音 
TVコ ール
を設定し

メニュー X 設定 

S マイク消音



  

で登録できます。 

入力し、 %を押す。 
スト」を選び、 %を押す。

集：番号選択 S%S番号修正 S%（操作

除：番号選択 SB（メニュー） S「削除」

」選択 S%（操作完了） 
る 

び、 %を押す。

を利用する 

び、 B（メニュー）を押す。 

び、 %を押す。 

」または「通話履歴参照」を選び、 

し、 %を押す。

自動応答番号を登録する

S 通話／ TVコール設定（ f） S TVコール設定 
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自動応答番号リストに登録した電話番号から TVコールがか

かってきたとき、自動的に応答するように設定できます。 
.自動応答時は、常に専用の効果音が最大音量で鳴ります。

（効果音や音量の変更はできません。） 

.自動応答を「  On」にしていても、自動応答番号リストに登録さ

れていない番号からの TVコール着信は、自動応答されません。 

.クローズポジションで自動応答はできません。 

.お買い上げ時には、「 Off」（応答しない）に設定されています。 

1 操作用暗証番号を入力し、 %を押す。
応答時間の変更（お買い上げ時「■  00秒」）：「応答時間」選択 
S%S時間入力 S% 

2「 On／ Off設定」を選び、 %を押す。 
3「 On」を選び、 %を押す。

自動応答の解除：「■  Off」選択 S%（操作完了） 
4

 

%を押す。 

.自動応答番号は 10件ま

1操作用暗証番号を

2「自動応答番号リ

登録した番号の編■

完了）

登録した番号の削■

選択 S%S「はい

3 電話番号を入力す

1登録場所を選

電話帳／通話履歴

1登録場所を選

2「変更」を選

3「電話帳参照

%を押す。 
4番号を入力／選択

自動応答

自動応答を設定する

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 自動応答

メニュー X 設定 

S 自動応答
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カメラ
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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、カメラは中断しま す。

再度カメラが起動します。 

と、撮影前の画面と通話画面を切り替え

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。

画撮影中に着信があったり、撮影後にア

き、撮影した静止画／動画は一時的に記

す。通話などを終わると、撮影後の画面

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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本機は内蔵の 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.6-8）を参照してください。 

.外側カメラのレンズカバー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。本

機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.6-11）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。 

.本機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 本機では、内側カメラでも撮影できます。ここでは、こと

わりがない限り、外側カメラ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、

. 通話中に Dを押す

ることができます。

■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）や動

ラーム動作があったと

憶（保護）されていま

に戻ります。

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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7連写表示（ AP.6-12） 

〜 ：連写枚数（マーク下の数字は「撮影済または表示中

」を表します。） 

枚連写／ j：重ね合わせ（５枚） 

が表示されているときは、「 r」が表示さ

 AP.6-11） 

 c：２秒

6） 

画質／ 5：通常画質

P.9-23）が「 On」で、 S!ともだち状況

続」（ AP.19-9）が「オンライン」のと

。

P.6-17）

18） 

：メモリカード／ <：毎回確認

6-17） 

長時間撮影／ _： SDビデオ
P.6-16） 

カメラ利用中の画面表示

5
4

6
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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） 

7：最高画質／ 6：高画質／ 5：通常画質

※ IPサービス設定（ AP.9-23）が「 On」で、 S!ともだち状況

の「ともだち状況接続」（ AP.19-9）が「オンライン」のと

きは表示されません。

3撮影サイズ表示（ AP.6-16）

4保存先表示（ AP.6-18） 
j：本体（本機）／ k：メモリカード／ 
l：デジタルカメラフォルダ／ <：毎回確認

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

6明るさ調整表示（ AP.6-16） 
Z  Y  V  W  X

暗い  U標準 S 明るい

g t

の枚数」−「連写枚数

e：４枚連写／ f：９

.連写撮影後、分割画像

れます。

8セルフタイマー表示（

a： 10秒／ b：５秒／

1画質表示※（ AP.6-1

7：最高画質／ 6：高

※ IPサービス設定（ A

の「ともだち状況接

きは表示されません

2撮影サイズ表示（ A

3保存先表示（ AP.6-

j：本体（本機）／ k

4撮影時間表示（ AP.

-：メール添付／ ̂：
5明るさ調整表示（ A

Z  Y  V  W  X
暗い  U標準 S 明るい

静止画撮影モード

4

1

7
8

3
6

5

2

動画撮影モード

1
2
3



  

6セルフタイマー表示（ AP.6-11） 

： 秒／ ：５秒／ ：２秒 

6シャッター 

明るさ調整 
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.6-7、 P.6-9）などでご確認のうえ、ご利

 

 AP.6-15（静止画）

： AP.6-16（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

設定切替： AP.6-11 

等倍切替 

下記 

側カメラ切替： 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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a 10 b c

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 

5撮影モード切替 

7

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

2

 

1 明るさ調整表示

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

9 ズーム　最大／

0 ヘルプ表示： A

( 内側カメラ／外

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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補足 X .本体またはメ モリカードのどちらに保存するかは、あら

ます。撮影のたびに保存先を選ぶように

ます。（保存先設定： AP.6-18） 

ォルダのメモリは、ビデオや着うた・メ

リライブ ラリなどと 共有している ため、

録状況によって、撮影（保存）できる画

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。（本機で見ると縦向き

。） 

ダで詳細情報を確認すると、「解像度」欄

像サイズが表示されます。（例：横 480×

撮影したときは、「 W640× H480」と表
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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： AP.6-16）で 撮影

し、本機に保存したときの画像数です。

静止画の撮影

静止画撮影モード

撮影サイズ 

LLサイズ（横 1200×縦 1600ドット［ UXGA］）

Ｌサイズ（横 960×縦 1280ドット［ Quad-VGA］）

Ｍサイズ（横 480×縦 640ドット［ VGA］）

壁紙（横 240×縦 320ドット［ QVGA］）

Ｓサイズ（横 120×縦 160ドット［ QQVGA］）

保存形式 JPEG形式（ .jpg）※ 1

保存先
本体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 最高画質／高画質／通常画質

ズーム 

LLサイズ（横 1200×縦 1600ドット）： なし

Ｌサイズ（横 960×縦 1280ドット）： １〜 1.3倍

Ｍサイズ（横 480×縦 640ドット）： １〜  2.5倍

壁紙（横 240×縦 320ドット）： １〜 10倍

Ｓサイズ（横 120×縦 160ドット）： １〜 20倍 

S!メール添付 可能

保存可能件数

（目安）
約 4050ファイル※ 3

かじめ設定で き

することもでき

.本体のデー タフ

ロデ ィ、 S! アプ

他のデータ の登

像数は少なくな

.メモリの使用状

ださい。 

.横 480×縦 640ド

横向きの画像と

に表示されます

, データフォル

には実際の画

縦 640ドットで

示されます。）



  

静止画を撮影する 注意 X 内側カメラで撮影するとき

の画面には、鏡で映したように反転した

す。（保 存した画像の確 認時には、反転

表示されます。）

 On」にしているとき

静止画が保存され、続けて撮影できる状

止画があるとき

と、終了するかどうかの確認画面が表示

 %を押す と、撮影した静止 画を保存せ

に戻ります。 

、 %を押すと、撮影後の画面に戻ります。
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1 画像を画面に表示する。

動画 撮影画面か ら静止画撮 影画面に切■

り替える： A（ #）

カメラで使用するボタン：■  AP.6-4

便利な撮影方法：■  AP.6-11

撮影／画像に関する設定：■  AP.6-15 

2

 

%を押す。

シャッター音が鳴り、撮影した静止画

が表示されます。
撮影のやり直し：■  $
メー ル添付：■  A（ =） S P.14-7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。

メニュー X カメラ

静止画撮影画面

撮影前や撮影直後

画像が表示さ れま

していない画像が

補足 X 自動保存設定を「

撮影後、自動的に

態になります。

保存していない静

カメラを終了する

されます。 

.「はい」を選び 、

ずに、待受画面

.「いいえ」を選び
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メ
ラ存前）に B（メニュー）を押すと、

。

静止画撮影で利用できる機能 内側カメラに切替／ 内側カメラ／外 側カメラでの撮影を切り

替えます。（ AP.6-17）

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）

中にダイヤルボタンを押しても、表の各

とができます。

保存前）

の保存 先（本体／メモ リカード）を設

す。（ AP.6-18）

たはメモリ カード内のデ ータフォルダ

されます。静 止画を削除し てメモリの

量を増やすことができます。
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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 内側カメラでは利用できません。

※ 2 横 240×縦 320ドット以下の撮影で利用できます。

※ 3 横 480×縦 640ドット以下の撮影で利用できます。

静止画の撮影直後（保

次の機能が利用できます

撮影前

明るさ調整 明るさを調整します。（ AP.6-16）

撮
影
モ
ー
ド

※  1

フレーム追加※ 2 静止画にフレームを付けて撮影します。

（ AP.6-13）

連写設定※ 3 静止画を連続して撮影します。

（ AP.6-12）

効果付き撮影※ 2 画面の装飾効果を確認しな がら撮影しま

す。（ AP.6-14）

バーコードリーダー バーコードを読み取ります。（ AP.12-19）

データフォルダ
本体またはメモリカード内 の静止画を確

認します。（ AP.6-10）

撮影サイズ
撮影する静止画のサイズを設定します。

（ AP.6-16）

シーン別撮影※ 1 撮影環境を設定します。（ AP.6-16）

画質設定 画質を設定します。（ AP.6-16）

セルフタイマー※ 1 セルフタイマーを設定します。

（ AP.6-11）

設
定

アイコン表示
画面の表示を切り替えます。

（ AP.6-15）

シャッター音
撮影時のシャッター音を設定します。

（ AP.6-15）

保存先設定
静止画 の保存 先（本体／ メモリ カード）

を設定します。（ AP.6-18）

自動保存設定
撮影後自動的に静止画を保 存するかどう

かを設定します。（ AP.6-18）

外側カメラに切替

ヘルプ

補足 X メニュー画面表示

機能を利用するこ

撮影直後（静止画

保存先設定
静 止画

定しま

データフォルダ

本 体ま

が 表示

空き容



  

メモリ容量をご確認ください。電池残

は撮影できません。

量やメモリ容量が不足すると、撮影が

。

されます。 

示されているとき

押す必要はありま

する。

ボタン： AP.6-4

 AP.6-11

る設定： AP.6-15

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

ことをおすすめします。 

リカードのどちらに保存するかは、あら

ます。撮影のたびに保存先を選ぶように

ます。（保存先設定： AP.6-18） 

ォルダ のメモリ は、着うた・メロ ディ、 
ラリなどと共有しているため、他のデー

よって、撮影（保存）できる画像数は少

 

況を確認するときは、 P.8-2を参照してく

動画撮影画面
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長時間（メモリ カードの容量 による）の動画や、メ ール添

付用の短い動画を、用途に応じて撮影できます。

※ 1 保存形式は MPEG-4（ .3gp）だけです。

※ 2「 video001.3gp」、「 video002.3gp」…の順にファ イル名が付

きます。

※ 3「 MOL001.ASF」、「 MOL002.ASF」…の順にファイル名が付きます。 

.ご利用前に電池残量と

量が不足しているとき

また、撮影中に電池残

中止されます。 

1

 

A（ !）を押す

動画撮影画面が表示

.動画撮影画面が表

は、 A（ !）を

せん。 
2画像を画面に表示

カメラで使用する■

便利な撮影方法：■

撮影／画像に関す■

動画の撮影

動画撮影モード

撮影サイズ

横 176×縦 144ドット

（ QCIF）

横 128×縦 96ドット

（ SubQCIF）

横 320×縦 240ドット

（ QVGA）

横 240×縦 176ドット

（ HQVGA）※ 1

保存形式 MPEG-4／ H.263（ .3gp）※ 2 MPEG-4（ .3gp）※ 2 MPEG-4（ .ASF）※ 3

保存先

本体またはメモリ

カードのデータ

フォルダ（ビデオ）

メモリカードの

データフォルダ

（ビデオ）

メモリカード

の SDビデオ

フォルダ

画質
最高画質／

高画質／通常画質
最高画質 

S!メール添付 可能 不可

最長

撮影

時間

（１回あたり）

メール

添付

約  60秒（画質：通常画質）

約  50秒（画質：高画質）

約  30秒（画質：最高画質）

−

長時間

撮影 
30分 − 

SD
ビデオ

−
メモリカードの

容量により変動

離で、撮影する

.本体またはメ モ

かじめ設定で き

することもでき

.本 体のデータ フ

S!アプリライブ

タの登録状 況に

なくなります。

.メモリの使用状

ださい。

動画を撮影する

メニュー X カメラ
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3

 

%を押す。

を押すと、次の機能が利用できます。

 176×縦  144ドットの撮影で利用できます。

きません。

メール添付」にしているときだけ利用で

動画撮影で利用できる機能

明るさを調整します。（ AP.6-16）

撮 影時 の画 像の 表示 サイ ズを 設定 しま

す。（ AP.6-16）

本体またはメモ リカード内の動画を確認

します。（ AP.6-10）

動画の撮影 時間とサイズ（保存形式）を

設定します。（ AP.6-17）

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）

画質を設定します。（ AP.6-16）

セルフタイマーを設定します。

 AP.6-11）

動画の保存 先（本体／メモリカード）を

設定します。（ AP.6-18）

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）

ファイルの圧縮形式を設定します。

 AP.6-17）

内側カメラ／外 側カメラでの撮影を切り

替えます。（ AP.6-17）

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）
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撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

（撮影開始まで、しばらく時間がかかることがあります。）

撮影のやり直し：■  $ 
4 撮影を終了するときは、 %を押す。

撮影終了音が鳴り、撮影が終わります。
撮影した動画の再生：「確認する」選択■  
S%

 

, 再生中の表示切替：再生中に 2（押

すたびに切替）

撮影のやり直し：■  $ 
5 動画を保存するときは、「保存」を

選び、 %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% 
6 カメラを終了するときは、 "を押す。

撮影前に B（メニュー）

※ 1 横 128×縦 96ドット／横

※ 2 内側カメラでは利用で

※ 3 撮影時間／サ イズを「

きます。

補足 X 自動保存設定を「 On」にしているとき

撮影後、自動的に動画が保存され、続けて撮影できる状態

になります。

保存していない動画があるとき

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。 

.「 はい」を 選び、 %を押 すと、撮影した動 画を保存せ ず

に、待受画面に戻ります。 

.「 いいえ」を選び、 %を 押すと、撮影後の メニュー画 面

に戻ります。

撮影前

明るさ調整

表示サイズ※ 1

データフォルダ

撮影時間／サイズ

マイク設定

画質設定※ 1

セルフタイマー※ 2
（

設
定

保存先設定※ 3

自動保存設定

録画形式※ 1
（

内側カメラに切替※ 1／

外側カメラに切替※ 1

ヘルプ



  

／動画を確認します。 

でも確認できます。（ AP.8-5） 

、 B（メニュー）を押す。 
」を選び、 %を押す。 

も表示されます。

時：「ピクチャ ー」／「デジタルカ メラ」

ドの切替（「ピクチャー」選択時）： B（メ

へ切替」／「メモリカードへ切替」選択 S%

ォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：

を押す。

： $S静止画選択 S% 

 B（メニュー）を押す。 
」を選び、 %を押す。 

も表示されます。
ドの切替： B（メニュ ー） S「本体へ切

ードへ切替」選択 S%
ォルダ選択時：フォルダ選択 S%

補足 X メニュー画面表示中にダイヤルボタンを押しても、表の各 確認

S 静止画撮影画面を表示する

S 動画撮影画面を表示する
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動画の撮影 直後（保存前）には、メニ ュー画面が自 動的に

表示され、次の機能が利用できます。

※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。また、添付ファイル送信時設定（ AP.14-38）を「保存し

ないで送信」にしているときは、「ビデオ写メール」と表示されま

す。

撮影（保存）した静止画

.データフォルダの操作

1静止画撮影画面で

2「データフォルダ

.メモリの空き容量

メモリカー ド取付■

選択 S% 
,本体／メモリカー

ニュー） S「本体

新しく作成したフ■

フォルダ選択 S% 
3静止画を選び、 %

別の静止画の確認■

1動画撮影画面で、

2「データフォルダ

.メモリの空き容量
本体／メモリカー■

替」／「メモリカ

新しく作成したフ■

機能を利用することができます。

撮影直後（動画保存前）

保存
撮影 した動 画を 本体ま たは メモリ カー ドに

保存します。（ AP.6-9）

確認する 撮影した動画を再生します。（ AP.6-9）

ビデオ写メール

（保存）※

撮影した動画をメールに添付します。

（ AP.6-15）

撮影した画像の

静止画の確認

メニュー X カメラ 

動画の確認

メニュー X カメラ 
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3 動画を選び、 %を押す。 4画像を画面に表示し、 %を押す。

鳴り、セルフタイマーが動作します。 

ぎると、静止画撮影モードでは撮影後

、動画撮影モードでは撮影が始まりま

セルフタイマー動作中に A（キャンセル） 

設定されたまま、撮影をやり直せる状態

 

するときは、 %を押す。
ーは解除され、通常の撮影画面に戻り

面表示時：保存先選択 S%

るときは、 %を押す。 

るときは、「保存」を選び、 %を

ーは解除され、通常の撮影画面に戻り

面表示時：保存先選択 S% 
ときは、 "を押す。

止画／動画があるとき： AP.6-6、 P.6-9 

P.6-12）を「マニュ アル」にしている

イマーは利用できません。

画面で 8を押しても、次の順にセルフ

きます。

５秒」→「２秒」→「 Off」…
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再生が始まります。 %を押すたびに、一時停止⇔再生しま

す。

別の動画の確認：■  $S動画選択 S%

動画選択 S%
別の動画の確認：■  $S動画選択 S%

セルフタイマーを利用して静止画／動画を撮影できます。 

.内側カメラでは利用できません。 

.以下の操作は、 P.6-6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。 

.お買い上げ時には、「 Off」に設定されています。 
1

 

B（メニュー）を押す。 

2「セルフタイマー」を選び、 %を押す。 
3 時間を選び、 %を押す。

「 a」などが表示され、選択した時間でセルフタイマーが

設定されます。

セルフタイマーの解除：「■  Off」選択 S% 

セルフタイマー音が

.設定した時間を過

の画像が表示され

す。

撮影のやり直し：■

,セルフタイマーが

に戻ります。 
5 静止画を保存する

1静止画を保存
セルフタイマ

ます。

保存先選択画■

動画を保存する 

1撮影を終了す

2動画を保存す

押す。
セルフタイマ

ます。

保存先選択画■

6カメラを終了する

保存していない静■

SDビデオ内の
動画の確認

撮影時間／サイズを「 SDビデオ」にして撮影した 
ASF形式の動画を確認します。

メニュー X メディアプレイヤー S ビデオ S SDビデオ

便利な撮影方法

セルフタイマーで撮影する（静止画／動画）

注意 X 連写スピード（ A

ときは、セルフタ

補足 X 静止画／動画撮影

タイマーを設定で

「 10秒」→「



  

.以下の操作は、 P.6-6操作１の静止画撮影前の状態で行います。  

押す。 

選び、 %を押す。 
び、 %を押す。 

ね合わせ（５枚）」のいずれかを

」選択 S%（操作完了） 
び、 %を押す。

-3）が表示され、撮影画面に戻ります。 

 AP.6-11）を設定しているときは、

用できません。 
し、 %を押す。

連写撮影されます。 

手動（マニュアル）で撮影するときは、

６をくり返してください。

撮影中に A（キャンセル） 

前に撮影した連写画像を保存す るときは、

。 

操作のあと $
た画像は 消去され、連写撮影をやり直せ

。）

セルフタイマー撮影時のご注意
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静止画を連続して撮影できます。設定できる連写の種類は、

次のとおりです。

※ 1 横 480×縦 640ドット以下で利用できます。（横 480×縦 640ドッ

トでは、分割画像は作成されません。）

※ 2 分割画像とは、連続撮影したすべて の静止画を縮小し、１枚の

静止画内に配置したものです。連写画 像の内容が一覧で確認で

きます。

※ 3 横 240×縦 320ドット以下で利用できます。 

.設定できる連写撮影の速さ（連写スピード）は、撮影サイズ

によって異なります。 

.４枚／９枚連写では回数分シャッターを押す、「マニュアル」

も設定できます。 

.内側カメラでは利用できません。 

1B（メニュー）を

2「撮影モード」を

3「連写設定」を選

4「４枚連写」〜「重

選び、 %を押す。

連写の解除：「■  Off

5連写スピードを選

連写マーク（ AP.6

.セルフタイマー（

「マニュアル」は利

6画像を画面に表示

設定したスピードで

.４枚／９枚連写を

残りの回数分操作

連写の中止：連写■

,このあと、中 止

操作８へ進みます

,連写の取消：上記

（途中まで撮影し

る状態に戻ります

■セルフタイマー動作中に %を押すと、その時点で撮影され、セ

ルフタイマーは解除されます。

■セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作があると、撮影は

中止されます。（セルフタイマーは解除されません。）

■セルフタイマー動作中は、ズーム、明るさ調整以外の機能は利

用できません。

連写撮影する（静止画）

４枚連写※ 1 ４枚の静止画を連続して撮影し、４枚の静

止画と分割画像※ 2を作成します。

９枚連写※ 3 ９枚の静止画を連続して撮影し、９枚の静

止画と分割画像※ 2を作成します。

重ね合わせ（５枚）※ 3 連続して５枚の静止画を撮影し、５枚の静

止画と合成画像を作成します。
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7 連写撮影が終われば、分割画像ま

入手したフレーム［透過 PNG形式の画

も利用できます。 

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。 
れているフレームを利用する 

」を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。
示：フレーム選択 SB（表示） 

択に戻る：上記操作のあと $

補足 X 表示画像だけを保存したとき

と、終了するかどうかの確認画面が表示

 %を押すと、撮影し た静止画を 保存せ

に戻ります。 

、 %を押すと 、連写 撮影後の画 面に戻

影する（静止画）

L286_insatsu.book 13 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
たは合成画像が表示される。 

.横 480×縦 640ドットのときは、１枚

目に撮影した画像が表示されます。

連写画像内の静止画の確認：■  f 
, このあと、連写画像内の１枚だけを保

存す るとき は、保存す る画像 を表示

し、操作８へ進みます。

メー ル添付：■  A（ =） S P.14-7操作３

以降 
8 連写画像を保存するときは、 %を押す。

保存先選択画面表示時：保存先選択■  S% 
9 すべての連写画像を保存する 

1「全画像」を選び、 %を押す。
連写画像保存後、撮影画面に戻ります。

（連写設定はそのままです。）

１枚だけを保存する 

1「表示画像」を選び、 %を押す。
表示画像保存後、連写撮影後の画面に戻ります。

（連写設定はそのままです。）

他の静止画の保存：上記操作のあと■  f（静止画選択） 
S%S「表示画像」選択 S% 
,撮影画面に戻る：上記操作のあと $    

11110000 カメラを終了するときは、 "を押す。
保存していない静止画があるとき：■  AP.6-6 

.インターネットなどで

像（ 40Kバイト以下）］

.横 240×縦 320ドット以

.内側カメラでは利用で

.以下の操作は、 P.6-6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「フレーム追加」

4 あらかじめ登録さ

1「固定データ

2フレームを選
フレームの表■

, フレーム選

注意 X 暗 い所で撮 影する と、明るい 所で撮影 するよ りも連 写ス

ピードが遅くなることがあります。

４枚連写の分割画像

カメラを終了する

されます。 

.「はい」を選び、

ずに、待受画面

.「いいえ 」を選び

ります。

フレームを付けて撮



  

データフォルダ内のフレームを利用する 

影直後の画面から直接 S!メールに添

したあとは、データフォルダの操作で

11） 
。

： AP.6-6操作１〜操作２

 P.6-13操作７のあ と f（添付 する静止画

あと、 S!メール作成画面が表示されま

じめ添付されています。） 

に送信するよう、設定しておくことも

ァイル送信時設定： AP.14-38）

示時：保存先選択 S% 
を入力し、メールを送信する。

以降）

メール添付

付する

静止画を受信できるかなど、あらかじめ

相 手機種 のサー ビス対応 状況に ついて

.softbank.jp」を参照してください。
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1「データフォルダ」を選び、 %を押す。 
.選択できないフレームは、利用できません。 

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

,フレーム選択に戻る：上記操作のあと $ 

3

 
%を押す。

フレームを解除する 

1「 Off」を選び、 %を押す。

画面に表示さ れる装飾効果を 確認しながら、静止画 を撮影

できます。（効果付き撮影） 

.横 240×縦 320ドット以下の静止画撮影で利用できます。 

.内側カメラでは利用できません。 

.以下の操作は、 P.6-6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「効果付き撮影」を選び、 %を押す。 

4 装飾の種類を選び、 %を押す。

選んだ装飾効果で撮影できる状態になります。
効果の表示：■  B（表示） 

, 効果の変更：上記操作のあと $

効果付き撮影の解除：「■  Off」選択 S%

撮影した静止画を、撮

付して送信します。 

.撮影した静止画を保存

送信します。（ AP.8-

1静止画を撮影する

静止画の撮影方法■

連写画像の添付：■

選択） 
2

 

A（ =）を押す。

静止画が保存された

す。（静止画はあらか

.静止画を保存せず

できます。（添付フ

保存先選択画面表■

3宛先など他の項目

（ AP.14-7操作３

補足 X 連写撮影では、すべての静止画にフレームが付きます。

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

撮影した静止画を添

補足 X 送信先が添付した

ご確認 ください。

は、「 http://www
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静止画や動画を目的に応じて撮影で

影モードによって異なります。各機能

確認のうえ、ご利用ください。 

に切り替えられる機能もあります。

操作１の静止画撮影前、または P.6-8操

態で行います。

りますので、撮影を行ってください。

撮影方法を設定できます。 

D通常画面表示 
定」選択 S%S「アイコン表示」選

示」／「アイコン非表示」選択 S% 

Dパターン１ 
定」選択 S%S「シャッター音」選

択 S%
生：パターン選択 SB（再生） 

変更できません。 

ー音は固定です。ここでの設定は、反映

撮影した動画を添付する する設定

影時の画面表示を切り替えます。

○ 動画撮影モード ×

影時のシャッター音を設定します。

○ 動画撮影モード ×
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撮影した動 画を、撮影直後の画 面から直接 S!メールに 添付

して送信します。 

.

 
S! メールに添付できる動画のサイズ／形式などについては、 

P.6-8を参照してください。 

.撮影した動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.8-11） 
1 動画を撮影する。（ AP.6-8操作１〜 P.6-9 操作４） 

2「ビデオ写メール（保存）」を選び、 %を押す。

動画が保存されたあと、 S!メール作成画面が表示されま

す。（動画はあらかじめ添付されています。） 

.動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.14-38） 

,添付ファイル送信時設定（ AP.14-38）を「保存しな

いで送信」に しているときは、「ビデオ写メール（保

存）」ではなく「ビデオ写メール」と表示されます。
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.14-7操作３以降）

撮影方法や画像など、

きます。 
.利用できる機能は、撮

の説明内にある表でご

.ボタンを押して、簡単

（ AP.6-4） 

.各設定の操作は、 P.6-6

作２の動画撮影前の状

操作後、撮影画面に戻

撮影時の状態に合わせて

B（メニュー） S「設

択 S%S「通常画面表

B（メニュー） S「設

択 S%Sパターン選

シャッター音の再■

.シャッター音の音量は

.連写撮影時の シャッタ

されません。

注意 X . S!メール、 VGSメール非対応のソフトバンク携帯電話に

は動画は送信できません。 

.撮影した動画は、 MPEG-4 対応機以外のソフトバンク携

帯電話には送信できません。

補足 X 相 手機種 のサー ビス対 応状況 につい ては 、「 http://www.
softbank.jp」を参照してください。

撮影／画像に関

撮影方法の設定

表示切替 静止画撮

静止画撮影モード

シャッター音 静止画撮

静止画撮影モード



  

横 176×縦 144ドットの撮影で利用できます。 

D静止画：通常画質、動画：高画質 
質設定」選択 S%S画質選択 S% 
」→「最高画質」の順に画像はきれいに

ァイル容量が大きくなるため、保存可能

は減ります。

※内側カメラでは利用できません。 
D標準 

シーン別撮影」選択 S%S撮影環境

に、お買い上げ時の設定に戻ります。

メラ切替」（ AP.6-17）を行ったときも、

戻ります。 

、次のとおりです。 

D

 

On（録音する） 
マイク設定」選択 S%S「 On」／

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。 画質設定 静止画や動画の画質を設定します。

○ 動画撮影モード ○※

撮影環境を設定します。

○※ 動画撮影モード ×

に応じて自動的に調整します。

の少ない場所での撮影に適しています。

ど動きの多い被写体の撮影に適しています。

コント ラストがは っきりとし た被写体

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 ○

L286_insatsu.book 16 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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※横 128×縦 96ドット／横 176×縦 144ドットの撮影で利用できます。 
D等倍 

B（メニュー） S「表示サイズ」選択 S%S「等倍」／

「拡大」選択 S%

画像の明るさや画質など、撮影する画像に関する設定を変

更できます。 

D０（標準） 
B（メニュー） S「明るさ調整」選択 S%Sf（明るさ

選択） 

.カメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。

「内側カメラ／外側カメラ切替」（ AP.6-17）を行ったときも、

お買い上げ時の設定に戻ります。 

D壁紙（ 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% 
.内側カメラ で利用できる静 止画の撮影サイ ズは、壁紙（ 240× 

320）／Ｓサイズ（ 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 128×縦 96ドット／

B（メニュー） S「画

.「通常画質」→「高画質

なります。ただし、フ

画像数や撮影可能時間

B（メニュー） S「

選択 S% 
.カメラを終了するたび

「内側カメラ／外側カ

お買い上げ時の設定に

.設定できる撮影環境は

B（メニュー） S「

「 Off」選択 S%

静止画撮影モード × 動画撮影モード ○※

画像の設定

明るさ調整 静止画や動画の明るさを調整します。

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ○

撮影サイズ 静止画の撮影サイズを変更します。

静止画撮影モード ○ 動画撮影モード ×

静止画撮影モード

シーン別撮影 静止画の

静止画撮影モード

標準 周りの環境

夜景 夜景など光

スポーツ スポーツな

文字
白と黒な ど

の撮影に適

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

 

設定」選択 S%S「録画形式」選択 
「 MPEG４」選択 S%

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

横 176×縦 144ドットの撮影で利用できます。 
D外側カメラ 

外側カメラに切替」／「内側カメラ

に、お買い上げ時の設定に戻ります。 

内側カメラに切替」、内側カメラ利用時は

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
録画形式 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 ○※

ラと内側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、 QCIF（ 176× 144） 
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」／「 SDビデオ」選択 S%Sサ

イズ（保存形式）選択 S% 
.「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。 

, メール添付 

, 長時間撮影 

,

 

SDビデオ

※横 128×縦 96ドット／

B（メニュー） S「

S%S「 H.263」／

撮影した画像の保存先

像を保存できるように

きます。

※横 128×縦 96ドット／

B（メニュー） S「

に切替」選択 S% 
.カメラを終了するたび

.外側カメラ利用時は「

「外側カメラに切替」

サイズ す。

静止画撮影モード × 動画撮影モード ○ 

QCIF
（ 176× 144） 

MPEG-4形式／ H.263形式（ .3gp）の横 176
×縦 144ドットの動画を撮影します。 

SubQCIF
（ 128× 96） 

MPEG-4形式／ H.263形式（ .3gp）の横 128
×縦 96ドットの動画を撮影します。 

QVGA
（ 320× 240） 

MPEG-4形式（ .3gp）の横 320×縦 240ドッ

トの動画を撮影します。 

HQVGA
（ 240× 176） 

MPEG-4形式（ .3gp）の横 240×縦 176ドッ

トの動画を撮影します。 

QCIF
（ 176× 144） 

MPEG-4形式／ H.263形式（ .3gp）の横 176
×縦 144ドットの動画を撮影します。 

SubQCIF
（ 128× 96） 

MPEG-4形式／ H.263形式（ .3gp）の横 128
×縦 96ドットの動画を撮影します。 

QVGA
（ 320× 240） 

MPEG-4形式（ .ASF）の横 320×縦 240ドッ

トの動画を撮影します。

静止画撮影モード

その他の設定

内側カメラ／
外側カメラ切替

外側カメ

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。（動画撮影モードで、撮影時間／サイズを

「長時間撮影」、「 SDビデオ」にしているときは利用できません。） 

.「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（保存しない） 
B（メニュー） S「設定」選択 S%S「自動保存設定」

選択 S%S「 On」（保存する）／「 Off」（保存しない）

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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らの操作でインターネットに接続

動画を購入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、購入することもでき

P.7-3） 

ビデオ」を選び、 %を押す。 
は「ビデオを購入」を選び、 %を

続され、購入の画面が表示されます。 

ルやサイトなどを選び、購入してくだ

再生中に電話／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

。 

停止したとき、履歴（ AP.15-13）は残

きは、再生は継続したまま、メールが届

ます。

動画の購入について
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メディアプレ イヤーには、音楽を 再生する音楽プレ 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、入手する 方法によって 保存場所が異な り、それぞ

れの保存場所 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。 

.再生リストについて詳しくは、 P.7-15を参照してください。 

.再生中に本機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。

（続きから再生： AP.7-6、 P.7-8） 

.動画や音楽を購入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.15-12）

メディアプレイヤーか

し、音楽（着うた ®）／
.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

ます。（曲を検索： A

1「音楽」または「

2「曲を購入」また

押す。

インターネットに接

.このあと、ジャン

さい。

メディアプレイヤーについて

再生リスト

本体内の動画

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

本体／メモリカード内の

音楽

再生リスト 

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（音楽プレイヤー）

■電話着信 があった とき

は、再生は停止します

. ストリーミング中に

ります。

■メール着信があったと

いたことをお知らせし

音楽（着うた ®）／

メニュー X メディアプレイヤー
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などの音楽データを、パソコンを利

保存すると、本機で再生することが

ください 

著作権などの第三者知的財産権その他

うご注意ください。 

した音楽は、個人使用の範囲だけでご

ータは、メールに添付して送信できな

した音楽データなどが再生できます

できません） 

格に準拠した「セキュア AACデータ」
を再生できます。 

用になるときは、 P.7-4「 AACデータ

参照してください。

フォルダに保存してください 

P.11-9）や市販のメモリカードリー

用して、メモリカード内の次のいずれ

ください。   

 

 

Items/Music    

 

 

Items/Sounds

 

 

 

&

 

 

 

Ringtones

曲を検索する パソコンでの音楽データ保存について

データ保存時のご注意

の音楽データ保存の詳細

タ保存 について 詳しくは、付属 のユー

ウ ェ ア（ CD-ROM）内の「ユ ー ティ リ

ターターガイド」を参照してください。
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購入した動画／音楽には、著作権保護のためのコンテンツ・

キーが必要なデータがあります。 

.「 Q」が表示されている動画／音楽は、再生するためにコンテ

ンツ・キーの取得が必要です。 

.

 

P.7-6 操作２または P.7-9 操作３の全音楽／全ビデオ／再生リ

ストのリスト画面で次の操作を行うと、音楽／動画を再生す

るために必要なコンテンツ・キーを購入できます。 
1 動画または音楽を選び、 %を押す。 

.「 Q」が表示されている動画／音楽を選んでください。 
2「はい」を選び、 %を押す。

インターネットに接続され、購入の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。

お客様が購入された CD
用してメモリカードに

できます。

■著作権などにご注意
.ご利用にあたっては、

の権利を侵害しないよ

.メモリカード内に保存
使用ください。 

.

 
CDから変換した音楽デ

いことがあります。

■ SD-Audio規格に準拠

（着信音としては利用
.本機では、 SD-Audio規

および「 AACデータ」

,「 AACデータ」をご利

ご利用時のご注意」を

■音楽データは指定の

.カードリーダモード（  A

ダー／ライターなどを使

かのフォルダへ保存して

, PRIVATE/MYFOLDER/My

, PRIVATE/MYFOLDER/My

■ P.7-2操作１で次の操作を行うと、 Yahoo!ケータイの曲を検索

のページが表示され、音楽の検索／購入ができます。

「音楽」選択 S%S「曲を検索」選択 S% 
.このあと、画面の指示に従って音楽を検索し、購入してくだ

さい。

動画／音楽のコンテンツ・キーを購入する

パソコンでの音楽

パソコンで

■パソコン での音楽 デー

ティ リ ティ ー ソフ ト

ティーソフトウェアス



  

ンなどで保存した音楽データを、本

イクなどを利用して聴くこともできま

やメモリカードの状態、保存方法など

生できないことがあります。 

取り付けたり、取り外すときは、接続

ください。接 続プラグ以外を持って行

マイク端子が破損したり、コードが切

ます。 

定品以外は使用しないでください。指

すると、正常に動作しなかったり、本

が破損する恐れがあります。 

るときは再生できません。また、再生

ると、再生が中止されます。 

AACデータご利用時のご注意 

動画／音楽共通）
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7-4

7
メ
デ
ィ
ア
プ
レ
イ
ヤ 
l

■ AACデータ変換に対応したソフトウェアが必要です 

.「 iTunes」など、音楽を AACデータに変換できるソフトウェ

アが必要です。 

.「 iTunes」はソフトウェアの一例として、記載しています。

当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。 

.ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提

供各社のホームページなどでご確認ください。

■対応す るビットレート／サ ンプリング周波数は 次のとお

りです

※ 1 モノラルだけ対応します。

※ 2 ステレオだけ対応します。

購入した音楽や、パソコ

機で再生できます。 
.再生音は、イヤホンマ

す。 

.再生するデータの形式

によっては、本機で再

.イヤホンマイクなどを

プラグを持って行って

うと、本機のイヤホン

れたりする恐れがあり

.イヤホンマイクなど、指

定品以外のものを使用

機のイヤホンマイク端子

.電池残量が不足してい

中に電池残量が不足す

iTunesは、 Apple  Inc.の米国および他の国における登録商標また

は商標です。

ビットレート

（ kbps） 
16※ 1、 24※ 1、 32、 48、 64、 96※ 2、 128※ 2

サンプリング

周波数（ Hz） 
16000、 22050、 24000、 32000、 44100、 48000

注意 X「 iTunes」などで作成された AACデータのタイトル、アー

ティスト名は、本機では表示されません。

音楽の再生

再生時のご注意（
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4アーティスト名 

.アーティスト名がないときは、「アーティスト名なし」と表示さ

もアーティスト名が表示されます。

停止中／ a：早送り中／ b：早戻し中

P.7-7） 

 7：全曲リピート／ 5：ランダム 
は、「通常再生」です。

 

は、 URL接続（ AP.7-7）は利用できま

7-7） 

サラウンド／ h：サラウンド BASS 

は、「標準」です。

補足 X .再生中でも、マナーモードを切り替えることができます。
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1再生中表示
2再生リスト名

3タイトル 
.再生中は、サブ画面にもタイトルが表示されます。

れます。 
.再生中は、サブ画面に

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曲リピート／
.何も表示されないとき

8現在の再生経過時間

9音量

a

 
URL接続情報 
w： URL接続情報あり
.何も表示されないとき

せん。

b音響効果表示（ AP.

e： BASS／ g：
.何も表示されないとき

（ D１秒以上長押し） 

.マナーモード中でも、イヤホンマ イクなどを取り付ける

と、再生中の音を聴くことができます。 

.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、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。 

.再生するデータや再生音量に よっては、スピーカーでの

再生時に、ひずんだように聴こ 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。 

.再生するデータの数が多いと きは、再生リストや画面の

表示（更新）に時間がかかることがあります。

音楽再生画面

3

2
1

4

7
6
5

8

9

a
b



  

ム」にしているときは、 cをくり返し押

音楽を最初から再生します。

生」にしているときは、最後の動画や音

無効となります。

メディアプレイヤーを起動するときも保

再生する 再生中にできること（動画／音楽共通）

し押すと、前の動画や音楽を再生します。※ 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。

 E（上げる）、 b／ F（下げる）

１秒以上） 
押すと、音が出ます。

 B（メニュー） S「ヘルプ」選択 S%
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1「再生リスト」または「 SDオーディ

オ」を選び、 %を押す。

「再生リスト」選択時：■  f（「再生リス

ト音楽」／「再生リスト着うた」選択）

前回再生した音楽の続きを再生：「続き■

から再生」選択 S% 
2 再生リストを選び、 %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% 
,「全音楽」のリストで利用できます。 

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「通常再生」時： AP.7-7）

※ 1 再生モードを「ランダ

しても再生中の動画や

※ 2 再生モードを「通 常再

楽の再生中に押しても

※ 3 変更した音量 は、次回

持されます。

メニュー X メディアプレイヤー S 音楽

補足 X メディアプレイヤーの「音楽」から音楽を再生したときは、

オ プション 品のマイ ク付液 晶オーデ ィオリ モコンで 操作

することができます。

再生リスト一覧

再生中の動画や音楽

を最初から再生する 
c
くり返

次の動画や音楽を

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

音量の調節※ 3 a／

音を消す 
b（

aを

ヘルプの表示 0、
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使用時だけ音響効果を得ることができます。 

D標準

S効果選択 S% 
のとおりです。 

D通常再生

%S再生モード選択 S% 
は、次のとおりです。

動画や音楽の情報表示 音楽再生に関する設定

質を設定できます。

 S 音楽 S 設定

楽をそのまま再生します。 

音を強調します。

ラウンド効果が得られます。

ラウンド＋ BASSの効果が得られます。

ト内の音楽の再生方法を設定します。

 S 音楽 S 設定

に再生し、最後の音楽まで再生したあと
動的に止まります。

１曲をくり返し再生します。

の音楽をくり返し再生します。

の音楽を無作為に選び再生します。
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■イヤホンマイクなどの

「音響効果」選択 S%
.設定できる効果は、次

「再生モード」選択 S
.設定できる再生モード

■再生中または一時停止中に次の操作を行うと、動画や音楽の情

報を表示することができます。 
B（メニュー） S「詳細情報」選択 S% 
.

 
bを押すと、隠れている内容を表示できます。 

, 動画／音楽再生画面に戻る：上記操作のあと %

インターネットに接続する（ URL接続）

■再 生中また は一時停止 中に次の操 作を行うと 、 WEBリンク情

報をもとにインターネットに接続できます。 
B（メニュー） S「 URL接続」選択 S%S「はい」選択 
S%  

.

 
URL情報「 w」表示中のときだけ接続することができます。 

.インターネットに接続すると、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。

注意 X 再 生中にア ラーム が動作 したとき、再 生は一 時停止 しま

す。アラームの終了後、再生は継続されます。

補足 X .再生中に 'を押すと、動画や音楽を再生し ながら電話

帳やメール作成など、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。

音響効果 音響の音

メニュー X メディアプレイヤー

標準 音

BASS 低

サラウンド サ

サラウンド BASS サ

再生モード 再生リス

メニュー X メディアプレイヤー

通常再生
並び順
は、自

１曲リピート 選んだ

全曲リピート すべて

ランダム すべて



  

6音量  
接続情報 

 

は、 URL接続（ AP.7-7）は利用できま

することもできます。

定： AP.7-10）

を再生します。 

生中の画面の点灯方法／表示サイズは

7-10） 

、文字（テロップ）を流すこともでき

は「 SDビデオ」を選び、 %を押

んだときは、このあと P.7-9操作４へ進

の続きを再生：「続きから再生」選択 S% 
モリカード」を選び、 %を押す。

押すと、表示サイズを切り替えることが

.7-10）

 S ビデオ
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カメラで撮影 した動画、インター ネットで入手した 動画な

どが再生できます。 
.再生音は、イヤホンマイクなどを利用して聴くこともできま

す。 

.再生時のご注意については、 P.7-4を参照してください。

1動画再生領域／テロップ表示領域

2再生中のクリップ（動画）番号

3動作状態表示 
9：再生中／ 0：一時停止中／ A：コマ送り中／ 
a：早送り中／ b：早戻し中

4再生モード表示（ AP.7-10） 
.表示されるマークの意味は、音楽再生画面と同様です。

（ AP.7-5）

5現在の再生経過時間 
.指定した再生経過時間から動画を再生することもできます。

（指定時間に移動： AP.7-9）

7URL
w： URL接続情報あり
.何も表示されないとき

せん。 

.表示しないように設定

（ URL接続情報表示設

ビデオプレイヤーで動画

.動画の再生方法や、再

変更できます。（ AP.

.動画の再生に合わせて

ます。（ AP.7-12） 

1「再生リスト」また

す。 

.「 SDビデオ」を選

みます。

前回再生した動画■

2「本体」または「メ

動画の再生

動画再生画面

1

3

4

2
6
5

7

補足 X 再生画面で 2を

できます。（ AP

再生する

メニュー X メディアプレイヤー
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3 再生リストを選び、 %を押す。

できます。（ AP.7-6）

再生中にできること（動画専用）

メニュー） S「設定」選択 S%S P.7-10

P.7-11

停止中に d（１秒以上）

／ D（ AP.7-10） 

持つ動画を最後まで再生すると

示中の動画を最後まで再生すると、 URL
されま す。確認画面 で次の操作 を行う

接続できます。

定（ AP.7-10）を「 Off」にしていると

用できません。

ら動画を再生する（指定時間に移動）

次の操作を行うと、入力した再生経過時

ことができます。 
指定時間に移動」選択 S%S時間入

した動画を再生すると、画面の向きが変

ます。 

外で約５分 間何も操作 しないでお くと、

ヤーは終了します。
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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。

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% 
,「全ビデオ」のリストで利用できます。 

4 動画を選び、 %を押す。

動画再生画面が表示され、再生が始まります。 

.最後の動画まで再生すると、自動的に止まります。（再生

モード「通常再生」時： AP.7-10）
動画再生中にインターネットに接続する：■  AP.7-7

音楽と共通の操作も利用

全ビデオの

動画一覧

動画再生に関する設定 B（

動画の編集 A

コマ送り 一時

表示切替 2

WEBリンク情報を

■ URL接続情報「 w」表

接続の確 認画面が 表示

と、インターネットに

「はい」選択 S% 
.

 
URL接続情報表示設

きは、 URL接続は利

指定した再生経過時間か

■再生中／一時停止中に

間から動画を再生する

B（メニュー） S「

力 S%

補足 X .他の機器で録 画

わることがあり

.動画 再生画面以

メディアプレイ



  

D拡大

%S「標準」／「拡大」／「全画面」

は、表示サイズの 一部が選択できないこ

を押しても、次 の順に切り替えられま

）」→「全画面（マークあり）」→「標準」

変更すると、次回は設 定したものの次の

切り替わります。 

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

 

On（表示する）

選択 S%S「 On」（表示する）／

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 ビデオ S 設定 

報を表示するかどうかを設定します。

 S ビデオ S 設定

L286_insatsu.book 10 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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.

 

SDビデオ内の動画は、設定できません。 

D通常再生

「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常に点灯

「照明」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
選択 S% 
.動画のサ イズによって

とがあり ます。 

.再生中に 2または D
す。

「全画面（マークなし

→「拡大」… 

, 表示サイズの 設定を

表示サイズから順に

, 全画面表示 で一時停

し）」⇔「全画面（マ

「 URL接続情報表示」

「 Off」（表示しない）

再生モード 再生リスト内の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 ビデオ S 設定

通常再生
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ファイルリピート 選んだ１つの動画をくり返し再生します。

全ファイルリピート すべての動画をくり返し再生します。

ランダム すべての動画を無作為に選び再生します。

照明 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 ビデオ S 設定

常に点灯 再生中は、常に点灯します。

常に消灯 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
画 面表示設定の 照明（ AP.9-10）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

URL接続
情報表示 

URL接続情

メニュー X メディアプレイヤー
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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。 
 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。
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.横 240×縦 176ドット（ HQVGAサイズ）以上の動画は、編集

できません。 

.以下の操作は、 P.7-9操

1一時停止中または

2「編集」を選び、%

3「はい」を選び、%
.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。

テロップ編集
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、

本機以外で初期化したメモリカー 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。 

 を押す。 

ません。 
を選び、 %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

L286_insatsu.book 12 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９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.7-9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「はい」を選び、 %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。 

.このあと %を押して「一時停止」⇔「再生」するなどし

て、削除の開始位置を指定してください。 

.「前部分削除」を選んだときは、削除の開始位置から前の

部分をすべて削除します。「後部分削除」を選んだとき

は、削除の開始位置から後の部分をすべて削除します。
削除の取消：■  $ 

6 削除の開始位置で、 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.7-9操

1一時停止中または

2「編集」を選び、%

3「はい」を選び、%
.編集中は着信でき

4「テロップ編集」

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。
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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.7-15） 

.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%S「はい」選択 S%    
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「標準」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.7-14） 

.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

13） 

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。 

作９で行います。操作後、操作 10以降

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.7-13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.7-13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。

L286_insatsu.book 14 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９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.7-13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.7-13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.7-13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.7-13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.7-13操

を行い、テロップの作

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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再生リストで管理されています。各

べての動画を管理する「全ビデオ」

理する「全音楽」および、お好みで

る「再生リスト」があります。 

音楽の保存場所情報が記憶されます。

存されません。 

つの再生リストがそれぞれに登録され

することもできます。（ AP.7-16） 

ーソフトウェア内の「 Music  Manage r」

規作成や音楽の再生リストへの追加な

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。

1

2

3

再生リスト

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

L286_insatsu.book 15 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９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.7-13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.7-13操作 10以降

「詳細設定」選択 S%SB（初期化） S「はい」選択 S% 
.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。

本機内の動画や音楽は

再生リスト内には、す

と、すべての音楽を管

ファイルを選び分類でき

.再生リストには、動画／

実際の動画や音楽は保

.お買い上げ時には、３

ています。新しく作成

.付属のユーティリティ

でも、再生リストの新

ど、音楽を管理するこ

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

全ビデオ／全音楽

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



  

」内の動画／音楽を、作成した再生

るのは、動画／音楽の保存場所情報だ

音楽はコピーされません。 

、追加できません。 

を追加する 

選び、 %を押す。 

」を選び、 %を押す。 

は「メモリカード」を選ぶ。

を追加する 

び、 %を押す。 

」または「 SDオーディオ」を選ぶ。  

は「全音楽」を選び、 %を押す。 

選び、 B（メニュー）を押す。 
を選び、 %を押す。

新しい再生リストを作成する 再生リストに動画／音楽を追加する

L286_insatsu.book 16 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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「再生リスト」または「 SDオーディオ」内に、新しい再生リ

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。 

.お買い上げ時再生リストには、「再生リスト１」〜「再生リス

ト３」が登録されています。 

1 動画の再生リストを作成する 

1「ビデオ」を選び、 %を押す。 

2「再生リスト」を選び、 %を押す。 

3「本体」または「メモリカード」を選ぶ。

音楽の再生リストを作成する 

1「音楽」を選び、 %を押す。 

2「再生リスト」または「 SDオーディオ」を選ぶ。 
2

 

%を押す。

再生 リストの削除： 再生リスト選択■  S
B（メニ ュー） S「再生 リス ト削 除」

選択 S%S「はい」選択 S%
再生 リスト名 の変更：再生リ 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。

「全ビデオ」／「全音楽

リストに追加します。 

.再生リストに追加され

けです。実際の動画／

.「 SDビデオ」内の動画は

1 再生リストに動画

1「ビデオ」を

2「再生リスト

3「本体」また

再生リストに音楽

1「音楽」を選

2「再生リスト

2%を押す。 
3「全ビデオ」また

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

再生リストの

一覧画面

メニュー X メディアプレイヤー



 

7-17

 

7
メ
デ
ィ
ア
プ
レ
イ
ヤ 
l
 

6 追加先の再生リストを選び、 %を押す。

「 SDオーディオ」の「全音楽」内の

除されますので、削除してもよいかど

え、操作してください。 

メニュー）を押す。 

を選び、 %を押す。 
 を押す。 

メニュー）を押す。 
び、 %を押す。 

 を押す。

動画／音楽を削除する

 S ビデオ S SDビデオ

 S 音楽 S SDオーディオ 

」の動画／音楽を削除する

データフォルダのビデオフォルダから、

ータフォルダの着 うた・メロディフォ

ダから削除します。（ AP.8-8）

L286_insatsu.book 17 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
指定した再生リストの最下部に、動画／音楽が追加されま

す。

追加済の動画／音楽の削除：■  $S再生リスト選択 S%S
動画／音楽 選択 SB（メニュー） S「リストから削除」選

択 S%S「はい」選択 S%
リスト内の動画／音楽の位置移動：■  $S 再生リスト選択 
S%S動画／音楽選択 SB（メニュー） S「リスト内移動」

選択 S%Se（位置選択） S%

「 SDビデオ」内の動画、

音楽を削除します。 

.ファイルそのものが削

うかを十分ご確認のう

1動画を選び、 B（

2「クリップ削除」

3「はい」を選び、%

1音楽を選び、 B（

2「１曲削除」を選

3「はい」を選び、%

再生リストの情報を確認する

■動画／音楽の再生リスト選択画面（ AP.7-6 操作２、 P.7-9 操

作３、 P.7-16操作２）で次の操作を行うと、再生リストの情報

を確認することができます。

再生リスト選択 SB（メニュー） S「詳細情報」選択 S%

動画を削除する

メニュー X メディアプレイヤー

音楽を削除する

メニュー X メディアプレイヤー

S 全音楽

「再生リスト

■「全ビデオ」内の動画は

「全音楽」内 の音楽はデ

ルダまたは音楽フォル
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データ管理

L286_insatsu.book 1 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分



  

、待受画面で次の

ます。 

ダ」選択 S%

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。

択 S%S「本体」／「メモリカード」

不足すると、本機の動作が不安定になる

き容量が不足する前に、不要なメールや

ください。

L286_insatsu.book 2 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９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 やイン

ターネット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

データフォルダについて

補足 X .「 ピクチャー 」、「マイ 絵文字」、「着うた・ メロディ 」、

「 S!アプリ」、「音楽」、「ビデオ」、「生活アプリ」、「ブッ

ク」、「カスタムスクリーン」のフォルダからは、インター

ネットへ直接接続し、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.10-10）

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

マイ絵文字

音楽

S!アプリ

ブック

カスタムスクリーン

ビデオ

生活アプリ

その他ファイル

着信音 Flash®

Flash®

ピクチャー

デジタルカメラ

着うた・メロディ

静止画などの画像

主にサイズの大きな

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）

ダウンロードした
マイ絵文字 メロディなどの音楽、

ボイスレコーダーで

録音した音声 
S!アプリライブラリ

（ AP.16-2）

ダウンロードした
着うたフル ®

動画などのビデオ

ダウンロードした

着信音  Flash ®

ダウンロードした
電子コミック、

電子写真集など

ダウンロードした
生活アプリ

カスタムスクリーン
（ AP.9-6）ダウンロードした

 Flash ®

上記以外の vファイル、
辞書ファイルなど

メモリ

■データフォルダ画面で

「使用容量確認」選
選択 S% 
. メモリの空き容量が

ことがあります。空

ファイルは削除して
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■おもな動画ファイルファイルリスト画面
（拡張子） 内容  

ル（ .3gp） 3gpp形式の動画  

63フ ァイ

p4） 
3gpp形式の動画

（拡張子） 内容  

（ .mmf）
イン ターネットで 入手した

メロディ（画像付きもあり） 
イル

ダウンロードした着うた ® 

 .amr）
ボイ スレコーダー で録音し

た音声

ファイル（ P／ Q）は、著作権保護され

。「 Q」マークは、権利の切れた状態です。 

チャー、着信音／ビデオなどに設定され

には、「 .」マークが表示されます。 

可のファイルには、「 G」マークが表示さ

L286_insatsu.book 3 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
データフォルダ画面で、フォルダを選び %を押すと、ファ

イルリスト画面が表示されます。

■おもな静止画やアニメーションファイル

■おもな音楽ファイル

各種マークについて

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

（音楽付きもあり） 
S

 

SVGファイル（ .svgz） SVG-Tファイル

ダウンロードアイコン

ピクチャーフォルダ選択時

選択したファイルの内容

サムネイル表示

マーク ファイル形式

c MPEG-4ファイ

P
MPEG-4 ／ H.2
ル（ .3gp／ .m

マーク ファイル形式

5 SMAFファイル

Q オーディオファ

（ .mp4）

6 音声ファイル（

補足 X .鍵マークのある

たファイルです

.壁紙や画面ピ ク

ているファイル

.コピー／転送不

れます。



  

ファイルを、ファイル名／タイトル

タ形式、コンテンツ・キーの有無、

の順番に並べ替えます。 

 %を押す。
ォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：

 

押す。  
、生活アプリフォルダでは操作できま

ンロードアイコンにカーソルがあると

みます。 
選び、 %を押す。 

び、 %を押す。 
び、 %を押す。

データフォルダの表示方法を設定する ファイルを並べ替える

イル数が多いときに並べ替えると、フォ

表示に時間がかかることがあります。

、再度同じ方法で並べ替えを行うと、昇

わります。

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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.設定できる表示方法は、次のとおりです。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 
2

 

B（メニュー）を押す。 

.マイ絵文字フォルダ、着うた・メロディフォルダ、 S!ア

プ リフォルダ、音楽 フォルダ、生活 アプリフォル ダ、 
Flash

 

®フォルダ、着信音  Flash ®フォルダでは操作でき

ません。 
3「データ管理」を選び、 %を押す。 
4「表示切替」を選び、 %を押す。 
5「２行表示」、「縮小画像表示」、「確認画像表示」の

いずれかを選び、 %を押す。 

.ブックフォルダ、ビデオフォルダ、カスタムスクリーン

フォルダ、その他ファイルフォルダでは、「確認画像表

示」は選択できません。

選択したフォルダ内の

名、日付、サイズ、デー

並べ替えなしのいずれか

1フォルダを選び、
新しく作成したフ■

フォルダ選択 S% 
2B（メニュー）を

. S!アプリフォルダ

せん。 

.各フォルダのダウ

きは、操作４へ進

3「データ管理」を

4「並べ替え」を選

5並べ替え方法を選

ファイルリスト画面の表示方法を変更する

メニュー X データフォルダ

補足 X ファイルリスト画面で Dを押しても切り替わります。

確認画像表示縮小画像表示２行表示

メニュー X データフォルダ

注意 X フォルダ内のファ

ルダ内のファイル

補足 X 並べ替えた状態で

順／降順が切り替
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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。

ォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：

 A（選択）を押す。

。  
、生活アプリフォルダでは操作できま

表示されているファイル選択 SA（解除） 
、必要なファイルを選択する。 

／移動（ AP.8-9）などを行います。

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

晶オー ディオリ モコン で操作す ること

ダからカメラを起動する

デジタル カメラフォ ルダ／ビデ オフォ

画面で次の操作を行うと、カメラが起動

カメラ起動」／「ビデオカメラ起動」

／ デジタルカメラフォルダからは静止

オフ ォルダからは動画撮影モードが起

 AP.6-6 

P.6-8

択する

L286_insatsu.book 5 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
1 フォルダを選び、 %を押す。

フォルダ内のファイルリスト画面が表

示されます。
本 体 ／ 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%

 

2 ファイルを選び、 %を押す。

選んだファイルのファイル形式に応じて、再生または表示

されます。

画像の拡大表示：■  %（押すたびに拡大） 

, 拡大表示の終了：上記操作のあと $
音楽再生時の音量調節：■  a（上げる）／ b（下げる）

音楽ファイルの表示名切替：音楽選択■  SB（メニュー） S
「表示名切替」選択 S%S「ファイル名」／「タイトル」（お

買い上げ時）選択 S% 
3 ファイルリスト画面に戻るときは、 $を押す。 

.拡大 表示状態からファイルリスト画面に戻る ときは、 
$を２回押してください。 

.ファイルリスト画面で $を押すと、データフォルダ画

面に戻ります。

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、

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

. S!アプリフォルダ

せん。
選択の解除：「■  J」が

3操作２をくり返し

.このあと、コピー

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

メニュー X データフォルダ

ファイルリスト画面

（ピクチャーフォルダ）

ン品のマ イク付 液

はできません。

データフォル

■ピクチャ ーフォルダ ／

ルダのファイルリスト

できます。 
B（メニュー） S「

選択 S% 
,ピクチャーフォルダ

画撮影モード、ビデ

動できます。 

,静止画の撮影方法：

,動画の撮影方法： A

ファイルを複数選

メニュー X データフォルダ



  

 %を押す。

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。 

択することもできます。 
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。

フォルダ内の画像を連続して表示する（連続再生） ファイルの詳細情報を確認する

L286_insatsu.book 6 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
8-6

8
デ 
l

タ
管
理 

1「ピクチャー」または「デジタルカメラ」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「連続再生」を選び、 %を押す。

連続再生が始まります。 

.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 連続再生を停止するときは、 %を押す。 

1フォルダを選び、

新しく作成したフ■

フォルダ選択 S% 
2ファイルを選び、

.ファイルを複数選

3「詳細情報」を選

.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

メニュー X データフォルダ

連続再生の速さを設定する

■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。

メニュー X データフォルダ
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SVGファイルを確認する CCFファイルを確認する

ックフォ ルダに保 存してい る、ブック

8-10）専用の電子コミックや電子写真集

確認できます。 
ダ」選択 S%S「ブック」選択 S% 
 S%  

ーフィン」が起動します。 

いては、ブックサーフィン ®のヘルプを

 

リがあるときは、 S!アプリを終了するか

表示されます。「はい」を選び %を２回

の S! アプリは終了し、「ブックサーフィ

 

が一時停 止中のときは、利用 している 

情 報表 示が 制限 され るこ とが あり ま

Flash®とは

ネットからダウ ンロードできる 動画ア

ファイ ル）です。壁紙（ AP.9-3）な

信音  Flash ®とは

着信音として設定可能な、インターネッ

きる Flash ®ファイル（ A上記）です。

イ絵文字とは

ンジメール（ AP.14-11）作成時に絵文

IF画像ファイルです。インターネットか

どして、さまざまな絵文字を利用できま

L286_insatsu.book 7 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
■次の操作を行うと、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）を確認できます。 
%S「データフォルダ」選択 S%S「その他ファイル」

選択 S%S SVGファイル選択 S% 
.

 
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。 

.

 

SVGのファイルによっては動作しない機能もあります。 

.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」を利用し、パソコンで SVGファイ

ルを作成できます。 

.「 SVG-T」について詳しくは、「 http://j.sst.ne.jp/svgt/index_
pdc.html」（ケータイ専用サイト）でご案内しています。

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  

■次の操 作を行うと、ブ

サーフィン ®（ AP.1

などの CCFファイルを

%S「データフォル

SCCFファイル選択

, S!アプリ「ブックサ

. 以降の操作方法につ

参照してください。

. 一時停止中の S!アプ

どうかの確認画面が

押すと、一時停止中

ン」が起動します。

.「ブックサ ーフィン」

CCF ファ イル の詳 細

す。  

■ Flash ®とは、インター

ニメーション（ Flash ®

どに設定できます。

着

■着信音  Flash ® とは、

トからダウンロードで

マ

■マイ絵文字とは、アレ

字として利用できる G
らダウンロードするな

す。



  

3「データ管理」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。

や、データフォルダ内に保存されて

す。  
ファイルの削除は、「 S!アプリを削除す

照してください。 

 %を押す。 
る 

び、 B（メニュー）を押す。  
ルダ、生活アプリフォルダでは操作で

除する 

び、 B（メニュー）を押す。

削除する 

数選択し（ AP.8-5操作２以降）、 
）を押す。

イル／フォルダをすべて削除する 

び、 B（メニュー）を押す。 

」を選び、 %を押す。

を削除する

L286_insatsu.book 8 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９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、 S!アプリフォルダ、生活アプリフォ

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。 
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更できません。 

.同じ階層に、同じフォルダ名／ファイル名は使えません。

また、次の文字は使用できません。 

,半角の「￥」／「 /」／「 :」／「 ;」／「 .」／「 <」／「 >」／

「 |」／「 ?」／「 *」／「 "」 

.メモリの空き容量が少ないときは、変更できません。 

.デジタルカメラフォルダ、 S!アプリフォルダ、生活アプリフォ

ルダのフォルダ名／ファイル名は、変更できません。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 
2 フォルダまたはファイルを選び、 B（メニュー）を

押す。 

4「フォルダ名変更

び、 %を押す。 

5フォルダ名または

新規作成したフォルダ

いるファイルを削除しま

. S!アプリフォルダ内の

る」（ AP.16-5）を参

1フォルダを選び、

2 フォルダを削除す

1フォルダを選
. S!アプリフォ

きません。

ファイルを１件削

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

フォルダ内のファ

1ファイルを選

2「データ管理

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

フォルダ名／ファイル名を変更する

メニュー X データフォルダ

フォルダ／ファイル

メニュー X データフォルダ
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3「削除」または「全件削除」を選び、 %を押す。 3「コピー」または「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：「はい」選択 

のコピー／移動時：フォルダ選択 S% 
「移動」を選び、 %を押す。

をコピーする場合に、コピー／転送不可

れていたときは、エラーが表示され、コ

ファイル以外がコピーされます。 

コピー／移動したファイルの種類やデー

ては、他のソフトバンク携帯電話やパソ

できないことがあります。 

イル がある フォ ルダに、フ ァイ ルをコ

と、ファイル名が変わることがあります。

L286_insatsu.book 9 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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「はい」を選び、 %を押す。

データフォル ダ内のファイル を、新しく作成したフ ォルダ

や、メモリカードへコピー／移動します。 

.デジタルカメラフォルダ内のファイルは、ピクチャーフォル

ダ（本体／メモリカード）へコピー／移動できます。 

.コピー／転送不可ファイルは、コピーできません。 

.ファイルの種類やデータの内容によっては、コピー／移動で

きないことがあります。 

.

 
S!アプリフォルダ、生活アプリフォルダのファイルは、コピー／

移動できません。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 

.

 
S! アプリフォルダ、生活アプリ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 １件ずつコピー／移動する 

1ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。

複数のファイルをコピー／移動する 

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。 

4「本体」または「メ

壁紙などに設定さ■

S%
新しいフォルダへ■

5「コピー」またはファイルをコピー／移動する

メニュー X データフォルダ

注意 X .複数のファイ ル

ファイルが 含ま

ピー／転送不可

.メモリカード へ

タの内容によ っ

コンなどで利用

.同 じ名前 のフ ァ

ピー／移動する



  

着うた・メロディ」、「音楽」、「ビ

lash ®」のいずれかを選び、 %を

 B（メニュー）を押す。 

を選び、 %を押す。

P.4-8「発信履歴／着信履 歴の電話番号を

ンに、動画（ビデオ）／音楽（着信

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。

電話帳に登録する

する

 S ビデオ

L286_insatsu.book 10 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９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」、「電話帳に登録」、「着信ビデオ設定」、「音声着信

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」、「 Flash ®」、「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。

画面サイズ以外の画像選択時：「センタリング」／「全画面■

表示」／「画像全体表示」選択 S% 
, 画面サイズの画像選択時／「センタリング」選択時は、画

像を、 eで拡大／縮小、 Bで回転できます。 
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」、「

デオ」、「着信音  F
押す。 
2ファイルを選び、

3「電話帳に登録」

以降の操作：■  A

登録する」操作４

音声着信の着信パター

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

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」、「電話帳に登録」、「着信ビデオ設定」、「音声

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
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tooth®で接続し、 JPEG画像／ PNG
 

プリンタで印刷できます。 

を Bluetooth ®受信できる状態にしてお

デジタルカメラ」、「その他ファイ

選び、 %を押す。

ォルダ／デジタルカメラフォルダ選択時：

（メニュー）を押す。 
 を押す。 

選び、 %を押す。

行われます。 
押す。

求時：認証コード入力 S%
：「はい」選択 S% 
 を押す。

設定され、印刷が始まります。 

プリンタは自動的に停止します。
キャンセル）

音楽を設定する プリンタを利用して静止画を印刷する

ータによっては、送信先の Basic Imag- 

したプリンタの画像制限で、送信（印刷）

ります。

L286_insatsu.book 11 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
1「着うた・メロディ」、「音楽」、「着信音 Flash ®」の

いずれかを選び、 %を押す。 
2 ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。 
3「音声着信音設定」を選び、 %を押す。

データフォル ダから、各種ファイ ルを直接メールに 添付し

て送信します。 

1 フォルダを選び、 %を押す。 
2 ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。 

3「送信」を選び、 %を押す。 
4「メール添付」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%

 

5 宛先など他の項目を入力し、メールを送信する。

（ AP.14-7操作３以降）

本機とプリンタを Blue 

画像を印刷します。 

.

 
Bluetooth®に対応した

.あらかじめ、プリンタ

いてください。 

1「ピクチャー」、「

ル」のいずれかを

新しく作成したフ■

フォルダ選択 S% 
2静止画を選び、 B

3「印刷」を選び、%

4「 Bluetooth」を

自動的に機器検索が

5機器を選び、 %を

受信側より認証要■

他の機器と接続時■

6「はい」を選び、%
オフラインモードに

.印刷が終わると、
印刷の中止：■  A（

メニュー X データフォルダ

ファイルをメールに添付する

メニュー X データフォルダ

メニュー X データフォルダ

注意 X 送信する静止画デ

ing Profileに対応

できないことがあ



  

3%を押す。  

。 
び、 %を押す。

保存」選択 S% 
し、 %を押す。 

 %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  

。

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 

L286_insatsu.book 12 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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ファイルを、壁紙用や目覚まし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」〜「目覚まし」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「新規保存」を選

上書保存：「上書き■

6ファイル名を入力

7保存場所を選び、

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

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

目覚まし 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
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7「新規保存」を選び、 %を押す。 2%を押す。  

。 
び、 %を押す。

保存」選択 S% 
し、 %を押す。 

 %を押す。

い画像としてデータフォルダに保存

、画像データサイズが変わるため、装飾し

メールの送信ができないことがあります。
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上書保存：「上書き保存」選択■  S% 
8 ファイル名を入力し、 %を押す。 

9 保存場所を選び、 %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：■  $  

3A（保存）を押す

4「新規保存」を選

上書保存：「上書き■

5ファイル名を入力

6保存場所を選び、

編集後の画像が新し

されます。

静止画を装飾する（レタッチ）

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

注意 X 画像を装飾すると

た画像の登録や、



  

った顔、泣き顔などに加工できます。  
、利用できます。 

顔パーツ（輪郭、目、口）の位置や大
。顔が正面を向き、大きく中央に写っ

してください。また、次のようなとき

いことがあります。 

／首を傾けている／暗い／目が髪で隠

に写っていない／口が開いている／
ヒゲを生やしている　など 

さを指定し直して加工することもでき

表示されるファイルで、利用できます。 

選び、 %を押す。 

ジの種類は、次のとおりです。

大きさの確認： B（顔抽出） 

操作のあと $

し： $

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）

 S ピクチャー S ファイルを選ぶ 

 S 編集 S 画像加工 

の右半分をもとにした左右対称の顔

の左半分をもとにした左右対称の顔

、口が微笑んでいる顔

、口が怒っている顔

、口が悲しんでいる顔

ッチリ目を合成

の目を合成

みだを合成

ガネとヒゲを合成

りマークを合成
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.「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 文字を組み合わせる 

1「テキスト貼付」を選び、 %を押す。 

2「フリーワード」を選び、 %を押す。
日付の入力：「日付」選択■  S%S操作２へ 

3文字を入力し、 %を押す。 
.最大 16文字まで入力できます。

スタンプを組み合わせる 

1「スタンプ」を選び、 %を押す。 

2スタンプを選び、 %を押す。
スタンプ選択のやり直し：■  $ 

2
 

gで文字やスタンプの位置を選び、 %を押す。

文字色／縁どり色の設定：■  B（文字色） S文字色／縁どり

色選択 S%SA（完了） 
3

 

A（保存）を押す。 

4「新規保存」を選び、 %を押す。

上書保存：「上書き保存」選択■  S% 
5 ファイル名を入力し、 %を押す。 
6 保存場所を選び、 %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。

画像内の顔を笑い顔や怒
. JPEG画像／ PNG画像で

.フェイスアレンジは、
きさを元に加工します

ているファイルを利用

は、うまく加工できな

.ピントが合っていない

れている／画面の中央
メガネをかけている／

.顔パーツの位置や大き

ます。（ AP.8-15） 

.「画像加工」のメニューが

1アレンジの種類を

.設定できるアレン

顔パーツの位置や■

,確認の終了：上記

アレンジのやり直■

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

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）

S フェイスアレンジ

右顔合成 顔

左顔合成 顔

微笑む 目

怒る 目

悲しむ 目

パッチリ目 パ

炎 炎

なみだ な

伯爵 メ

カチン 怒
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2

 

%を押す。  3顔の輪郭を指定する。

 $ 
面上左の目→口の順に、それぞれ

する。 

に従って、上記操作３と同様に操作し

たあと %を押すと、指定した顔パーツ

ます。 

やり直すときは、操作２以降をくり返

れている顔パーツに戻す： $ 
 %を押したあとは、操作できません。  

 を押す。 
 %を押す。

を付加した 画像が新しい画像 として

録され、フェイスアレンジ画面に戻り

像を使ってフェイスアレンジの操作を

顔パーツで画像を加工できます。

%
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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3A（保存）を押す。 
4「新規保存」を選び、 %を押す。

上書保存：「上書き保存」選択■  S% 
5 ファイル名を入力し、 %を押す。 
6 保存場所を選び、 %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。

フェイスアレンジを行うと、認識した顔パーツの位置が、加

工する顔の位置とずれていることがあります。

このときは、以下の操作で位置や大きさを調整できます。 
.顔パーツは画像ごとに調整して登録します。 
1

 

P.8-14「顔写真を加工する（フェイスアレンジ）」操

作１で、 B（顔抽出）を押す。 
2

 

B（修正）を押す。

顔輪郭の枠の左上に「＋」が表示されます。 

指定のやり直し：■

4画面上右の目→画

の顔パーツを指定

.画面上部のガイド

ます。 

.口の位置を指定し

がすべて表示され

.顔パーツの指定を

してください。

あらかじめ設定さ■

,口の位置を指定し

5%を押す。 

6「はい」を選び、%

7保存場所を選び、

指定した 顔パーツ

データフォルダに登

ます。 

.このあと、この画

行うと、指定した

注意 X フェイス アレンジを行った画像を S! メールに添付したり、

壁紙などに設定して楽しまれるときは、人格権、肖像権を

尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

顔パーツの位置／大きさを調整する

%
Z

gで顔の輪郭の左

上に「＋」を移動 



  

%SA（保存） S「新規保存」選

入力 S%S保存場所選択 S%
回転方法選択時に $
存」選択時に「上書き保存」選択 S%

 S%Sファイル形式選択 S%S
ファイル名入力 S%S保存場所選択 

ると、データサイズや画質が変わること

る

択 S%Sファイルサイズ選択 S%
 「新規保存」選択 S%Sファイル

所選択 S%
存」選択時に「上書き保存」選択 S% 
すると、画質が変わることがあります。

その他の画像加工 回転 画像の向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 

ァイル形式やファイル サイズを変更する
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 
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.「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。

フ レーム 選択 S%S%SA（保存） S「新規 保存」選

択 S%Sファイル名入力 S%S保存場所選択 S%
フレーム選択のやり直し：フレーム表示中に■  $
上書保存：「新規保存」選択時に「上書き保存」選択■  S%

「シャープネス」〜「暗く」選択 S%S%SA（保存） S
「新規保存」選択 S%Sファイル名入力 S%S保存場所

選択 S%
補正のやり直し：補正表示中に■  $
上書保存：「新規保存」選択時に「上書き保存」選択■  S% 

.横 52×縦 52ドット以上の JPEG画像／ PNG画像で利用できます。

回転方法選択 S%S
択 S%Sファイル名

回転のやり直し：■

上書保存：「新規保■

ファイル形式を変更する

「ファイル形式」選択

$SA（保存） S
S%  

.ファイル形式 を変更す

があります。

ファイルサイズを変更す

「ファイルサイズ」選

S$SA（保存）S
名入力 S%S保存場

上書保存：「新規保■

.ファイルサイズを変更

フレーム JPEG画像／ PNG画像にフレーム（囲み）を付ける
ことができます。

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 フレーム

補正 画像を補正します。

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 補正

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）

S 回転

ファイル形式／
ファイルサイズ

画像のフ
ことがで

メニュー X データフォルダ

S メニュー（ B）

S 保存形式
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を選び、 %を押す。

枚目の画像として指定（左側に配置）

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。 

のときは、エラーメッセージが表示さ

を選び直してください。 
び、 %を押す。 

メント」のいず

押す。

選択 S% 
操作のあと $

択 S%SB（変更） 

え： B（入替）  

。  

し、 %を押す。 

 %を押す。

い画像としてデータフォルダに保存

ファイルを元に戻す
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 編集 S 画像合成

パノラマ合成画面
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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

されます。 

.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

れます。ファイル

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：画像選■

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

9保存場所を選び、

合成後の画像が新し

されます。

■画像加工で編集した画像を編集前の状態に戻せます。

画像を加工したあと「元に戻す」選択 S% 
, 編集した状態に戻す：上記操作のあと「やり直し」選択 S% 
.一度保存した画像は元に戻せません。保存する前だけ元に戻

せます。

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「合

 S% 
操作のあと %
択 S%SB（変更） 

選択 SB（メニュー） 
%S「はい」選択 S%  

。 

し、 %を押す。 
 %を押す。

い画像としてデータフォルダに保存

分割画像を作成する

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。 

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（左上に配置）

されます。 
2「 "」を選び、 %を押す。 

3 ファイルを選び、 %を押す。 

.利用できない画像のときは、エラーメッセージが表示さ

れます。ファイルを選び直してください。 

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
成画像表示」選択

,確認の終了：上記

画像の変更：画像選■

S画像選択 S%
画像の削除：画像■

S「削除」選択 S

5A（保存）を押す

6ファイル名を入力

7保存場所を選び、

合成後の画像が新し

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 画像合成

分割画像
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）、マナーモード／オリジナルモード： Off（無効）

集） S「エニーキーアンサー」選択 S
／「 Off」（無効）選択 S%

■運転中モードでは変更できません。 
ーモード／運転中モード： On（留守録する）

オリジナルモード： Off（留守録しない）

） S「簡易留守録設定」選択 S%S
／「 Off」（留守録しない）選択 S%

セット） S操作用暗証番号（４ケタ）

選択 S%

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 マナーモード設定

中の着信に対して簡易 留守録するかどう
します。

S 本体設定（ f） S マナーモード設定

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 マナーモード設定
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お使いになる状況に応じて、着信時の動作などを設定します。 

.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 ,マナーモード 

,運転中モード ,オリジナルモード 

D通常モード

モード選択 S% 

.通常モードの設定内容の変更は、 P.9-11「音・バイブ・ライ

ト」、 P.9-14「エニーキーアンサー」、 P.2-9「簡易留守録」で

行います。ここでは、「マナーモード」、「運転中モード」、「オ

リジナルモード」の設定内容の変更について説明します。

モード選択 SB（編集） S項目選択 S%S各項目の設定

（ AP.9-11「音量」／ AP.9-12「バイブ」／ AP.9-13

「着信ライト設定」／ AP.9-13「お知らせライト設定」） 

D運転中モード： On（有効

モード選択 SB（編

%S「 On」（有効）

Dマナ

モード選択 SB（編集

「 On」（留守録する）

モード選択 SA（リ

入力 S%S「はい」

マナーモード設定

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 マナーモード設定

モードの設定を変更する

補足 X マナーモードでは「音量」が、運転中モードでは「音量」／

「バイブ」／「簡易留守録設定」が設定できません。

設定変更
（着信時の動作）

音量、バイブ、着信ラ イト設定、お知らせ ライト
設定を変更します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S マナーモード設定

アンサー どうかを

メニュー X 設定 

簡易留守録設定
各モード
かを設定

メニュー X 設定 

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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D電源 On／電源 Off：固定データ、

／ S!一斉トーク着信／目覚まし：パターン１

像を設定する

 Off」選択 S%S「固定データ」／

ジタルカメラ」／「 Flash ®」／「そ

 %
 Flash ®」／「その他ファイル」選択時：

像選択 S%S%
選択時：上記操作のあとフォルダ選択 S
S%

カスタムスクリーン設定時に壁紙を設定すると

れます。（カスタムス クリーンは解除さ

ーンに戻すときは、「固定データ」など

行います。

ン」選択 S%S%

、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。 

のマイ絵文字フォルダに保存されている

に設定できません。

、「 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、目覚まし動作時）で表示します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 
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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」／「 Flash ®」／「そ

の他ファイル」選択 S%S画像選択 S%
「デジタルカメラ」選択時：「デジタルカメラ」選択■  S%S
フ ォルダ選 択 S%S画像選 択 S%S「セ ンタリ ング」／

「全画面表示」／「画像全体表示」選択 S%S%
画 面サ イズ 以外の 画像 選択 時：画 像選 択後「 セン タリ ン■

グ」／「全画面表示」／「画像全体表示」選択 S%S% 

, 画面サ イズの画 像選択時 または「セン タリング」選 択時

は、画像を eで拡大／縮小、 Bで回転できます。

壁紙を指定しない（白画像を表示）

「 Off」選択 S% 

音声着信／ TVコール着信

電源 On／電源 Off時の画

「電源 On」／「電源

「ピクチャー」／「デ

の他ファイル」選択S
「ピクチャー」／「■

上記操作のあと画

「デジタルカメラ」■

%S画像選択 S%

画面表示設定

画面表示を設定する

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 画面表示設定 

S 壁紙

■設定した内容が優先さ

れません。）

壁紙をカスタムスク リ

の選択時に次の操作を

「カスタムスクリー

注意 X .画像によっ ては

定できないこと

. S!ア プリ待受を

されないことが

.データフォル ダ

データは、壁紙

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



  

着信時／目覚まし動作時の画像を設定する

ト編集／表示中：大、メール本文表示中：大、

ウェブ閲覧中：大、文字太さ設定：太い

択 S%S項目選択 S%S文字サイ

 S%S太さ選択 S% 
で共通です。

注意 X .「音・バイブ・ライト」で設定した着信音／ビデオによっ

チ ャーの設定が無効となることがありま

／ビデオまたはフォトを登録している相

が通知 されて 電話が かか ってき たとき

定にかかわらず、電話帳に登録されてい

れます。

文字入力中、メール／インターネット画
れる文字サイズ／太さを設定します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

すると、一部の機能名などの表示が異な

。

ここで設 定した 文字サイ ズや文 字太さ

あり ます。
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「音声着信」〜「目覚まし」選択 S%S「パターン１」〜

「パターン３」／「ピクチャー」／「デジタルカメラ」／

「 Flash ®」／「その他フ ァイル」／「カス タムスク リー

ン」選択 S%
「ピクチャー」／「■  Flash ®」／「その他ファイル」選択時：

上記操作のあと、画像選択 S%S%
「デジタ ルカ メラ」選択 時：上記操 作のあ とフォ ルダ 選択■  
S%S画像選択 S%S% 

.「ピクチャー」／「デジタルカメラ」／「その他ファイル」を選

ぶと、画像によっては、表示範囲指定画面が表示されます。 g
で表示範囲を示す枠内に画像を移動したあと、 %を押してくだ

さい。 

.設定しているカスタムスクリーン によっては、着信時／目覚ま

し動作時の画像に「カスタムスクリ ーン」を選択できないこと

があります。 

D表示全般：大、テキス

サイズを設定する

「文字サイズ設定」選

ズ選択 S%

太さを設定する

「文字太さ設定」選択
.文字の太さは、各画面

注意 X S!アプリ一時停止中にメールを利用しているときは、着信

時 や目覚ま し動作時 に設定 した画像 が表示 されない こと

があります。

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

■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」、「 S! 一斉トーク着

信」、「目覚まし 」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%

ては、画面ピク

す。 

.電話帳の着信 音

手 から電 話番号

は、ここでの設

る画像が表示さ

文字サイズ設定／
文字太さ設定

メニューや
面に表示さ

メニュー X 設定 

S 文字表示

注意 X 文字サイズを変更

ることがあります

補足 X 画面によ っては、

にならない ことが
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DOff（表示しない）

「 Off」（表示しない）選択 S% 

D

 

Off（表示しない）

択 S%Sメッセージ入力 S% 
きます。 

 S%S「 On」（表示する）／「 Off」
% 

Dパターン１

ーン２」／「パターン３」選択 S%

時計／ 待受画面での時計 やカレンダーの表示 形式を設定 ネットワークオペ 待受画面に、ご利用の通信会社の情報（「 SoftBank」
示するかどうかを設定します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

S ネットワークオペレータ名表示

れたときに、画面にメッ セージを表示す
かを設定します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

入力時の数字の表示形式を設定します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 
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D時計（大）

表示形式選択 S%

■カレンダーの見かた 

Dステータス行： On（表示する）、ソフトキー： Off（表示しない）

「ステータス行」／「ソフトキー」選択 S%S「 On」（表

示する）／「 Off」（表示しない）選択 S%  

「 On」（表示する）／

表示内容を設定する

「メッセージ編集」選

.最大 10文字 まで入力で

On／ Offを設定する

「 On／ Off設定」選択

（表示しない）選択 S

「パターン１」／「パタ

カレンダー表示 します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

S 待受設定 S 時計／カレンダー表示

注意 X .壁紙 を設定 して いると きは、壁紙 の画 像の上 にカ レン

ダーが表示されます。 

.お買い上げ時には、 2007年１月現在の祝日が登録されて

います。（春分の日、秋分の日の日付は前年の２月１日に

官報で発表されるため、異なることがあります。）

補足 X S!アプリ待受を設定していると、カレンダーが表示されな

いことがあります。

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
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 画面表示設定 

S 待受設定 S アイコン表示

祝日 

.祝日は、赤色で表示されます。

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.12-4）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。
時計（中）＋１ヵ月

レータ名表示 など）を表

メニュー X 設定 

S 待受設定 

電源 On
メッセージ

電源を入
るかどう

メニュー X 設定 

S 電源 Onメッセージ

ダイヤル表示
設定

電話番号

メニュー X 設定 

S ダイヤル表示設定



  

信音を、キャラクターなどの統一イ

ることができます。 

いる固定データ（「パターン１」、「パ

３」）を利用したり、インターネットか

用することができます。 

のカスタムスクリーンフォルダには、

存されています。 

、本機で利用できるキャラクターなど

用サイト「カスタモ」を紹介するデー

は設定できません。 

ターン１」に設定されています。

、本機のデータフォルダのカスタム

ダウンロードします。 

は、有料のものがあります。 

ーンは、カスタムスクリーンキーを購

ことで、利用できるようになります。

よびカスタムスクリーンキーのダウン

トを利用します。電波状態のよい所で

スタモ」（ http://www.custamo.com/）
こともできます。

待受ウィンドウを利用する カスタムスクリーンを利用する

ンをダウンロードする

は、カスタムスクリーンの提供サイトの

クリーンの料金などの詳細）を必ずご確
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待受ウィンドウを利用す ると、待受画面で S! 速報ニュース

（ AP.15-14）の情報を確認できます。 

.お買い上げ時には、 S!速報ニュースのご利用方法や、サービ

スの概要についての説明が表示されます。 
1

 

aを押す。 

.待受ウィンドウが表示され、 S! 速報

ニュースの情報が確認できます。
ニュース表示速度の変更：■  B（メニュー） 
S「アイコンパネルの設定」選択 S%S

「ニュース表示設定」選択 S%S「ニュー

ス表示速度」選択 S%S表示速度選択 
S%
ニュース表示対象の変更：■  B（メニュー） 
S「アイコンパネルの設定」選択 S%S

「ニュース表示設定」選択 S%S「ニュース表示対象」選択 
S%S表示対象選択 S% 

D自動

「自動」／「 English」／「日本語」選択 S% 
.「自動」にすると、取り付けている USIMカードの言語情報に従っ

て表示が切り替わります。

本機の各画面表示や着

メージに一括して変更す

.あらかじめ登録されて

ターン２」、「パターン

らダウンロードして利

.本機のデータフォルダ

「カスタモご紹介」が保

,「カスタモご紹介」は

をダウンロードする専

タです。

カスタムスクリーンに

.お買い上げ時には、「パ

カスタムスクリーンは

スクリーンフォルダから
.カスタムスクリーンに

.有料のカスタムスクリ

入（ダウンロード）する

（ AP.9-7） 

.カスタムスクリーンお

ロードはインターネッ

操作してください。 

.パソコンを使って「カ

からダウンロードする

表示言語（日本語／英語）を切り替える

日本語／英語切替
（ Language）

画面の表示を日本語または英語に設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S Language

待受ウィンドウ
カスタムスクリー

注意 X ご利用にあたって

情報（カスタムス

認ください。
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2カスタムスクリー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。 

・キーを 100件取得しているときは、不

キーを削除したあと、コンテンツ・キー

い。  

。

続され、カスタムスクリーンキーダウ

示されます。 

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） 
容を十分確認したうえで、画面の

タムスクリーンキーをダウンロー

後、 B（ OK）を押す。

スタムスクリーンフォルダ画面に戻

メニュー X データフォルダ S カスタムスクリーン
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1「カスタムスクリーンダウンロード」を選び、 %を

押す。

インターネットに接続され、カスタムスクリーン提供サイ

トの画面が表示されます。

「カスタモご紹介」を利用してダウンロードする：「カスタモ■

ご紹介」選択 S%S%S「はい」選択 S% 
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/MYFOLDER/My

 
 

 

Items/Custom Screens

■カスタムスクリーンキーを購入する 

1「カスタムスクリーン」を選び、 %を押す。

利用できるカスタムスクリーンが表示されます。 

.有料のカスタムスクリーンには、カスタムスクリーン

キーの有無により、次のマークが表示されます。 

.設定中のカスタムスクリーンには、「 .」が表示されます。

本体／ 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% 

タムスクリーンを

.「 Q」が表示されて

さい。 
3「コンテンツ・キ

.すでにコンテンツ

要なコンテンツ・

を取得してくださ

4B（取得）を押す

インターネットに接

ンロードの画面が表

.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（

5利用規約などの内

内容に従い、カス

ドする。 
6ダウンロード完了

データフォルダのカ

ります。

メニュー X データフォルダ

キーあり P キーなし Q



  

■データフォルダ内のカ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.9-7）

ドの切替： B（メニュ ー） S「本体へ切

ードへ切替」選択 S% 
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 カスタムスクリー ンとカスタムスクリ ーンキーを

ーンによっては、壁紙、画面ピクチャー、

ータが 準備さ れてい ない ことが ありま

、お買い上げ時の設定になります。 

しているときやファイルの内容によって

リーンが設定できないことがあります。

カスタムスクリーンを設定したあと、メ

外したり、他のメモリカードを取り付け

クリーンは解除されません。
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カスタムスクリーン選択 SB（メニュー） S「削除」選

択 S%S「はい」選択 S%
カ スタ ムス クリー ンキ ーも 同時 に削 除：上記 操作 のあ と■

「はい」選択 S% 
, 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「いいえ」選択 S% 
.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「カスタモご紹介」も消去できます。

カスタムスクリーン選択 SB（メニュー） S「 URL接続」

選択 S% 

.カスタムスクリーンによっては、設定完了までに時間がかか

ることがあります。設定中は "を押しても中止できません。

■あらかじめ登録されているカスタムスクリーンを設定する 

1「パターン１」、「パターン２」、「パターン３」のい

ずれかを選び、 %を押す。 
2「グリッドメニュー」、「横メニュー」、「縦メニュー」

のいずれかを選び、 %を押す。

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

本体／メモリカー■

替」／「メモリカ

2カスタムスクリー

.「 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

リーンの削除 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 

URL接続 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

カスタムスクリーンを設定する

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S カスタムスクリーン 

S 固定データ

メニュー X データフォルダ

注意 X .カスタムスクリ

着 信音な どのデ

す。このときは

.電池残量 が不足

は、カスタムスク

補足 X メモリカード内の

モリカードを取り

ても、カスタムス
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S!おなじみ操作を利用する S!おなじみ操作を解除する

 S!おなじみ操作を解除します。 
 S「 S!おなじみ操作解除」選択 S%S

操作を一時的に解除する

 S!おなじみ操作を一時的に解除します。 
） S「通常メニュー」選択 S%

を設定 すると、壁紙や画面 ピクチャー 、

定およびシ ンプルメニ ューは解除 され、

戻ります。また、 S!おなじみ操作の解除

い上げ時に戻ります。  
を設定時の画面では、文字サイズ設定／

 AP.9-4）で設定した内容は反映されま

語表示（ AP.9-6）の設定は反映されま
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本機を発売済の ソフトバンク携 帯電話またはその 他の携帯

電話の操作イメージに変更できます。 

.以前お使いの機種と近い操作感覚で本機を利用できます。

利用する機種のコンテンツ を S!おなじみ操 作提供サイトか

らダウンロードします。 

1「 S!おなじみ操作ダウンロード」を選び、 %を押す。

インターネットに接続され、 S!おなじみ操作提供サイトの

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。

あらかじめ、利用する機種の S!おなじみ操作 のコンテンツ

をダウンロードしてください。 

1 コンテンツを選び、 %を押す。 
2

 

%を押す。 

注意 X S!おなじみ操作は、既存機種と完全に同様の操作、画面表

示に変更するわけではありません。 

S!おなじみ操作をダウンロードする

メニュー X データフォルダ S カスタムスクリーン 

S!おなじみ操作を設定する

メニュー X データフォルダ S カスタムスクリーン 

■次の操作で、設定済の

%SA（メニュー）

「はい」選択 S% 

S!おなじみ

■次の操作で、設定済の

%SA（メニュー

注意 X . S!おなじみ 操作

着信 音などの設

お買い上げ時に

後も設定はお買

. S!おなじみ操作

文字太さ設定（

せん。また、英

せん。



  

D５秒

する：「 Off」選択 S%

信相手表示」を「 On」に設定してください。 

D

 
On（表示する）

「 Off」（表示しない）選択 S% 

D時計（大）

 Dを押すと、一時的に表示形式を切り替

時計表示設定の設定は変更されません。） 

Dパターン１

ーン２」／「パターン３」選択 S%

画面／ボタンの照明を設定する サブ画面を設定する

照明の点灯時間（自動的 に消えるまでの
設定します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

S 点灯時間

にメールの本文を表示 するかどうかを設
。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

S メール表示

の時計表示形式を設定します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

S 時計表示設定

の時計フォントを設定します。

S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

S 時計フォント
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D点灯時間： 15秒、明るさ調整：明るさ２

画面／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：時間選択画面で「■  Off」選択 S%

画面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% 

時間選択 S%
点灯しないように■

■あらかじめ、 P.9-11「着

「 On」（表示する）／

表示形式選択 S% 
.クローズポジションで

えることができます。（

「パターン１」／「パタ

照明
照明の点灯時 間（自動的に消えるま での時間）の
設定や、画面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 画面表示設定 

S 照明

補足 X ボタン照明の明るさは調整できません。

画面表示時間
画面表示の点灯時間（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 画面表示設定 

S 画面表示時間

補足 X 画 面表示時 間を「常 に表示」に 設定し ていて も通話中 は

５分で消灯します。照明や表示を復帰させるときは "以外

のボタンを押 してください。（ "を押 すと通話が終了しま

すのでご注意ください。）

点灯時間
サブ画面
時間）を

メニュー X 設定 

S サブ画面 

メール表示
サブ画面
定します

メニュー X 設定 

S サブ画面 

時計表示設定 サブ画面

メニュー X 設定 

S サブ画面 

時計フォント サブ画面

メニュー X 設定 

S サブ画面 
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定  

データを利用）

ール着信」／「 S!一斉トーク着信」

ータ」選択 S%S着信音選択 S%
Vコール着信」／「 S!一斉トーク着信」以

作のあと「着信音選択」選択 S%S「固

%S着信音選択 S%
後 B（再生） 

操作のあと B（停止）

データ以外を利用）

ール着信」／「 S!一斉トーク着信」

・メロディ」／「音楽」選択 S%S

種類選 択時：上記操作の あと「着信音選

着うた・メロディ」／「音楽」選択 S%S

後 A（再生） 

操作のあと $

を設定する

ール着信」選択 S%S「ビデオ」／

択 S%Sビデ オ／着信音  Flash ®

配信確認」選択時：上記操作のあと「着

%S「ビデ オ」／「着信音  Flash ®」選

着信音  Flash ®ファイル選択 S%
信音  Flash ®ファイル選択後 A（再生） 

操作のあと $

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 着信音／

着信音／ビデオを着信の種類別に設定できます。

S 本体設定（ f） S 音・ バイブ・ライト 

L286_insatsu.book 11 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
DOn（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%Sg（音量調節） S% 
.「音量 ５」が最大です。「だんだん大 きく」にすると、約４秒ご

とに、「音量１」〜「音量５」の順に音が大きくなります。

（「効 果音／音 楽再生」に は「だんだ ん大きく」 は設定でき ま

せん。）

着信音を設定する（固定

「音声着信」／「 TVコ

選択 S%S「固定デ

「音声着信」／「■  T

外選択時：上記操

定データ」選択 S
再生：着信音選択■

,再生の停止：上記

着信音を設定する（固定

「音声着信」／「 TVコ

選択 S%S「着うた

着信音選択 S%
上記以外の着 信の■

択」選択 S%S「

着信音選択 S%
再生：着信音選択■

,再生の停止：上記

ビデオ／着信音  Flash ®

「音声着信」／「 TVコ

「着信音  Flash ®」選

ファイル選択 S%
「メール着信」／「■

信音選 択」選択 S
択 S%Sビデオ／

再生：ビデオ／着■

,再生の停止：上記

うかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 画面表示設定 

S サブ画面 S 着信相手表示

音・バイブ・ライト

着信時の動作を設定する

音量 着信音量やメール着信音量などを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 音・バイブ・ライト 

S 音量

ビデオ

メニュー X 設定 

S 着信音／ビデオ



  

着信音の鳴動時間を設定する

（音声着信／ コール着信／ 一斉トーク着信以外）

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）

バイブ
着信時の 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 音・ バイブ・ライト 

定中、本 機を机 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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TV S!

「音声着信」／「 TVコール着信」／「 S!一斉トーク着信」

以外選択 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

カスタムスクリーン設定時に着信音／ビデオを設定すると

■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／ビデオ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%

注意 X .音声や CDなどか ら取り込んだ音 楽データの内容な どに

よっては、着信音に設定できないことがあります。 

.メモリカード内の音楽のデータを 着信音または効果音に

設定しているときに、メモリカ ードを抜くと、お買い上

げ時の設定に戻ります。（「電源 On音」を除く）

同じメモリカードを再び取り 付けると、本体の設定を変

えない限り、以前同じメモリカー ドで設定していた着信

音または効果音に設定されます。（メモリカード内の音楽

のデータを編集すると設定されません。） 

.インターネットでファイルをダウ ンロードしているとき

や、ストリーミングしていると き、静止画を編集してい

るときなどに音声着信がある と、お買い上げ時の着信音

が鳴ることがあります。 

.着信と連動するタイプの S!アプリを S!アプリ待受に設定

しているときは、ここで設定した 着信音／ビデオが動作

しないことがあります。 

.３ M バイト以上の video/3gpp形式などの動 画ファイル

は着信音に設定でき ません。

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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定  

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木琴

（再生） 

あと B（停止）  

は、受話音量と連動しています。（ S!一斉

11「音量」の設定に連動します。）

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 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 音・ バイブ・ライト 

S ボタン確認音 

ーク利用時の効果音を設定します。

S 本体設定（ f） S 音・ バイブ・ライト 

S S!一斉トーク
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DOn（点滅する） 
S!速報ニュース： Off（点滅しない） 

On／ Offを設定する

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）のときは、ライトが主旋律で点滅します。 

On／ Offを設定する

お知らせの種類選択 S%S「 On」（点滅する）／「 Off」
（点滅しない）選択 S% 
.お買い上げ時の設定は、次のとおりです。 

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% 

音選択 S%
再生：音選択後■  B
,停止：上記操作の

. S!一斉トークの効果音

トーク着信音は、 P.9-

設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 音・バイブ・ライト 

S 着信ライト設定

お知らせ
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 音・バイブ・ライト 

S お知らせライト設定

お知らせライト On／ Off

不在着信 On

メール着信 On  

S!ともだち状況通知 Off

簡易留守録 Off

着信お知らせ機能 On  

S!アプリ開始要求 Off

配信確認 Off

ボタン確認音 ボタンを

メニュー X 設定 

S 効果音 

S!一斉トーク S!一斉ト

メニュー X 設定 

S 効果音  



  

Dイヤホン＋スピーカー

イヤホン＋スピーカー」選択 S% 
イヤホンマイクなどが差し込まれていな

み」にしていても、スピーカーから着信

D音量５ 

D

 

Off（無効）

ff」（無効）選択 S%

その他各種 エラー時、電源 On／ Off時、本体オープン／クロー その他の項目を設定する

マイクなどの接続時 に、着信音を鳴らす
定します。

S 本体設定（ f） S 着信音出力切替

時の受話音量を設定します。

S 本体設定（ f） S 受話音量調節

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 音・ バイブ・ライト 
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Dエラー音：エフェクト１／鳴動時間 0.5秒、
電源 On音／電源 Off音： Off／鳴動時間５秒、

本体を開ける音：エフェクト４／鳴動時間２秒、
本体を閉める音：エフェクト５／鳴動時間２秒、

充電完了音： Off／鳴動時間２秒

各種効果音を設定する（固定データを利用）

音 の種類 選択 S%S「音 選択」選択 S%S「固定 デー

タ」選択 S%S音選択 S%
再生：音選択後■  B（再生） 

, 停止：上記操作のあと B（停止）

各種効果音を設定する（固定データ以外を利用）

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■  A（再生） 

, 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% 
.鳴動時間を設定した音よりも長く しても、設定した音の長さで

鳴動は終了します。

音を消す

音の種類選択 S%S「音選択」選択 S%S「 Off」選択 S% 

「イヤホンのみ」／「
.イヤホンマイク 端子に

いときは、「イヤホンの

音が鳴ります。 

g（音量調節） S% 

「 On」（有効）／「 O

効果音 ズ時、充電完了時の音と鳴動時間を設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 音・バイブ・ライト 

S 効果音

着信音出力切替
イヤホン
場所を設

メニュー X 設定 

受話音量調節 通話開始

メニュー X 設定 

エニーキー
アンサー

エニーキ
どうかを

メニュー X 設定 

S エニーキーアンサー
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D時間帯：東京、サマータイム： Off

%Sf（地域選択） S%
録されて いないと き： B（ オリジナ ル） 

大 16文字） S%Se（＋／−） Sd

選択 S%S「 On」選択 S%
の解除：「サマータイム設定」選択 S%S

ると、設定した都市の時刻が、１時間進

す。 

時刻書式： 24時間、日付書式：年／月／日

S「 24時間」／「 12時間」選択 S%

S「日 .月 .年」／「月 -日 -年」／

%

時間帯／ お使いの地域（時間帯）を設定します。
マータイムも設定できます。

S 本体設定（ f） S 日時設定

間制（ 24時間制／ 12時間制）や日付の表
設定します。

S 本体設定（ f） S 日時設定
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.下記の項目は、それぞれのページを参照してください。

時刻書式が「 24時間」のとき

西暦入力（４ケタ） S月入力（２ケタ） S日入力（２ケタ） 
S時入力（２ケタ） S分入力（２ケタ） S%

時刻書式が「 12時間」のとき

西暦入力（４ケタ） S月入力（２ケタ） S日入力（２ケ

タ） S時入力（２ケタ） S分入力（２ケタ） Se（ am／ 
pm選択） S% 

地域（都市）を設定する

「時間帯設定」選択 S
お使いの 地域が登■

S都市名入力（最

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」

サマータイム設定■

「 Off」選択 S% 
.サマータイム を設定す

んだ状態で表示されま

D

時刻書式を設定する

「時刻書式」選択 S%

日付書式を設定する

「日付書式」選択 S%
「年／月／日」選択 S

日時設定

世界時計 AP.12-14 目覚まし AP.12-11

日付時刻設定 本機の日付／時刻を設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 日時設定 

S 日付時刻設定

注意 X .日付書式（ A 右記）の設定内容によっては、入力する

項目の順番が変わります。画面の 指示に従って入力して

ください。 

.設定した時刻は、電池パックを交 換するときにも保持さ

れますが、約３日間程度電池パ ックを外しているか、空

の状態で放置していると、記憶が消えることがあります。

このときは、日付／時刻を再設定してください。

補足 X .曜日は自動的に設定されます。 

.日付／時刻を設定していない とき、着信履歴や発信履歴

などの日時は「 --/--/-- --:--」と表示されます。 

.ボタンを押し間違えたときは、 fでカーソルを移動した

あと、正しい数字を入力してください。 

.待受画面に表示される時計の 表示方法を設定したり、カ

レンダーを表示することもできます。（ AP.9-5）

サマータイム設定 また、サ

メニュー X 設定 

日付／時刻書式
時刻の時
示形式を

メニュー X 設定 



  

修正 S%S読み修正 S%S「はい」

） S「はい」選択 S%

ダウンロードした日本語変換用の辞

ます。

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
.15-9）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%

カレンダー書式
一週間の始まり を日曜日にするか、月曜 日にする ユーザー辞書

登録したユーザー辞書を修正／消去します。

S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

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。
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D日曜日 -土曜日

「日曜日 -土曜日」／「月曜日 -日曜日」選択 S%

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。

入力中の文字をユーザー辞書に登録：文字入力中に■  B（メ

ニュー） S「ユーザー辞書登録」選択 S%S開始文字選択 S
%S終了文字選択 S%S%S読み入力 S%S%

ユーザー辞書を修正する

単語選択 S%S単語

選択 S%

ユーザー辞書を消去する

単語選択 SB（削除

インターネットなどで

書（５件まで）を使用し

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

かを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S 日時設定 

S カレンダー書式

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

の修正／消去

メニュー X 設定 

S 登録単語リスト

ダウンロードした辞

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
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き、クローズポジションからオープ

きや、画面が自動的に消えた状態か

、あらかじめ登録していたお客様の

認証に成功しないと、本機を使用で

一部の機能の利用中などは、すぐに

とがあります。このときは、利用中

認証が行われます。） 

登録した顔画像と認証時のお客様の画

ます。顔画像の撮影時や認証時には、

さい。 

顔の特徴がはっきりと見えるようにし

いたり、レンズに色の付いているメガ

る、帽子をかぶっているときは、正し

ことがあります。 

る場所で操作してください。

、強い光があたる場所では、正しく登

があります。

ダウンロード
設定したダウンロード辞書を解除します。 定
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設定済の番号選択 SB（メニュー） S「設定解除」選択 S%

設定済の番号選択 SB（メニュー） S「詳細」選択 S%
確認の終了：上記操作のあと■  %

本機の電源を入れたと

ンポジションにしたと

ら復帰したときなどに

顔画像との照合を行い

きないようにします。（

顔認証が行われないこ

の機能を終了すると、顔

.顔認証は、あらかじめ

像を照合し、認証を行い

次のことにご注意くだ

,目、口、鼻、眉などの

てください。

目などに髪がかかって

ネやマスクをかけてい

く登録／認証できない

,顔が均一に明るく見え

暗い場所や逆光の場所

録／認証できないこと

辞書解除

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

S ダウンロード辞書

ダウンロード
辞書情報

ダウンロード辞書の詳細情報を確認します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S ユーザー辞書 

S ダウンロード辞書

セキュリティ設

顔認証を利用する



  

4ユーザー名を入力し、 %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。（ A下記） 
るときは、 A（保存）を押す。

つの顔画像が登録できます。顔認証

社／自動車内／駅など）や状態（顔

装着物の有無／明るさなど）を変え

しておくことをおすすめします。 

と、認証率は高くなりますが、セキュ

ります。 

じ人の顔画像を登録することもできま

認証率が高くなる可能性があります。 

顔全体が画面に入るようにしてくださ

画像が登録できないことがあります。

ようにしてください。 

作８のあとのユーザー登録画面で行い

び、 %を押す。

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
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お客様の顔画 像や名前、顔認証失 敗時に本人確認を 行うた

めの質問と答えを登録します。 
.ユーザーは５件（１件あたり５画像）まで登録できます。 

.本人認証のための質問と答えを登録しなかったときは、操作

用暗証番号を入力して認証を行います。 

1 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

2「ユーザー１」〜「ユーザー５」のいずれかを選び、 
%を押す。

ユーザー情報の編集：編集するユーザー選択■  S%
ユーザー情報の削除：削除するユーザー選択■  SB（削除） S

「はい」選択 S% 
3「ユーザー名：」を選び、 %を押す。 

5「質問登録：」を

6質問を入力し、 %

7「答え登録：」を

8答えを入力し、 %
.このあと、顔画像

9ユーザーを登録す

■顔画像を登録する

１件のユーザーには５

を行う場所（自宅／会

の方向／メガネなどの

て、複数の顔画像を登録
.複数の画像を登録する

リティレベルは低くな

.複数のユーザーに、同

す。画像数が増えれば、

.正面を向き、無表情で

い。顔が小さいと顔認証

また、顔を動かさない

.以下の操作は、上記操

ます。 
1「顔画像：」を選

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.9-25） 

.顔認証を設定しても、 S!  FeliCaは使用できます。ご注意

ください。

ユーザー登録を行う

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 ユーザー登録
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2「画像１」〜「画像５」のいずれかを選び、 B（撮

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。

き、クローズポジションからオープ

きや、画面が自動的に消えた状態か

顔認証が行われます。 
ラからの画像が使用されます。カメラ

の原因となります。やわらかい布で汚

使用ください。 

、すぐに顔認証が行われないこともあ
利用中の機能を終了すると、顔認証が

。 

（ AP.9-20）を「認証パンダ君」に

顔認証のアドバイスが表示されます。 

ると、本機が使用できるようになります。

顔認証の On／ Off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、本機の電源を入れ

ズポジションにしたときなど、画面が自

に、キー操作ロック状態になります。
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影）を押す。

顔画像の編集時：上記操作のあと「はい」選択■  S%
顔画像の削除：顔画像選択■  SA（削除） S「はい」選択 S% 
, 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 顔を画面に表示し、 %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。 
4

 

B（はい）を押す。

顔画像が登録されます。 
5「はい」を選び、 %を押す。

顔認証機能が「 On」になります。 

.続けて別の画像を登録するときは、操作２〜４をくり返

します。 

.ユーザー登録を完了するときは、このあと $を押した

あと、 P.9-18操作９へ進みます。 

.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（

本機の電源を入れたと

ンポジションにしたと

ら復帰したときなどは、
.顔認証には、内側カメ

が汚れていると誤認証

れをふき取ってからご

.他機能の利用中などは
ります。このときは、

行われます。 
1顔を画面に向ける

.顔認証ガイド設定

しているときは、

.顔が正しく認証され

注意 X セキュリティレベル（ AP.9-21）を「低（マスク装着可）」

にして利用するときでも、顔画像の撮影時にマスクはかけ

ないようにしてください。

メニュー X 設定 

S 顔認証機能 

補足 X 顔認証 On／ Off設

たときや、クロー

動的に消えたとき

顔認証を行う



  

DOff

」／「認証パンダ君」／「カスタム

% 
のとおりです。

顔が正しく認証されなかったとき
顔認証関連の設定を行う

にアドバイスや撮影中 の画像を表示する
を設定します。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S ガイド設定 

証時には「顔認証中です。しばらくお待

ださい。」と表示されます。

証時にお客様の顔（撮影中の画像）が表

れます。

証時 にパ ンダが 操作 方法を アドバ イス

す。

タムスクリーン（ AP.9-6）を設定しま
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「 Off」／「確認する

スクリーン」選択 S
.設定できる内容は、次

■「キー 操作ロ ック中 です」と表 示され た状態 でセキ ュリテ ィ

ロックがかかります。このときは、次の操作を行うと、セキュ

リティロックを解除できます。 
%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S% 
.

 
B（再認証）を押すと、再度顔認証を行うことができます。

■あ らかじめ登録し た質問が表示さ れたときは、 %を押した あ

と、正しい答えを入力し %を押すと、セキュリティロックは解

除されます。 

.答えを間違えたときは、メッセージが表示されます。このときは、 
%を押したあと答えを入力し直してください。答えがわからない

ときは、次の操作を行うと、本機が使用できるようになります。 
"S%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%

■セ キュ リテ ィロッ ク中 に Aを押 すと 、連絡 先（ AP.9-21）

を表示できます。 

.連絡先を表示するときは、あらかじめ連絡先を登録（ AP.9-

21）しておいてください。

補足 X あらかじめ、セキュリティレベル（ AP.9-21）を「低（マ

スク装着可）」にしておくと、顔認証時にマスクをかけて

いても認証できるようになります。ただし、セキュリティ

レベルは通常よりも低くなりますので、ご注意ください。

ガイド設定
顔認証時
かどうか

メニュー X 設定 

S 顔認証機能 

Off
顔認

ちく

確認する
顔認

示さ

認証パンダ君
顔 認

しま

カスタム

スクリーン

カス

す。
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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 

セキュリティ 顔認証のセキ ュリティレベル（顔の 認証精度）を PINコードを設定する 

れたとき、 PIN１コードを入力して照合を
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

N ２ロックが設定され、本機の使用が制

ク／ PIN２ロックを解除するときは、次

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.21-27）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.21-27）までご連絡ください。
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D中

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

操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%S連絡先入力 S% 
.最大 128文字まで入力できます。 

.

 

PINコードについて詳し

「 On」（照合する）／

PIN１コード入力 S%

レベル 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。

低

（マスク装着可）

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。

連絡先
顔が正しく認識されなかったとき（ AP.9-20）に
お客様の連絡先などのメモを表示できます。

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 連絡先 

PIN On／ Off
設定

電源を入
行うかど

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／ PI
限されます。 PIN１ロッ

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



  

きは、操作用暗証番号（ ４ケタ）を入力します。 
D

 
Off

るたびにキー操作ロックする

作用暗証番号（４ケタ）入力 S%

する

作用暗証番号（４ケタ）入力 S% 
てキー操作ロックを解除すると、キー操
ff」（解除）になります。

キー操作ロックする

S操作用暗証番号（４ケタ）入力 

解除する

作用暗証番号（４ケタ）入力 S% 

PINコード
PIN１コードまたは PIN２コードを変更します。 本機の操作を禁止する

証番号を入力しない と、本機を操作でき
にします。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

ー操作ロックは解除されません。
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■ 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 
PIN１コード入力 S%S新しい PIN１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%

■キー操作ロックを解除すると

クローズポジションにす

「自動」選択 S%S操

一度だけキー操作ロック

「即時」選択 S%S操

.一度暗証番号 を入力し

作ロックの設定は「 O

次に電源を入れたときに

「電源 On時」選択 S%
S%

キー操作ロックの設定を

「 Off」選択 S%S操

変更 

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定
キー操作ロック

操作用暗
ないよう

メニュー X 設定 

S キー操作ロック

補足 X 電源を切ってもキ
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D

 

On（利用する）

「 Off」（利用しない）選択 S%S操

タ）入力 S% 

D

 

Off

作用暗証番号（４ケタ）入力 S%
解除：「 Off」選択 S%S操作用暗証番号

に電話帳を選択したあと、操作用暗証番

帳を一時的に確認できます。

キー操作ロック設定中にできること IPサービス設定 S!ともだち状況や S!一斉トークを利用するかどう
します。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定  

誤って削除したり、他人 が使用できない
ます。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

定中は、次の機能は利用できません。 

、登録、修正、発信［短縮ダ イヤルでの

-14）も含む］
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「 On」（利用する）／

作用暗証番号（４ケ

「 On」選択 S%S操

電話帳使用禁止の■

（４ケタ）入力 S% 
.電話帳使用禁 止設定中

号を入力すると、電話

■待受中 

.

 
"長押し（２秒以上：電源の On／ Off）、 0〜 9／ $

（操作用暗 証番号入力／入力中の消去）

■通話中 

.

 
"（終話）、 B（メニュー表示）／ %［スピーカー On／ Off
切替（ TVコール中：画面切替）］、 A（マイクミュート On／ 
Off切替）、 !（オプションサービスの割込通話サービス利用

時の通話切替）、 0〜 9／ $（操作用暗証番号入力／入

力中の消去）

■着信中 

.

 
!／ %／ B（メニュー表示）／エニーキーアンサーの各ボ

タン（ AP.2-6）で電話に出る（エニーキーアンサー「 On」

設定時）、 "（応答保留）、 A（着信中の着信手動転送：転送

電話サービスを「呼出あり」に設定時）

注意 X キー 操作ロック設定 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。 

かを設定

メニュー X 設定 

S IPサービス設定

電話帳使用禁止
電話帳を
ようにし

メニュー X 設定 

S 電話帳使用禁止

注意 X 電話帳使用禁止設

, 電話帳の 検索

発信（ AP.4



  

などのシークレットデータは、シー

認や修正などが行えます。 

D表示しない

S操作用暗証番号（４ケタ）入力 

ドの解除：「表示しない」選択 S%

安心遠隔ロックを利用する シークレットデータを利用する

ットモードを設定（表示する）／解除（表
）します。

S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

知らない人でも偶然番号が合い、シーク

られることも考えられます。重大な秘密

てではなく、便利な機能としてお使いに

めします。

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。

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
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本機を紛失し たときなど、パソコ ンや携帯電話から の遠隔

操作で本機を 操作できない ようにします。ロッ ク中は、電

源を入れる以外の操作ができなく なり、自動的に ICカード

ロック（ AP.17-4）が設定されます。 

.「安心遠隔ロック」について詳しくは、「 http://www.softbank.
jp」（または携帯電話から「 My SoftBank」）を参照してくだ

さい。 

1

 

Aを押す。 
2「メニューリスト」を選び、 %を押す。 
3「 My SoftBank」を選び、 %を押す。 

.以降は画面の指示に従って、操作してください。

電話帳やスケジュール

クレットモードでだけ確

「表示する」選択 S%
S%

シークレットモー■

携帯電話から「 My SoftBank」に接続する

シークレット
モード

シークレ
示しない

メニュー X 設定 

S シークレットモード

注意 X 操作用暗証番号を

レットデータを見

などの記録用とし

なることをおすす

シークレッ

■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／ビデオの設定

また、発信履歴や着信

示されません。
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タ）入力 S%S「はい」選択 S%

は、操作用暗証番号を入力する前に確認

で、「はい」を選び %を押してください。  
 ,音楽プレイヤー利用中   

,赤外線通信利用中

操作用暗証番号を変更する すべてリセット
電話帳や データフォルダなど の内容を消去し、お

時の状態に戻します。

S 本体設定（ f） S 初期化 

セット」さ れた登録 内容や履 歴などの

戻すことはできません。操作用暗証番号

の状態に戻ります。また、お客様がダウ

アプリ、生活アプリも削除されますので、

承ください。 

されている「カスタモご紹介」や S!アプ

たときは、お買い上げ時の状態に戻りま

ータがあるときは、「すべてリセット」は

カード内のデータを消去したあと、操作

 AP.17-2）

L286_insatsu.book 25 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
D9999

現在の操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%S新しい操作

用暗証番号（４ケタ）入力 S%Sもう一度新しい操作用

暗証番号（４ケタ）入力 S%

操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%S「はい」選択 S%
S「はい」選択 S% 
.電話帳などの登録内容は消去されません。 

.次の機能などを利用中は、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、「はい」を選び %を押し

てください。 

,

 
S!アプリ一時停止中 , 音楽プレイヤー利用中 

,

 
Bluetooth

 
®利用中 , 赤外線通信利用中

操作用暗証番号（４ケ

S「はい」選択 S% 
.次の機能など を利用中

画面が表示されますの

, S!アプリ一時停止中

, Bluetooth®利用中 

暗証番号変更
現在使用してい る操作用暗証番号を、新 しい操作
用暗証番号に変更します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S セキュリティ設定 

S 暗証番号変更

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。

買い上げ

メニュー X 設定 

S すべてリセット

注意 X .一 度、「すべて リ

データは、元に

もお買い上 げ時

ンロードした S!
あらかじめご了

.あらかじめ登録

リを削除して い

す。 

.

 
ICカード内にデ

行えません。 IC
してください。（



  

DOff／国番号： 81（日本） 

 S%S「 On」／「 Off」選択 S%

を登録する

%S国名選択 S%
：国名選択時 に「国番号入力」選択 S%

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

す。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 国際発信設定 

「 On」にすると、「＋」が付いていない

（緊急発信を除く）に、自動的に国番号

ご注意ください。
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.下記の項目は、それぞれのページを参照してください。 

D

 

0046010

操 作用暗 証番 号（４ケタ）入 力 S%S国際コード入力 
S%

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%S「はい」選択 S%  

On／ Offを設定する

「 On／ Off設定」選択

自動的に付加する国番号

「国番号設定」選択 S
国番号を入力する■

S国番号入力 S%

通話設定

留守番・転送電話  AP.13-4、 P.13-2 発番号通知・表示  AP.13-10

割込通話 AP.13-5 発着信規制 AP.13-7

国際電話に関する設定

国際コード
設定

よく利用する国際コードを設定します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 国際発信設定 

S 国際コード設定

国番号リスト 国番号リストを変更／追加／削除します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 国際発信設定 

S 国番号リスト

付加しま

メニュー X 設定 

S 国番号自動付加

注意 X 国番号自動付加を

すべての電話番号

が付加されます。
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D５秒

ケタ）入力 S%S「応答時間」選択 
 S% 

D

 

Off（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%

自動応答（イヤホン）を利用する 自動応答開始
自動応答を開始するまでの時間を設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 自動応答（イヤホン）

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 通話時間お知らせ

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 通話明細表示 

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 通話明細表示 

L286_insatsu.book 27 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
イヤホンマイ クやハンズフリ ー機器接続中、音声着 信に自

動で応答できます。

自動応答（イヤホン）を「 On」にしたときは、着信音とは

別に、自動応答音が鳴ります。

（自動応答音はマナーモード設定中も鳴ります。） 

.ご利用後は、自動応答（イヤホン）は「 Off」にすることをお

すすめします。 

.ハンズフリー機器などから鳴動する自動応答音は、ハンズフ

リー機器の設定に従います。 

.本機、イヤホンマイク、ハンズフリー機器などからの着信音、

自動応答音の鳴動の有無については、次のとおりです。

※ 1 マナーモード設定時は鳴動しません。

※ 2 機器に依存します。 

D

 

Off（応答しない）

操作用 暗証番号（４ケタ）入力 S%S「 On／ Off設定」

選択 S%S「 On」（応答 する）／「 Off」（応 答しな い）

選択 S% 

操作用暗証番号（４

S%S応答時間入力

「 On」（鳴らす）／「

.お知らせ音は、１分間

「 On」（表示する）／

「 On」（表示する）／

本体
イヤホン

マイク

ハンズフリー

機器など

音声着信時の着信音 ○※ 1 ○ ○

音声着信時の自動応答音 ○ ○ ─※ 2

補足 X TVコール着信時の自動応答については、 P.5-8「自動応答」

で設定します。

自動応答
（イヤホン）設定

自動応答（イヤホン）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 自動応答（イヤホン）

時間

メニュー X 設定 

その他通話に関する

通話時間
お知らせ

通話中に
す。

メニュー X 設定 

通話後料金表示
通話後に
す。

メニュー X 設定 

S 通話後料金表示

通話時間表示
通話中に
す。

メニュー X 設定 

S 通話時間表示
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通信／外部接続
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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。 

うときの通信距離は、最大 10mです。機

電 波状況、相 手機器などによって、通

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

、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「はい」選択 S%  

® Bluetooth®利用時のご注意  

有効にする

S 外部接続（ f） S Bluetooth   

証要求や受信動作は、待受画面以外では

ん。また、キー操作ロック設定中や誤動

フトウェア更新中も、受け付けられませ
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「 Bluetooth ®」と は、 10m 以内にある本機どうしや他の 
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。

本機の 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

.本機どうしで通信を行

器間の距離や障害物、

信速度／通信距離は異

.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。 

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 2.0

対応 Bluetooth
プロファイル 

Headset Profile、 
Hands-Free Profile、 
Dial-up Networking Profile、 
Object Push Profile、 
File Transfer Profile、 
Basic Imaging Profile

出力 Bluetooth ®  Power Class2

注意 X 本機は、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 設定 

S On／ Off設定

注意 X 相手機器からの認

受け付けられませ

作防止設定中、ソ

ん。
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器を検索し、接続します。 

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

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。） 

 x」などのマークが表示されます。
中に A（キャンセル） 

登録）を押す。

：「はい」選択 S% 
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ます。 

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（周辺機器検索）

S 外部接続（ f） 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

.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「周辺機器検索」

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、「
検索の中止：検索■

2機器を選び、 %（

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、

.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

4%を押す。  

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 設定 



  

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

からデー タを１件ずつ 送信します。受

は、該当する 機能のデータ として自動

加します。

とのデータを一括で送受信します。

のデ ータ フォ ルダ 内へ フ ォル ダ単 位で

を受信します。（送信はできません。）

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、インターネット、

ヤー、メールの送受信や未受信メール操

tooth® でのデータ送受信は行 えません。

が終わると、自動的に、オフラインモー

す。 

の内容によっては、本機に正しく登録で

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、自分の電話

番号も送受信されます。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。

（画像 を別途転 送する ことに より、

フォトの設定が行えます。）
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1「登録済み機器」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「機器名称変

更」選択 S%S名前入力（最大 16文字まで） S%
登録済み機器の削除：機器選択■  SB（メニュー） S「削除」

選択 S%S「はい」選択 S%

他の Bluetooth ®対応 機器で周辺機 器検索を行った ときに、

本機の機器名（自 分の電話の名 称）を通知するかど うかを

設定します。 
.「 Off」にすると、他の Bluetooth ®対応機器で周辺機器検索を

行っても、本機は検索されません。 

.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 して本機に 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 S「はい」選択 S%S認証コード入

力 S% 
.あらかじめ本機の「 Bluetooth ®」（ AP.10-2）および「自分

の電話の公開」（ 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

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth

本機を公開する（自分の電話の公開）

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth  

S 自分の電話の設定 S 自分の電話の公開  

データの送受信方

１件データ送受信

送 信側

信 側で

的に追

一括データ送受信 機能ご

フォルダ単位受信
本 機

データ

注意 X . Bluetooth ®での

設定されます。

メディアプレ イ

作中に は、 Blue 

データの送 受信

ドが解除されま

.受信したデー タ

きないことがあ

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、

受信側のソフ トバンク携帯電話（本機を除く）の迷惑フォルダ

フォルダに登録されます。また、メール

して送信されますので、受信後は続き受

せん。

と、宛先が複数ある SMSが受信側の携帯

登録できなかったり、２件目以降のアド

あります。

内へフォルダ単位での受信ができます。

機能 １件 一括 備考

ンダーと予定表を 合わせて最大 300件ま

。データ受信中、 300 件に達すると確認

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。 

内のメールは送受信できません。 

サイズのメールは受信できません。 

マークのサイズが大きいとき、データ形

しく受信できないことがあります。 

るメー ルは、下書き、未 送信ボッ クス、

スを合わせて最大 500件です。一括受信

達すると確認メッ セージが表示され、超

ません。 

ク携帯電話からメールを一括受信したと

種によっては、本機でスカイメ ールが S!
み込まれることがあります。 

一括データ送受信時に、送信側でのフォ

ット設定は、受信側では反映されません。

タ受信時は、メール振り分け設定の条件

。
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※ 1 一括データ送受信時は、「カレンダー／予定表」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、メールとしては利用できません。

ではなく、通常の 受信

通知は通常の メールと

信などの操作はできま

※ 5 一括データ送信を行う

電話（本機を除く）で

レスが欠落することが

※ 6 本機のデータフォルダ

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。本機で設定できない

開始日時（ 2016年１月１日 0:00以

降）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。

予定表 ○ ○※ 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。本機で設定できない

期限日時（ 2016年１月１日 0:00以

降）が設定されているデータを受信

したときは、期限なしとして設定さ

れます。

メモ帳 ○※ 2 ○

ブックマーク ○ ○
ス トリ ー ミ ング デ ータ は Yahoo!
ケータイリストに保存されます。

受信ボックス ×※ 3 ○※ 4

送信済みボックス ×※ 3 ○

下書き ×※ 3 ○※ 5

例文 ○ ○※ 6 コピ ー／転送 不可フ ァイルは 送受

信できません。

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 .本機 には、カレ

で保存 できます

メッセージが表

.メモリカード の

タ 送受信が 行え

ファイルは１件

.未送信ボックス

.本機で扱えない

.送信したブッ ク

式によっては正

.本 機で登録で き

送信済み ボック

中に、 500 件に

過分は登録され

.他のソフトバ ン

き、送信側の機

メールとして読

.メールデータ の

ルダのシークレ

また、一括デー

が削除されます



  

■受信側の操作 

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：「はい」選択 S%S
% 
 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、「はい」を選び、 

え」選択 S%S「はい」選択 S%
に登録されるデータの受信時：「本体」／

択 S%

データを１件ずつ送受信する
S 外部接続（ f） S Bluetooth   

L286_insatsu.book 6 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
10-6

10
通
信
／
外
部
接
続

■送信側の操作 

.

 
Bluetooth

 

®を利用した１件データ送信は、 P.10-4〜 P.10-5「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：「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 辺機器検索 」選択■  S%S
B（再検索） S機器検索 

4 機器を選び、 %を押す。

機器接続時：上記操作のあと「はい」選択■  S% 
5 受信側をデータ受信の待機状態にする。 
6「はい」を選び、 %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%

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■

認証コード入力 S

3「はい」を選び、%
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

%を押す。

登録しない：「いい■

データフォルダ内■

「メモリカード」選

メニュー X 設定 

S On／ Off設定
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2送信側から接続要求されると、オフラインモードの

れる。

器からの接続要求時：「はい」選択 S%S
% 
 を押す。

設定されます。 
データ登録の確認画面が表示さ

キャンセル）

 " 

を選び、 %を押す。
待受画面に戻ります。
 A（キャンセル）

了： "

消して登録する 

て登録」を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。 

号（４ケタ）を入力し、 %を押す。
待受画面に戻ります。 

したときは、お客様の電話番号以外の

番号」は消去されます。（「自分の電話

されてきたときは、その内容が登録さ

 A（キャンセル）

了： "

データを一括送受信する
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■送信側の操作 

1「一括データ送信」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 辺機器検索 」選択■  S%S
B（再検索） S機器検索 

2 機器を選び、 %を押す。

機器接続時：上記操作のあと「はい」選択■  S% 
3「はい」を選び、 %を押す。

オフラインモードに設定されます。 
4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 
5 受信側をデータ受信の待機状態にする。 
6 データの種類を選び、 %を押す。

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%
電話帳選択時：「はい」／「いいえ」選択■  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。 

確認画面が表示さ

登録していない機■

認証コード入力 S

3「はい」を選び、%
オフラインモードに

4受信が始まると、

れる。

受信の中止：■  A（

受信の強制終了：■

5 追加登録する 

1「追加登録」
受信完了後、

受信の中止：■

受信の強制終■

すべてのデータを

1「全件削除し

2「はい」を選

3操作用暗証番
受信完了後、

.電話帳を受信

「自分の電話

番号」が送信

れます。）

受信の中止：■

受信の強制終■

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth  

S

 

On／ Off設定



  

ー機器などを登録しておいてくださ

 

ー機器のリストが表示されます。 
押す。

択状態）が表示されます。

：「はい」選択 S%
されている機器選択 S%
選択 SB（メニュー） S「機器名称変更」

力 S%

フォルダ単位でデータを受信する Bluetooth®を利用してハンズフリー機器などと接続する

S 外部接続（ f） S Bluetooth  

と本機との音声出力先を切り替える

が接続されている状態で、通話中に次の

力先を切り替えられます。 
「音声切替」選 択 S%S「本 体」／

% 
機で通話できます。 

すると、登録済のハンズフリー機器のリ

。
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フォルダ単位で データを送信で きる機器からデー タを受信

し、本機のデータフォルダ内に登録します。 
.本機では、フォルダ単位でのデータ送信はできません。 

.本機で受信できるのは、送信されてきたフォルダを送信側と

同じ階層に作成できる（または、同じ階層にすでに同名のフォ

ルダがある）ときだけです。 

.送信側の操作方法については、送 信する機器の取扱説明書を

参照してください。 

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：「はい」選択■  S%S
認証コード入力 S% 

3「はい」を選び、 %を押す。

オフラインモードに設定され、受信が始まります。

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：■  " 

.あらかじめハンズフリ

い。（ AP.10-3） 

1dを押す。

登録済のハンズフリ

2機器を選び、 %を

接続され、「 2」（選

他の機器と接続時■

機器の切断：接続■

名前の変更：機器■

選択 S%S名前入

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth  

S

 

On／ Off設定 

メニュー X 設定 

S 登録済み機器

ハンズフリー機器など

■ハンズフリー機器など

操作を行うと、音声出

B（メニュー） S
「 Bluetooth」選択 S
.「本体」にすると、本

.「 Bluetooth」を選択

ストが表示されます
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DOn

 S% 
作により通話を開始したときは、上記の

、常にハンズフリー機器での通話となり

選択 S%

注意 X .ハンズフリー機器などでの音 声通話中は、本機で受話音 常にハンズ ハンズフ リー機器接続時に、本機 の操作により通
したときの通話方法を設定します。

S 外部接続（ f） S Bluetooth  

 S 常にハンズフリー通話

etooth®機能の詳細を確認します。

S 外部接続（ f） S Bluetooth
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D 812SH

新しい機器名入力 S% 
.最大 16文字まで入力できます。（絵文字は入力できません。） 

Dタイムアウトなし

タイムアウト時間選択 S%
自動的に「■  Off」にしない：タイムアウト時間選択時に「タ

イムアウトなし」選択 S%  

「 On」／「 Off」選択
.ハンズフリー 機器の操

設定内容にか かわらず

ます。

「自分の電話の状況」

量を調節できません。ハンズフリ ー側で調節してくださ

い。 

.ハンズフリー機器からの発信 動作は、待受画面が表示さ

れているときだけできます。

補足 X .「 2」が表示されている機器は、切断されていても、発信／

着信すると自動的に再接続されます。 

.「 1」は非選択状態を表しています。接続中の機器を「 1」

にすると、切断確認画面が表示されます。 

Bluetooth

 

®関連の設定

機器名の変更
（自分の電話の名称） 

Bluetooth
 

®接続時、相手機器に表示される機器名
を変更します。

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth  

S 自分の電話の設定 S 自分の電話の名称

タイムアウト
時間 

Bluetooth
 

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

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth  

S 自分の電話の設定 S タイムアウト時間

フリー通話 話を開始

メニュー X 設定 

S 自分の電話の設定

自分の電話の
状況

本機の Blu 

メニュー X 設定 



  

るまで、お互いの赤外線ポートが向き

さないでください。 

いると通信しにくくなります。汚れて

いように柔らかい布でふき取ってくだ

てデータを送受信する

法

側 からデ ータを １件 ずつ送 信しま す。

側では、自動 的に該当する 機能のデー

して追加します。

ごとのデータを一括で送受信します。

のデータフ ォルダ内へフ ォルダ単位で

タを受信します。（送信はできません。）

側からデータフォルダの「ピクチャー」

は「デジタルカメラ」内の JPEG画像を

ずつ 送 信し ま す。受信 側 では デ ータ

ルダの「ピクチャー」に保存されます。

20cm以内
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「赤外線通信」とは、本機どうしや他の赤外線通信対応機器

（パソコンや携帯電話など）とワイヤレスで接続するための

方式です。 

.本機の赤外線通信機能は、 IrMC1.1に準拠しています。

ただし、相 手側の機器が IrMC1.1に準拠していても、機 能に
よっては送受信できないデータがあります。 

.通信中やメールの送受信中、インターネットの利用中に、赤

外線通信は行えません。 

.直接日光があたっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の

近くでは、これらの影響によって正常に通信できないことが

あります。 

.受信側、送信側のソフトバンク携帯電話（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

合ったままにして動か

.赤外線ポートが汚れて

いるときは、傷つかな

さい。

赤外線通信

赤外線通信をご利用になる前に

補足 X 正常に通信できないときは、再接続の確認画面が表示され

ます。「赤外線通信利用時のご注意」（ A下記）を確認し

たあと、「はい」を選び %を押して、再接続してください。

認証コードについて

■「認証コード」は赤外線通信のための 専用コード（４ケタ）で

す。デ ータの一 括送受信 では、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。

赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を利用し

データの送受信方

１件データ送受信

送信

受信

タと

一括データ送受信 機能

フォルダ単位受信
本機

デー

高速赤外線通信： 

AP.10-12

送信

また

１件

フォ
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ません。１件データ受信だけ可能です。

ますが、「その他ファイル」に不明ファイ

ールとしては利用できません。

と、迷惑 メールフォル ダ内のメー ルは、

携帯電話（本機を除く）の迷惑フォルダ

フォルダに登録されます。また、メール

して送信されますので、受信後は続き受

せん。

と、宛先が複数ある SMSが受信側のソフ

機を除く）で登録できなかったり、２件

落することがあります。

内へフォルダ単位での受信ができます。

注意 X .インターネットやメディアプ レイヤーの利用中、メール 機能 １件 一括 備考

スト リ ーミ ン グ デー タ は Yahoo!

ケータイリストに保存されます。
※ 4

※ 5

※ 6 コピ ー／ 転送不 可フ ァイ ルは 送受

信できません。

※ 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。）
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※ 1 一括データ送受信時は、「カレンダー／予定表」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

※ 3 １件データ受信はでき

ルとして保存され、メ

※ 4 一括 データ送信 を行う

受信側のソフ トバンク

ではなく、通常の 受信

通知は通常の メールと

信などの操作はできま

※ 5 一括データ送信を行う

トバンク携帯 電話（本

目以降のアドレスが欠

※ 6 本機のデータフォルダ

やデータの編集中などは、赤外線 通信でのデータ送受信

は行えません。 

.受信したデータの内容によっ ては、本機に正しく登録で

きなかったり、一部登録できないことがあります。 

.高速赤外線通信で送信したデ ータは、高速赤外線受信に

非対応の通信機器では受信できません。

送受信できるデータ

機能 １件 一括 備考

電話帳 ○ ○

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。（画像を別途転送すること

により、フォトの設定が行えます。）

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。本機で設定できない開始

日時（ 2016年１月１日 0:00以降）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。

予定表 ○ ○※ 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。本機で設定できない

期 限日時（ 2016 年１月１ 日 0:00 以

降）が設定されているデータを受信

したときは、期限なしとして設定さ

れます。

メモ帳 ○※ 2 ○

ブックマーク ○ ○

受信ボックス ×※ 3 ○

送信済みボックス ×※ 3 ○

下書き ×※ 3 ○

例文 ○ ○

データフォルダ ○ ○



  

4受信側をデータ受信の待機状態にする。 

 を押す。

設定され、送信が始まります。

のリスト画面に戻ります。

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。 

は、自動的にオフラインモードに設定

 を押す。

設定されます。

注意 X .本機には、カレンダーと予定表を合わせて最大 300 件ま

を利用して画像を送信する

速赤外線通信を利用して簡単に画像を対

。 
ルダ」選 択 S%S「ピクチャー」／

選択 S%S画像選択 SA（１秒以上） 

EG画像だけです。 

片方向通信のため、受信側からの対応を

ます。このため、受信側がデータを受け

送信側は正常に終了します。 

「受信側の操作」を参照してください。

S 外部接続（ f） S 赤外線通信  
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■送信側の操作 
.以下の操作は、 P.10-11「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：「送信」選択■  S% 
3「赤外線通信」を選び、 %を押す。 

5「はい」を選び、%
オフラインモードに

送信完了後、各機能

■受信側の操作 

1「 On（３分）」を

データ受信の待機状

.３分以内に送信側

2送信側から接続要

確認画面が表示さ

.高速赤外線通信時

されます。 
3「はい」を選び、%

オフラインモードに

で保存できま す。データ受信中、 300件に達 すると確認

メッセージが表示され、超過分は受信されません。 

.メモリカードのデータフォル ダ内のデータは、１件デー

タ送受 信が行 えます。ただ し、「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。 

.未送信ボックス内のメールは送受信できません。 

.本機で扱えないサイズのメールは受信できません。 

.送信したブックマークのサイ ズが大きいとき、データ形

式によっては正しく受信できないことがあります。 

.本機で 登録でき るメール は、下書き、未送信 ボックス、

送信済みボックスを合 わせて最大 500 件です。一括受信

中に、 500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。 

.他のソフトバンク携帯電話からメ ールを一括受信したと

き、送信側の機種によっては、本機でスカイメールが S!
メールとして読み込まれることがあります。 

.メールデータの一括データ送 受信時に、送信側でのフォ

ルダのシークレット設定は、受信側では反映されません。

また、一括データ受信時は、メール 振り分け設定の条件

が削除されます。

データを１件ずつ送受信する

高速赤外線通信

■次の操作を行うと、高

応機器へ送信できます

%S「データフォ

「デジタルカメラ」

. 送信できる画像は JP

. 高速赤外線通信は、

確認せずに送信でき

取らなかったときも

. 受信側の操作は下記

メニュー X 設定 

S On／ Off設定
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4 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示される。 6認証コード（４ケタ）を入力し、 %を押す。

送信完了後、データの種類選択画面に

い」選択 S%

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。 

 を押す。

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。 
データ登録の確認画面が表示さ

キャンセル）

 " 

を選び、 %を押す。

待受画面に戻ります。
 A（キャンセル）

了： "

S 外部接続（ f） S 赤外線通信  
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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、「はい」を選び、 
%を押す。

登録しない：「いいえ」選択■  S%
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% 
, 高速赤外線通信時は、空き容量により自動的に「本体」／

「メモリカード」のどちらかに保存されます。

■送信側の操作 

1「一括データ赤外線送信」を選び、 %を押す。 
2「はい」を選び、 %を押す。

オフラインモードに設定されます。 
3 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 
4 データの種類を選び、 %を押す。 

5 受信側をデータ受信の待機状態にする。 

送信が始まります。

戻ります。

電話帳選択時：「は■

■受信側の操作 

1「 On（３分）」を

データ受信の待機状

.３分以内に送信側

2送信側から接続要

確認画面が表示さ

3「はい」を選び、%
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

5受信が始まると、

れる。

受信の中止：■  A（

受信の強制終了：■

6 追加登録する 

1「追加登録」

受信完了後、
受信の中止：■

受信の強制終■

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、キー操作ロック設定中や誤 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。 

.高速赤外線通信時は、 JPEGファイルだけ受信可能です。

また受信できるサイズは本機どうしのときは、約 1.8Mバ

イトです。

データを一括送受信する

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S 赤外線通信

メニュー X 設定 

S On／ Off設定



  

すべてのデータを消して登録する 3「はい」を選び、 %を押す。

設定され、受信が始まります。

面に戻ります。 

あるときは、フォルダ内にデータだけ

キャンセル）

 " 

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。

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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1「全件削除して登録」を選び、 %を押す。 

2「はい」を選び、 %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

「自分の電話番号」は消去されます。（「自分の電話

番号」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 データを送信で きる機器からデー タを受信

し、本機のデータフォルダ内に登録します。 

.本機では、フォルダ単位でのデータ送信はできません。 

.本機で受信できるのは、送信されてきたフォルダを送信側と

同じ階層に作成できる（または、同じ階層にすでに同名のフォ

ルダがある）ときだけです。 

.送信側の操作方法については、送 信する機器の取扱説明書を

参照してください。 

1「 On（３分）」を選び、 %を押す。

データ受信の待機状態になります。 

.３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。 

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

受信されます。

受信の中止：■  A（

受信の強制終了：■

.「 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

フォルダ単位でデータを受信する

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S 赤外線通信 

S

 

On／ Off設定

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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ネットワークを末尾に追加する 

示」選択 S%

整」選択 S%S「はい」選択 S% 

メニュー） S「表示」選択 S%
メニュー） S「編集」選択 S%S URL編

録されている URLは編集できません。

択 SB（メニュー） S「削除」選択 S%
% 

録されている URLは削除できません。

未設定の番号選択 S%S URL入力 S%

ネットワーク
ネットワークの状態を確認します。

Sネットワーク設定（ f）

ーク自動調整を手動で行います。

Sネットワーク設定（ f）

を送 信する、地図提供プロバイダの URL
ます。

Sネットワーク設定（ f） S 位置情報設定 
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%S「末尾に追加」選択 S%Sネットワーク選択 S%

ネットワークを削除する

ネットワーク選択 S%S「削除」選択 S%

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%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

「ネットワーク自動調

URL選択 S%
■ URLの表示： B（

■ URLの編集： B（

集 S% 
,お買い上げ時に登

■ URLの削除： URL選

S「はい」選択 S
,お買い上げ時に登

■ URLの追加： URL

ネットワークの
追加／変更／削除

ネットワークを新規で追加したり、設定内容を変更
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

状態表示

メニュー X 設定 

ネットワーク
自動調整

ネットワ

メニュー X 設定 

位置情報設定
位置情報 
URL設定

位置情報
を設定し

メニュー X 設定 

S位置情報 URL設定



  

測位 On／ Off インターネット サービスを利用する とき、現在の
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D

 

On（送信する）

「 On」（送信する）／「 Off」（送信しない）選択 S%S操

作用暗証番号（４ケタ）入力 S% 

D毎回確認する

「毎回確認する」／「送信する」／「送信しない」選択 S
%S操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%

設定 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

ブラウザ位置
情報送信

ブラウザを利用 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 ブラウザ位置情報送信
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メモリカード
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ドをお使いになるときは、次の点に

のものをご使用ください。

ドは使用できないことや正しく動作し

 

態でメモリカードを取り付けたり、取

ださい。 

ないでください。メモリカードは非常

ているため、ラベルやシール程度の厚

タの破壊などの原因となることがあり

ルトペン（油性）をご使用ください。

ご使用にならないでください。

与えたり、デ ータが破壊されることが

りしないでください。 

曲 げたり、落 としたり、水にぬらした

 

属で触れないでください。 

射日光のあたる所など、温度が高くな

ださい。 

の影響を受ける所には置かないでくだ

が多い所には置かないでください。 
生する所には置かないでください。 

近づけたり、火の中に投げ込んだりし

があります。長期間ご使用になると、新

なくなることがあります。

メモリカードの取り扱いについて
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本機は、 microSD™メモリカードに対応しています。 

.市販の microSD™ メモリカードを使用するときは、本機で

フォーマットしてください。（ AP.11-4） 

.メモリカードへのデータの保存方法については、各 機能の説

明部分を参照してください。 

microSD™メモリカー

ご注意ください。 

.メモリカードは、推奨

推奨以外のメモリカー

ないことがあります。

.本機の電源を入れた状

り外したりしないでく

.ラベルやシールを貼ら

に薄く、精密に作られ

みでも接触不良やデー

ます。 

.文字を書くときは、フェ

鉛筆やボールペンは、

メモリカードに損傷を

あります。 

.分解したり、改造した

.強い衝撃を与えたり、

りしないでください。

.金属端子部分を手や金

.高温になる車の中や直

る所には置かないでく

.静電気や電気的ノイズ

さい。 
.湿度の高い所やほこり

.腐食性のガスなどが発

.メモリカードを火気に

ないでください。 

.メモリカードには寿命

しくデータを書き込め

メモリカードの利用

メモリカード は、小さなお子様の 手の届かないと ころで

保管／使用 してください。誤っ て飲み込むと、窒 息する

恐れがあります。

注意 X .メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失ま

たは変化してしまうことがあります。大切なデータは控え

をとっておかれることをおすすめします。なお、データが

消失または変化した場合の損害につきましては、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。 

.

 

microSD™メモリカードには、書き込み禁止スイッチは

ありません。データの消去や上書 きなどにご注意くださ

い。

補足 X microSD™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 microSD™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。

動作 確認済 microSD™ メモリ カード情報 について詳 しく

は、下記を参照してください。 

, 本機から 

SHシリーズ専用のホームページ「 Sharp  Space  Town」

（ http://j.sst.ne.jp/） 

, パソコンから

シャープケータイ daSHの「対応 microSD/miniSD/SDメ

モ リカ ー ド」（ http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/
sd_support.html）



 

11-3

 

11
メ
モ
リ
カ 
l

ド 

た状態で取り外してください。 
ロットのカ

リカードを

軽く押し込ん

飛び出てき

り出す。 

ぐ引き抜い

メモリカードを取り付ける／取り外す 取り外す
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.必ず本機の電源を切った状態で取り付けてください。 
1 メモリカードス ロットのカ

バーを開く。 

2 端子面を上にして、「カチッ」

と音がするまで メモリカー

ドをゆっくり奥まで入れる。 

3 カバーを閉じる。 

.必ず本機の電源を切っ

1メモリカ ードス

バーを開き、メモ

軽く押し込む。 

.メモリカードは、

で手を離すと少し

ます。 
2メモリカードを取

.ゆっくりとまっす

てください。 

3カバーを閉じる。

取り付ける

端子面を上に



  

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 

話帳 ,メールグループ 

定表 ,メモ帳 

ーザー辞書 ,マイ絵文字 

１つのバックアップファイルとしては

ールは、メモリカードへバックアップ

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。

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 注意 X .初期化すると、メ モリカード内のすべてのデータが消去

対 にメモリカードや電池パックを取り外

い。メモリカードまたは本機が故障する

。 

化したメモリカードは、本機では正常に

とがあります。

タをバックアップする

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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.初期化されていないメモリカードを使うときは、必 ず本機で

初期化してください。 

1「はい」を選び、 %を押す。

オフラインモードに設定されます。 
2 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

3「はい」を選び、 %を押す。

本機では、電話帳など

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

,例文 , 電

,カレンダー , 予

,ブックマーク , ユ

,コンテンツ・キー 

.例文とマイ絵文字は、

保存されません。 

.未送信ボックス内のメ

できません。 

.データを１種類だけ選

種類をまとめてバック

リカードや本機が破損するこ とがあります。ご注意くだ

さい。 

.メモリカードを取り付けた あと「 /」が表示されたとき

は、接続不良の可能性があり ます。このときは、メモリ

カードを取り付け直してください。 

.

 
microSD™ メモリカード以外のものを挿入しないでくだ

さい。メモリカードや本機が破損する恐れがあります。 

.データの読み出し中や書き込 み中は、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

ドまたは本機が故障する恐れがあります。

補足 X 本機にメモリカードを取り付け、電源を入れたときは、メ

モリカード内の情報確認のため、待受画面が表示されるま

でに 時間がかかるこ とがあります。（メモリカード の容量

や書き込まれているデータ量によって、待受画面が表示さ

れるまでの時間は異なります。）

メモリカードを初期化する

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S メモリカード 

S 初期化

されます。 

.初期化中は、絶

さないでくだ さ

恐れがあります

.他の機器で初 期

使用できないこ

メモリカードにデー
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.電話帳のバックアップ時、電話帳に設定した画像のサイズに

よっては、電話帳のバックアップデータに含まれないことが

、電話帳に設定している画像を、電話

際に別途メモリカードへ保存すると、

 

ールとして読み込まれますので、読み

の操作はできません。 

アップファイルとして保存されたあと

読み込むまでは、本機でデータの内容

文とマイ絵文字のデータは確認できま

ックアップするときは、次の点にご注

ックアップファイルは１つしか保存で

コンテンツ・キーをバックアップする

プファイルは上書きされます。（前回

イルを残したい時は、メモリカードか

バックアップファイルを本機へ読み込

バックアップの操作を行ってくださ

アップ時、コンテンツ・キーは本機か

するため、コンテンツ・キーを移動し

なくなります。 

ンテンツ・キーは、本機内のコンテン

、追加します。 

アップ時にシークレット設定していた

タの読み込み時に、シークレット設定

、データの読み込み時は、メール振り

されます。

補足 X バ ックアッ プは、個 人デー タの保存 や同機 種間（ micro
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.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、本

機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

のソフトバンク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。 

.本機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。 

.本機に保存できる予定／用件は、カレンダーと予定表を合わ

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。 

.バックアップ時、ブックマークのデータは、 Yahoo!ケータイ、

ストリーミング、 PCサイトブラウザ、すべてのブックマーク

のデータをバックアップしますが、ブックマークのデータ読

み込み時は、ストリーミングには保存されません。（ Yahoo!
ケータイに保存されます。） 

.バックアップしたブックマークのサイズが大きいとき、デー

タ形式によっては正しく読み込めないことがあります。 

あります。このときは

帳をバックアップする

設定を保持できます。

.通知メールは通常のメ

込み後は続き受信など

.メモリカードにバック

は、メモリカードから

を確認できません。（例

す。） 

.コンテンツ・キーをバ

意ください。 

,コンテンツ・キーのバ

きないため、再度別の

と、前回のバックアッ

バックアップしたファ

らコンテンツ・キーの

んだあと、あらためて

い。） 

,メモリカードへバック

らメモリカードへ移動

たファイルは使用でき

,本機へ読み込み時、コ

ツ・キーを上書きせず

.メールデータのバック

フォルダは、そのデー

が解除されます。また

分け設定の条件が削除

SD™メモリカード対応機）での情報共有、または機種交換

時 の個人デ ータの移 動など の目的で 行うこ とをおす すめ

します。

メモリカードバックアップ時のご注意



  

.他のソフトバンク携帯電話でバックアップしたデータを本機

で読み込むときは、次のことにご注意ください。 
タを読み込むと、本機内の同じ種類の

。（コンテンツ・キーは消去されず、追

４ケタ）を入力し、 %を押す。 

 を押す。

設定されます。 
び、 %を押す。 

タの種類は、転送できません。 
 %を押す。 

るときは、ファイル名の転送日を確認

い。

にバックアップしたときのファイル名

Xは、 00〜  99、  aa〜 zzの２ケタの数字、英字） 

ときは、データの種類ごとに操作４を

ァイル選択 SB（削除 ） S「はい」選択 

 を押す。

 A（キャンセル）

「はい」／「いいえ」選択 S%

メモリカードから読み込む

S 外部接続（ f） S メモリカード 

S メモリカードから読込み

い期限 日時が設 定され ている予 定表の

タを、メモリカードから読み込んだとき

定されます。

L286_insatsu.book 6 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
11-6

11
メ
モ
リ
カ 
l

ド 

,本機で扱えないサイズのメールは読み込めません。 

,本機で登録できるメールは、下書き、未送信ボックス、送信

済ボックスを合わせて最大 500件です。読み込み中に 500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。 

,他のソフトバンク携帯電話の機種によっては、スカイメール

が S!メールとして読み込まれることがあります。 

.本機でバックアップしたデータを他のソフトバンク携帯電話

で読み込むときは、次のことにご注意ください。 

,迷惑メールフォルダ内のメールは、他のソフトバンク携帯電

話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。 

,下書きメールを他のソフトバンク携帯電話で読み込むと、宛

先が複数ある SMS が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。 

1 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

2「はい」を選び、 %を押す。

オフラインモードに設定されます。 
3 データの種類を選び、 %を押す。

「全選択」／「電話帳」／「コンテンツ・キー」選択時：「は■

い」／「いいえ」選択 S%
バックアップの中止：■  A（キャンセル） 

.メモリカードからデー

データは消去されます

加されます。） 

1操作用暗証番号（

2「はい」を選び、%
オフラインモードに

3データの種類を選

.選択できないデー

4ファイルを選び、

.ファイルが複数あ

して選んでくださ

例： 2008年 01月 15日

「 080115XX」（ X
.「全選択」を選んだ

くり返します。
ファイル削除：フ■

S%  
5「はい」を選び、%

読み込みの中止：■

「全選択」選択時：■

メモリカードにバックアップする

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S メモリカード 

S バックアップ S メモリカードへ保存

メニュー X 設定 

S バックアップ 

補足 X 本機で設 定でき な

バックアップデー

は、期限なしに設
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 Order Format」の略称）とは、デ

た静止画の印刷指定形式です。メモ

中から、印刷したい静止画とその枚

POF対応のデジタルカメラプリント

、指定した情報に沿って印刷できま

ら入手した静止画は印刷指定できませ

の容量が不足すると、容量不足の確認

ます。このときは、いったん操作を終

を削除したあとやり直してください。 

くは、印刷する機器の操作説明書など

 

 %を押す。

静止画のサムネイルが表示されます。

定画面となります。）  

、 B（枚数）を押す。

止画選択 S% 
戻る：上記操作のあと $ 

9枚）を入力し、 %を押す。

に戻る： $S$
枚数入力時に「 00」入力 S%

その他のメモリカード機能 定（ DPOF）

数を指定する

S 外部接続（ f） S メモリカード 

） S 枚数指定 S 個別指定

L286_insatsu.book 7 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
「メモリカード」選択 S% 
.メ モリ カー ド のメ モ リは、 お客 様が 直 接ご 利 用で き る部 分

（ユーザー領域）と、著作権保護などで自動的に使用される部分

があります。

■メモリカードに HTMLファイルがないときは、利用できません。

タイトル選択 S% 
.パソコンでメモリカードを確認し たとき、ローカルコンテンツ

は「 PRIVATE/MYFOLDER/Local Contents」フォルダに保存されて

います。 

DPOF（「 Digital Print
ジタルカメラで撮影し

リカード内の静止画の

数を指定しておけば、 D
ショップやプリンタで

す。 
.インターネットなどか

ん。 

.操作中にメモリカード

メッセージが表示され

了し、不要なファイル

.印刷時の操作など詳し

を参照してください。

1フォルダを選び、

選んだフォルダ内の

（この画面が印刷の指

2gで静止画を選び

静止画の確認：静■

,印刷の指定画面に

3印刷枚数（ 00〜 9
静止画の選択画面■

指定の解除：印刷■

使用容量確認 メモリカードのメモリ使用状況を確認します。

メニュー X データフォルダ S 使用容量確認 

SD固有データ 
HTML ファイルを表 示して、インターネ ットに接
続します。

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S メモリカード 

S

 

SD固有データ

静止画の印刷指

印刷する静止画と枚

メニュー X 設定 

S 印刷指定（ DPOF



  

4 操作２〜３をくり返し、印刷枚数を指定する。  

DOff（不要）

ff」（不要）選択 S%

選択 S%

択 S%S「はい」選択 S%

インデックス 静止画の 画像一覧を並べたイン デックス印刷が必
かを設定します。

S 外部接続（ f） S メモリカード 

） S 設定 S インデックス印刷指定

枚数や総印刷枚数など の印刷の指定状況
ます。

S 外部接続（ f） S メモリカード 

）

連のすべての 設定をお買い 上げ時の状態
す。

S 外部接続（ f） S メモリカード 

）

L286_insatsu.book 8 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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5A（完了）を押す。 

D０枚

印刷枚数（ 01〜 99枚）入力 S% 
.最大 99枚まで指定できます。 

D

 

Off（付けない）

「 On」（付ける）／「 Off」（付けない）選択 S%  

「 On」（必要）／「 O

「印刷指定状況確認」

「全設定リセット」選

注意 X .他のデジタルカメラなどで指定された印刷指定（ DPOF）

がある場合に、本機で印刷指定 を行ったときは、以前指

定されていた印刷指定は削除されます。 

.デジタルカメラプリントショップ またはプリンタによっ

ては、機能が一部制限されることがあります。 

.印刷指定する画像数が多いと、印 刷指定に時間がかかる

ことがあります。 

.パソコンなどでメモリカード内の 画像を削除したり名前

を変更 すると、印刷指 定が正しく 行われな くなります。

このときは、全設定リセッ ト（ A 右記）を行ったあと

印刷指定をやり直してください。 

DPOFの便利な機能

一括指定
デ ジタ ル カ メ ラ フ ォル ダ 内 の す べ ての 静 止 画

（ DCF形式）に同じ印刷枚数を指定します。

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S メモリカード 

S 印刷指定（  DPOF） S 枚数指定 S 一括指定

日付付加指定
デジタルカメラフ ォルダ内の静止画を 印刷すると
きに、日付を付けるかどうかを設定します。

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S メモリカード 

S 印刷指定（  DPOF） S 設定 S 日付付加指定

印刷指定 要かどう

メニュー X 設定 

S 印刷指定（ DPOF

印刷指定状況
確認

印刷画像
を確認し

メニュー X 設定 

S 印刷指定（ DPOF

全設定リセット 
DPOF 関
に戻しま

メニュー X 設定 

S 印刷指定（ DPOF
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カードリーダモードに すれば、 USBケーブル で接続したパ

ソコンから、本機 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 S!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「はい」を選び、 %を押す。

カードリーダモードになります。 
3 本機とパソコンを USBケーブルで接続する。

パソコンから、本機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「はい」を選び、 %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。

カードリーダモード

メニュー X 設定 S 外部接続（ f）
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２ヵ月単位で切り替わります。 

D月表示（１ヵ月表示） 

カレンダー設定」選択 S%S「表示

示方法選択 S% 

レッド、土曜日：ブルー、その他：ブラック

 
カレンダー設定」選択 S%S「色設

日」選択 S%S曜日選択 S%S表

ニュー） S「カレンダー設定」選択 
択 S%S「当日」選択 S%S表示

する：表示色選択時に「未設定」選択 S%
： B（メニュー） S「カレンダー設定」選

」選択 S%S「色設定（当日）解除」選択 
する条件選択 S%S「はい」選択 S%

ボタン 月表示のとき 週表示のとき 

件名検索 

指定日へ移動 

週選択※ 1 前の時間帯／次の時間帯選択 

日選択

を起動したときの画面表示を設定します。

S ツール１（ f） S カレンダー

に表示される日付の色を設定できます。

S ツール１（ f） S カレンダー

L286_insatsu.book 2 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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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ヵ月表示）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。

※ 1 ２ヵ月表示のときは、

B（メニュー） S「

設定」選択 S%S表

D日曜日／祝日：

曜日ごとの色を設定する

B（メニュー） S「

定」選択 S%S「曜

示色選択 S%

日付を指定して設定する

設定日選択 SB（メ

S%S「色設定」選

色選択 S%
曜日指定と同じ色に■

色設定を解除する■

択 S%S「色設定

S%S設定を解除

カレンダー

カレンダーを表示する

メニュー X ツール S ツール１（ f）

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 ヘルプ 

2 簡易登録（スタンプ貼付）※ 2 − 

4 色設定（当日） 

5 今日を表示

カレンダー画面
（１ヵ月表示）

6

8

e 前の週／次の

f

表示設定 カレンダー

メニュー X ツール 

カレンダー色
設定

カレンダー

メニュー X ツール 
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■月表示（１ヵ月表示）で利用できます。

プ選択 S% 

バイブ： Off、マナーモード時設定：鳴らさない

 
アラーム動作設定」選択 S%S「ア

 %Sg（音量調節） S%

ラーム動作設定」選択 S%S「バイ

n」／「音連動」／「 Off」選択 S%

ムを設定する 
アラーム動作設定」選択 S%S「マ

」選択 S%S「鳴らす」／「鳴らさ

上記操作のあと「はい」選択 S%

祝日設定
あらかじめ登録されている祝日を非表示（解除）／ 簡易登録 簡単な操 作でカレンダーにスタ ンプを貼り付ける

きます。

S ツール１（ f） S カレンダー

録するときは、予定の編集を行ってくだ

7）

動作時のアラーム音 量やバイブ動作、ま
ーモード時の設定をします。

S ツール１（ f） S カレンダー

L286_insatsu.book 3 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
祝日を非表示（解除）／再表示する 
B（メニュー） S「カレンダー設定」選択 S%S「祝日

設定」選択 S%Sf（「プライベート祝日設定」／「国

民の祝日設定」選択） S非表示（解除）／再表示する祝

日選択 S%（ 1／ 2）

すべ ての祝日の 非表示（解除）／再 表示：祝日選択 画面で■  
B（メニュー） S「全件選択」／「全解除」選択 S%

オリジナルの祝日を登録する 
B（メニュー） S「カレンダー設定」選択 S%S「祝日

設定」選択 S%Sf（「プライベート祝日設定」選択） S
未登録の祝日選択 S%S祝日名称入力 S%S年月日入

力 S%S周期選択 S%SA（保存）

オリジナルの祝日を編集する 
B（メニュー） S「カレンダー設定」選択 S%S「祝日

設定」選択 S%Sf（「プライベート祝日設定」選択） S
編集する祝日選択 SB（メニュー） S「編集」選択 S%S

「祝日名称：」選択 S%S祝日名称入力 S%S「日付：」

選択 S%S年月日入力 S%S周期選択 S%SA（保存）

日選択 S2Sスタン

Dアラーム音量：音量５、

アラーム音量を設定する

B（メニュー） S「

ラーム音量：」選択S

バイブ動作を設定する 
B（メニュー） S「ア

ブ：」選択 S%S「 O

マナーモード時のアラー

B（メニュー） S「

ナーモード時設定：

ない」選択 S%
「鳴らす」選択時：■

再表示したり、オリジナルの祝日を作成します。

メニュー X ツール S ツール１（ f） S カレンダー

補足 X .あらかじめ登録されている祝日は削除／編集できません。 

.オリジナルの祝日は最大 10件まで登録できます。

（スタンプ貼付）ことがで

メニュー X ツール 

補足 X その他の項目を登

さい。（ AP.12-

アラーム動作
設定

アラーム
たはマナ

メニュー X ツール 



  

11111111「開始時刻」〜「１時間前」のいずれかを選び、 %を

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.12-5     

。 

が表示されないと

ます。

 AP.12-6    

、 %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.12-6     

。

。

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

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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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、予定表（ AP.12-8）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「＜新規登録＞」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。 

.終日を選択／解除できます。

（終日を選択したときは、このあと操作７へ進みます。） 
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。

［終日を選択したときは、繰り返しの設定（ AP.12-6）

をしたあと、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。    

押す。

アラーム日時を指■

時入力 S%
アラーム音／ムー■

11112222A（ OK）を押す

.画面右下に「 OK」

きは、 $を押し

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■

11117777A（保存）を押す

予定が登録されます

メニュー X ツール S ツール１（ f） 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
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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目覚まし１

%S「アラーム音／ムービー：」選

タ」選択 S%Sアラーム音選択 S

選択後 B（再生） 

中に B（停止）

る

%S「アラーム音／ムービー：」選

メロディ」／「音楽」／「ビデオ」／

択 S%Sアラーム音選択 S%SA

選択後 A（再生） 

中に $ 

D

 

10秒

%S「鳴動時間：」選択 S%S時

K）

定：時間選択時に「その他」選択 S%S
SA（ OK）

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。

を何秒間鳴らすかを設定します。

L286_insatsu.book 5 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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。 

.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.12-4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「固定デー

%SA（ OK）

再生：アラーム音■

,再生の停止：再生

固定データ以外を利用す

「アラーム：」選択 S
択 S%S「着うた・

「着信音  Flash ®」選

（ OK）

再生：アラーム音■

,再生の停止：再生

「アラーム：」選択 S
間選択 S%SA（ O

時間を入力して設■

鳴動時間入力 S%

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（停止）／ "／ $／ D

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、待受画面に戻るとお知

らせが表示されます。

アラーム音 アラーム

鳴動時間 アラーム



  

2予定を選び、 %を押す。

： B（メニュー） S「送信」選択 S%S
 S%Sメール作成／送信（ AP.14-7操

きは、 $を押す。  

押す。 

び、 %を押す。 
 %を押す。 

力できます。 
押す。

繰り返し設定
予定の繰り返し（１回のみ、毎日、毎週、毎月、毎

の件数を確認する

の操作を行います。 
件数確認」選択 S%

設定を一時的に解除する

の操作を行います。 
シークレット一時解除」選択 S%S
ケタ）入力 S% 

ューに戻ると、再びシークレット設定に

S ツール１（ f） S カレンダー

L286_insatsu.book 6 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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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.9-24）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.9-24）にし たあと、予定の編 集（ AP.12-7）を 行いま

す。（上記操作の「 On」の代わりに「 Off」を選びます。） 

1 予定を確認する日を選び、 %を押す。

日付を指定して確認：■  B（メニュー） S「指定日付へ移動」

選択 S%S「指定日」選択 S%S指定日入力 S%
今日の予定を確認：■  B（メニュー） S「指定日付へ移動」選

択 S%S「今日」選択 S% 

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

4予定を選び、 %を

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。

予定を確認する

メニュー X ツール S ツール１（ f） S カレンダー

予定

■左記操作１のあと、次

B（メニュー） S「

シークレット

■カレンダー画面で、次

B（メニュー） S「

操作用暗証番号（４

. このあとメインメニ

なります。

予定を検索する

メニュー X ツール 
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する

日選択 SB（メニュー） S「削除」

選択 S%S「はい」選択 S%

削除する

選択 SB（メニュー） S「削除」選

」選択 S%S「はい」選択 S%

する

択 SB（メニュー） S「削除」選択 
 S%S「はい」選択 S%

削除する

選択 SB（メニュー） S「削除」選

」選択 S%S「はい」選択 S%

月選択 SB（メニュー） S「削除」

」選択 S%S「はい」選択 S%

除」選択 S%S「全件」選択 S%S
タ）入力 S%S「はい」選択 S%

予定を編集する 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 ツール１（ f） 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 ツール１（ f） S カレンダー

示のとき、表示中２ヵ月 分の予定を削除

S ツール１（ f） S カレンダー

予定を削除します。

S ツール１（ f） S カレンダー

L286_insatsu.book 7 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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
「はい」選択 S%

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%S「はい」選択 S%

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」

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

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

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

予定を削除する２ヵ

選択 S%S「２ヵ月

B（メニュー） S「削

操作用暗証番号（４ケ

メニュー X ツール S ツール１（ f） 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 ツール１（ f） 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 

全件削除 すべての

メニュー X ツール 



  

5「アラーム通知時間：」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.12-9  

。 

、 %を押す。 
を押す。 

力できます。
定： AP.12-9     

。

。

って、お知らせします。 

アラームなし」にしているときは、何

.9-3）を設定しているときは、設定画

、ビデオや画像付き SMAFファイルを

いるときは、ビデオや SMAFファイルの

れます。

削除する予定に繰り返しの予定が含まれていると

定時刻になると

用件登録の画面
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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、処理済選択を付けて管理できます。
（ AP.12-10） 

.予定表の用件は、カレンダーの予定（ AP.12-4）と 合わせ

て、最大 300件まで登録できます。 

1「＜新規登録＞」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。 

.期限なしを選択／解除できます。

［期限なしを選択したときは、このあと操作８へ進みま

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。 
4「アラーム：」を選び、 %を押す。 

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■

11110000A（保存）を押す

用件が登録されます

アラーム設定の内容に従
.アラーム設定を「予告

も動作しません。 

.画面ピクチャー（ AP

像が表示されます。また

アラーム音に設定して

画像が優先して表示さ

■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。

「はい」選択 S% 
, 削除しない：「いいえ」選択 S%

予定表

用件を登録する

メニュー X ツール S ツール１（ f） S 予定表
アラーム設定の指
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固定データ以外を利用する

%S「アラーム音／ムービー：」選

メロディ」／「音楽」／「ビデオ」／

択 S%Sアラーム音選択 S%SA

選択後 A（再生） 

中に $ 

D

 

10秒

%S「鳴動時間：」選択 S%S時

K）

定：時間選択時に「その他」選択 S%S
SA（ OK） 

D

 

Off

」選択 S%S「 On」選択 S% 
確認す るとき は、シーク レット モード

する」にしてください。 

解 除す る とき は、シ ーク レ ット モ ード

する」にしたあと、用件の編集（ AP.12-

操作の「 On」の代わりに「 Off」を選び

アラーム音を停止する

を何秒間鳴らすかを設定します。

ークレットデータに設定します。
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.以下の操作は、 P.12-8操作７のあとの用件登録の画面で行いま

す。操作後、用件登録の画面に戻りますので、用件の登録を

完了してください。 

D目覚まし１

固定データを利用する

「アラーム：」選択 S%S「アラーム音／ムービー：」選

択 S%S「 固定デー タ」選択 S%Sアラーム 音選択 S
%SA（ OK）

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）

「アラーム：」選択 S
択 S%S「着うた・

「着信音  Flash ®」選

（ OK）

再生：アラーム音■

,再生の停止：再生

「アラーム：」選択 S
間選択 S%SA（ O

時間を入力して設■

鳴動時間入力 S%

「シークレット設定：

.シ ークレ ットデ ータを

（ AP.9-24）を「表示

.シ ー クレ ッ ト設 定を

（ AP.9-24）を「表示

11）を行います。（上記

ます。）

■アラーム動作中に次の操作を行います。 
A（停止）／ "／ $／ D

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、待受画面に戻るとお知

らせが表示されます。

用件の各種設定

アラーム音 アラーム音の種類を設定します。

鳴動時間 アラーム

シークレット
設定

用件をシ



  

押す。 

び、 %を押す。 
 %を押す。 

力できます。 
押す。

アラーム動作時の設定 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% 

「 2」表示）選択 S%S%

設定を一時的に解除する

作を行います。 
シークレット一時解除」選択 S%S
ケタ）入力 S% 

ューに戻ると、再びシークレット設定に

の件数を確認する

作を行います。 
件数確認」選択 S%

S ツール１（ f） S 予定表
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1「予定表」を選び、 %を押す。

処理済（選択済）の用件を確認：■  fで

「 <」（処理済）選択

未処理（未選択）の用件を確認：■  fで

「 >」（未処理）選択 
2 用件を選び、 %を押す。

用件 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.14-7操作３以降） 

3 確認を終了するときは、 $を押す。 

1

 

B（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

4用件を選び、 %を

■アラーム音量を設定するときは、予定表画面で次の操作を行い

ます。

用件選択 SB（メニュー） S「アラーム動作設定」選択 S
%S「アラーム音量：」選択 S%Sg（音量調節） S%

■バイブを設定するときは、予定表画面で次の操作を行います。

用件選択 SB（メニュー） S「アラーム動作設定」選択 S
%S「バイブ：」選択 S%S「 On」／「音連動」／「 Off」
選択 S%

■マナーモード時の動作を設定するときは、予定表画面で次の操

作を行います。

用件選択 SB（メニュー） S「アラーム動作設定」選択 S
%S「マナーモード時設定：」選択 S%S「鳴らす」／

「鳴らさない」選択 S% 
,「鳴らす」選択時：上記操作のあと「はい」選択 S%

用件を確認する

メニュー X ツール S ツール１（ f）

■終了した用件にチェッ

す。左記操作１のあと

用件（「 1」表示）

,選択の解除：用件（

シークレット

■左記操作１で、次の操

B（メニュー） S「

操作用暗証番号（４
. このあとメインメニ

なります。

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 
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を鳴らしお知らせします。 

曜日にだけ目覚ましを鳴らすことがで

まで登録できます。 

−」表示）を選び、 %を押す。 
入力し、 %を押

定： AP.12-13 
選び、 %を押す。 
らす 

び、 %を押す。

覚ましを鳴らす 

選び、 %を押す。
選択： B（メニュー） S「全件選択」選

作 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。

用件を編集する

S ツール１（ f） S 目覚まし

目覚まし登録の画面
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1 用件を選び、 B（メニュー）を押す。 
2「編集」を選び、 %を押す。 

3 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。 
4 編集が終われば、 A（保存）を押す。

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%S「はい」選択 S%

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%S「はい」選択 S%

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
%S「はい」選択 S%

指定した時刻に目覚まし

.毎日または、指定した

きます。 

.目覚ましは、最大５件

1登録場所（「−−：−

2目覚ましの時刻を

す。

目覚ましの各種設■

3「繰り返し：」を

4 毎日目覚ましを鳴

1「毎日」を選

指定した曜日に目

1「曜日指定」を
曜日をすべて■

択 S%S操

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

１回だけ目覚まし

1「１回のみ」

メニュー X ツール S ツール１（ f） S 予定表

用件を削除する

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 ツール１（ f） S 予定表

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 ツール１（ f） S 予定表

目覚まし

目覚ましを設定する

メニュー X ツール 



  

5A（保存）を押す。
目覚まし音を停止する

操作を行います。 
 $／ D 
態で目覚まし設定時刻になっても、目覚

。電源が入っているときに目覚ましが動

P.12-13）を設定すると

で、くり返し目覚ましが鳴ります。

、電話を受けることができます。通話終

ヌーズ待機状態に戻ります。 

前に別 の目覚ま しの設定 時刻にな った

しは動作しません。スヌーズ解除後に別

ます。

きは、目覚まし動作中に次の操作を行い

 $S「はい」選択 S% 
分経過すると、スヌーズは自動的に解除

影中に目覚まし指定時刻になっても、目

ません。このときは、通話や撮影終了後 
ましが動作します。 

定中の音量は、マナーモード時設定の内

お買い上げ時「鳴らさない」） 

覚まし動作中に着信があったときは、目

終了します。 "で通話終了後、待受画面

せが表示されます。
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目覚ましが設定されます。 

.続けて他の時刻に目覚ましを設定するときは、 P.12-11

「目覚ましを設定する」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。

目覚まし設定 の内容に従って、目 覚まし音やバイブ レータ

でお知らせします。 
.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、ビデオや画像付き SMAF
ファイルを目覚まし音に設定しているときは、ビデオや SMAF
ファイルの画像が優先して表示されます。

マナーモード設定時の目覚まし動作を設定する

■マ ナーモード時 の設定をすると きは、 P.12-11「目覚まし を設

定する」操作１で次の操作を行います。

「設定」選択 S%S「マナーモード時設定」選択 S%S
「鳴らす」／「鳴らさない」選択 S% 
,「鳴らす」選択時：上記操作のあと「はい」選択 S%

世界時計（ AP.12-14）の時刻で目覚ましを設定する

■世 界時計の時刻で 目覚ましを設定 するときは、 P.12-11「目覚

ましを設定する」操作１で次の操作を行います。

「設定」選択 S%S「世界時計連動設定」選択 S%S
「 On」／「 Off」選択 S%

目覚ましの設定時刻になると

■目覚まし動作中に次の

A（停止）／ "／

. 電源を切っている状

ましは動作しません

作します。

スヌーズ（ A

■設定したスヌーズ間隔

（スヌーズ待機状態） 

. 着信があったときは

了後 "を押すと、ス

. スヌーズ を解除す る

ときは、別の目覚ま

の目覚ましが動作し

■スヌーズを解除すると

ます。 
A（停止）／ "／

. スヌーズ開始から 60
されます。

補足 X .通話中や動画 撮

覚ましは動 作し

"を押すと目覚

.マナーモード 設

容に従います。（

.スヌーズ Offの目

覚ましの動作は

に戻るとお知ら
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DOff

択 S%Sくり返す間隔選択 S%
定するとき：間隔選択時に「その他」選択 
% 

D音量５

選択 S%Sg（音量調節） S% 

D

 

Off

S「 On」／「音連動」／「 Off」選択  

しくは、「バイブ」（ AP.9-12）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%

目覚ましの各種設定 スヌーズ設定
目覚まし 動作後、一定の間隔で目 覚ましをくり返

ます。

音の音量を調節します。

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.12-11「目覚ましを設定する」操作２のあと

の目覚まし登録の画面で行います。操作後、目覚まし登録の

画面に戻りますので、目覚ましの登録を完了してください。 

D目覚まし１
固定データを利用する

「目覚まし音：」選択 S%S「固定データ」選択 S%S
目覚まし音選択 S%

再生：目覚まし音選択後■  B（再生） 

, 再生の停止：再生中に B（停止）

固定データ以外を利用する

「目覚まし音：」選択 S%S「着うた・メロディ」／「音

楽」／「ビデオ」／「着信音  Flash ®」選択 S%S目覚ま

し音選択 S%
再生：目覚まし音選択後■  A（再生） 

, 再生の停止：再生中に $

「目覚まし音：」選択 S%S「カスタムスクリーン」選択 
S%

再生：カスタムスクリーン選択後■  B（再生） 

, 再生の停止：再生中に B（停止） 

.カスタムスクリーンを設定していないときは、選択できません。 

.音楽データを含まないカスタムスク リーンが設定されていると

きは、選択できません。  

「スヌーズ設定：」選

間隔を入力して設■

S%S間隔入力 S

「目覚ましの音量：」

「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

目覚まし音 目覚まし音を設定します。

カスタム
スクリーン

目覚まし音やビデ オをカスタムスクリ ーンに設定
します。

し鳴らし

目覚ましの音量 目覚まし

バイブ
バイブレ
す。

鳴動時間 目覚まし



  

時設定（ AP.9-15）で設定した都

らかじめ指定した世界各国の都市の

世界各国の都市の時刻情報が登録され

の都市の時刻との時差と都市名を入力

できます。 

に表示することもできます。

： AP.9-5） 

の都市（時間帯設定）は、「東京」に

ると、設定した世界各国の都市の時刻

で表示されます。  

設定する 

」を選び、 %を押す。  
び、 %を押す。
 B（オリジナル） S都市名（最大 16 文

Se（＋／−） SdS時差入力 S%

定する 

ム設定」を選び、 %を押す。 

、 %を押す。
設定の解除：「 Off」選択 S%

目覚ましを解除する／再設定する

S ツール１（ f） S 世界時計
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目覚まし選択 SB（メニュー） S「目覚まし Off」選択 S% 
.目覚ましが解除され、「 k」が消えます。 
.解除しても登録内容は消えません。同 じ内容で目覚ましを動作

させるときは、目覚ましの再設定を行ってください。

目覚まし選択 SB（メニュー） S「目覚まし On」選択 S%
一部を変更して再設定するとき：目覚まし選択■  S%S設定

編集 

, 編集方法は、登録時と同様です。

目 覚まし 選択 SB（メ ニュー） S「削除」選 択 S%S
「はい」選択 S%

目覚まし選択 SB（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「はい」選択 S%

普段お使いの都市［日

市］の日時と共に、あ

日時を表示できます。 

.本機には、あらかじめ

ています。普段お使い

して、追加することも

.世界時計は、待受画面

（時計／カレンダー表示

.お買い上げ時、世界時計

設定されています。 

.サマータイムを設定す

が、１時間進んだ状態

1%を押す。 
2 世界時計の都市を

1「時間帯設定

2fで都市を選
都市の追加：■

字）入力 S%

サマータイムを設

1「サマータイ

2「 On」を選び
サマータイム■

目覚まし解除 設定した目覚ましを解除します。

メニュー X ツール S ツール１（ f） S 目覚まし

目覚まし
再設定

解除した目覚まし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 ツール１（ f） S 目覚まし

目覚ましを削除する

１件削除 目覚ましを１件ずつ削除します。

メニュー X ツール S ツール１（ f） S 目覚まし

全件削除 すべての目覚ましを削除します。

メニュー X ツール S ツール１（ f） S 目覚まし

世界時計

世界時計を設定する

メニュー X ツール 
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０」のときは、元の画面に戻ります。

）を押したあと、メニュ ー項目から選択

。 
きは、 "を押す。

世界時計を表示する ＋（足す） c CM（クリアメモリ） &

d RM（メモリ呼出） !

a M＋（メモリ加算）      A※ 1

b .（小数点） (

 % ＋ /−（符号反転） # 

 $ ％（パーセント）      B※ 2

貨を換算する

トを設定するときは、電卓の画面で次の

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

面に戻ります。 

モリ内容を消去してから始めてください。 

た数値は、電卓を終了しても消去されま

ると消去されます。
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1「世界時計」を選び、 %を押す。
普段お使いの都市と世界時計の都市の時刻が表示されま

す。 

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「電卓」を選び、 %を押す。

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、電卓を呼び出

せます。 

.ダイヤルボタンで数字を入力し、右記の各ボタンを使っ

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「

※ 2 B（メニュ ー

してください

2電卓を終了すると

メニュー X ツール S ツール１（ f）

補足 X .普段お使いの都市は変更できます。（ AP.9-15） 

.待受 画面に 世界 時計を 表示す ると きは、時計 ／カ レン

ダー表示（ AP.9-5）を、「世界時計（大）／（小）」、「世

界時計＋１ヵ月／２ヵ月」のいずれかにしてください。

電卓

メニュー X ツール S ツール１（ f）

ー（引く） 

×（掛ける） 

÷（割る） 

＝（イコール）

C・ CE（クリア）

通

■国内と海外の換算レー

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、電卓の画

.メモリ計算は、メ

.メモリに記憶 し

せん。電源を切



  

ー」を選び、 %を押す。

 （メニュー） S「録音時間」選択 S%S
長時間録音」選択 S%
P.12-17 

 
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.14-7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。
が本機またはメモリカードに保存され

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

S ツール２（ f）
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本機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

録音時間の変更：■ B
「メール添付」／「

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

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。

本機または

メモリカード※ 1

長時間録音
最長 99 時間 59分 59秒録音でき

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、本機に衝撃を与えな いでください。雑音や音
音声を削除する

の操作を行います。

ュー） S「削除」選択 S%S「はい」

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 ツール２（ f） S ボイスレコーダー
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.再生音は、本機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。

本体／ 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。

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、待受画面に戻ると、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.14-10）

音声を再生する

メニュー X ツール S ツール２（ f） 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

選択 S%

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 



  

画面で操作します。 
れたメールを選び、 %を押す。 
 %を押す。

メールに添付されたファイルを見る

操作方法 

ファイル全体を表示します。 

反時計回 りに 90°回転します。（もう一

度押すと、元に戻ります。） 

上にスクロールします。 

下にスクロールします。 

左にスクロールします。 

右にスクロールします。 
ファイルの左上端部分を表示します。 

ファイルを画面いっぱいに表示します。 

ファイルの右上端部分を表示します。 

ファイルの表示を縮小します。 

ファイルの中央部分を表示します。 
ファイルの表示を拡大します。 

ファイルの左下端部分を表示します。 

入力したページに移動します。 

, ページ数入力 S%

ファイルの右下端部分を表示します。 

ヘルプ画面を表示します。 

１ページ進みます。 

１ページ戻します。 
画面 の横幅 に合わ せてフ ァイル を表示

します。
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データフォルダ 内やインターネ ット上のドキュメ ントファ

イル、メール添付、 Bluetooth ®、赤外線通信で受信したド

キュメントファイルを閲覧できます。 
.表示できるファイルの種類は以下のとおりです。 

,

 
PDFデータ（ .pdf） , Microsoft ®  Excel ®（ .xls） 
,

 
Microsoft

 
®

 
 Word（ .doc） ,  Microsoft ®  PowerPoint ®（ .ppt） 

.ファイルによっては、表示されるまで時間がかかったり、正

しく表示できないことがあります。

（複雑なデザインなどを含むファイル、ファイル名に特殊な文

字が含まれるファイル、表示するためにパスワードの入力が必
要なファイル、日本語／英語以外の言語を含むファイルなど） 

.閲覧するファイルは、あらかじめメモリカードの次のフォル

ダに保存してください。 

,

 

PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Other Documents  
.閲覧可能な最大ファイルサイズは１ Mバイトです。

（ただし、１ Mバイト以下のファイルでも内容により表示でき

ないことがあります。） 

1 ファイルを選び、 %を押す。 

.

 

P.15-2のインターネットの情報画面で操作します。 
1 インターネットの情報画面でファイルを選び、 %を押す。 

.

 

P.14-4の受信メール確認

1ファイルの添付さ

2ファイルを選び、

ドキュメントビューア

データフォルダ内のファイルを見る

メニュー X ツール S ツール２（ f） S ドキュメントビューア

インターネット上のファイルを見る

補足 X Yahoo!ケータイからは最大 300Kバイト、 PCサイトブラウ

ザからは 最大 500K バイトのファイルをダウ ンロードして

閲覧できます。

ファイル表示中の

% 全体表示

A 縦横表示切替

a 上表示

b 下表示

c 左表示

d 右表示

1 左上表示

2 全画面表示

3 右上表示

4 縮小

5 中央表示

6 拡大

7 左下表示

8 指定ページ移動

9 右下表示

0 ヘルプ

# ページ送り

( ページ戻し

! 画面幅表示
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ドを画面中央に

写モード「 n」に切

。 

m離してください。

（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、本機をゆっくりと動かして被写

てください。

 A（キャンセル） S操作１からやり直す 
ると、認識完了音

結果が表示され

用した各操作： 

-22

し：読 み取り結 果表

い」選択 S%S操作

メニュー X ツール S ツール３（ f） 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、

インターネット 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。 

.接写スイッチを接

り替えてください

.被写体とは、約 10c
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

体との距離を変え

読み取りの中止：■

3読み取りが終了す

が鳴り、読み取り

る。

読み取り結果を利■

AP.12-20〜 P.12

読み取りの やり直■

示中に $S「は

１からやり直す

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、体の一部や本

機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。

S バーコードリーダー



  

■読み取り結果を利用した各操作
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.14-8操作５以

メニュー） S「メール本文へ貼付」選択 
S%S「 S!メール」／「 SMS」選択※ 4 S
メール作成／送信（ AP.14-6操作３以

 P.14-7操作３以降）

取り結果の一部を利用する：貼り付け文

表示中に B（切取） S切り出す最初の文

択 S%S切り出す最後の文字選択 S%

L:」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） 
電話帳に登録」選択 S%S「新規登録」

 S%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 %

メニュー） S「読み取りデータ登録」選

%
 10件まで登録できます。

し たデ ータ は、「読 み取り デー タ確 認」

P.12-22）で確認できます。

選択    SSSS B（メニュー）    SSSS「画面ピクチ ャー

」選択 S%S表示場 面選択 S%S%
示範 囲指定 S%
によっては、表示範囲の指定が必要ない

もあります。
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■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

「は い」選択 S%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

「いいえ」選択 S%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

「は い」選択 S%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

「いいえ」選択 S%S「はい」選択 S%
■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%
%S
降、

読み

字列

字選

電話帳に

登録する※ 1※ 3

「 TE
てい

S「

選択

インターネットに

接続する※ 5
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」

登録する 

B（

択 S
最大

登 録

（ A

画面ピクチャーに

登録する

画像

登 録

S表

画面

こと
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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

選択 S%
み取り時：「はい」選択 S% 
いいえ」選択 S%S「はい」選択 S%
： %S次のバーコードファイル選択 S%

B（メ ニュー）    SSSS「コ ピー」選択 S%Sコ
読み取り結果に「 MEMORY:」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

。 

プリ起動中

ォルダ内のバーコード ファイルを直接読
す。

S ツール３（ f） S バーコードリーダー 
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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 貼り付ける 文字数が「 SMS」送信最大文字 数を超えたときは、

自動的に「 S!メール」作成画面になります。

※ 5 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%

バーコードファイル

分割バーコード読■

,読み取り中止：「

自動読み取り失敗時■

コピー

する

文字 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※ 5 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% 

, 画面サイズ以外の画像選択時：「センタリン

グ」／「全画 面表 示」／「画像 全体 表示」

選択 S%S%（画面サイズの画像選択時／

「センタ リング」選択時は、画 像を eで拡

大／縮小、 Bで回転できます。）

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「詳

細情報」選択 S%

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

タ以上 32ケタ以下の数字の文字列についても同様）、「＠」

が 含 ま れ て いる E-mail ア ド レ ス、先 頭に 「 http://」や

「 rtsp://」の付いている URLがないときは、それらを利用し

た各操作は行えません。

■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　 ,  S!ア

バーコードファイル
の読み取り

データフ
み取りま

メニュー X ツール 

S データフォルダ



  

成された QRコード表示 S%  

名、ヨミ、 電話番号、 E-mail アドレ ス、

す。その他の項目は含まれません。

作成された QRコード表示 S%

ファイル選択 S%S作成された QR

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 電話帳の 登録済の電話帳を利用して、 QRコードを作成しま

S ツール３（ f） S バーコードリーダー  

 S 電話帳

を入力して、 QRコードを作成します。

S ツール３（ f） S バーコードリーダー  

 S テキスト

ォルダ内のメロディ／ 画像／メモ帳を利
 QRコードを作成します。

S ツール３（ f） S バーコードリーダー  

 S データフォルダ

録先を変更する

表示中に、次の操作を行います。 
登録先変更」選択 S %S「本体」／

択 S% 

に添付して送信する

表示中に、次の操作を行います。 
メール添付」選択 S%S P.14-7操作
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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「詳細情報」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%S「はい」選択 S% 

.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。

本機の電話帳、入 力したテキス ト、データフォルダ 内のメ

ロディ／画像／メモ帳を利用して、 QRコードを作成できま

す。 
.１つの QRコードに登録できる文字数の目安は、数字だけを入

力したときは 513文字、英数字を入力したときは 311文字、漢

字だけを入力したときは 131文字となります。 

.情報量が多いときは、自動的に分割 QRコードが表示されま

す。（ 16分割まで） 

.作成した QR コードは、本機のデータフォルダのピクチャー

フォルダに登録されます。登録後は、データフォルダの操作

で確認できます。（ AP.8-5）

電話帳選択 S%S作
. QR コードには 、姓、

住所 、メモが含まれま

テキスト入力 S%S

フォルダ選択 S%S
コード表示 S%

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 ツール３（ f） S バーコードリーダー 

S 読み取りデータ確認 

QRコード作成

QRコード作成 す。

メニュー X ツール 

S QRコード作成

テキストの 
QRコード作成

テキスト

メニュー X ツール 

S QRコード作成

その他の 
QRコード作成

データフ
用して、

メニュー X ツール 

S QRコード作成

登

■作成された QRコードの

B（メニュー） S「

「メモリカード」選

S!メール

■作成された QRコードの

B（メニュー） S「

３以降
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画面中央に表示

央に入るように調

み取りにくいこ

じて、接写スイッ

接写モードに切

。 

cm離してくださ

（明るさ選択）

： B（メニュー） S「反転モード切替」選

／「通常文字」／「反転文字」選択 S%
： 0 

操作のあと %  

まります。
S操作１からやり

指定し、 %を押

、１行単位で行いま

QRコード作成中に着信があると
メニュー X ツール S ツール３（ f） S バーコードリーダー 

ピント調整バー
（色が濃くなるほど
ピントが合います）
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URL、 E-mailアドレス、電話番号、英語名などをカメラで

撮影し、読み取ります。また、読み取ったあとに、種類に

応じた操作も行えます。 

.最大 256文字まで、連続して読み取ることができます。 

.一度に読み取り可能な文字数は最大半角 60文字、行数は３行

までです。ただし、 35文字を超えると、読み取りにくいこと

があります。 

.一部記号など、読み取れないことがあります。 

.文字読み取りの起動時には、反転モードは「自動」に設定さ

れています。白抜きの文字など、うまく読み取れないときは、

反転モードを切り替えてください。 

.ズームは利用できません。 

1読み取る文字を、

する。 

.画面内の［］枠中

整してください。

［］の端の文字は読

とがあります。 

.文字のサイズに応

チを通常モード⇔

り替えてください

.被写体とは、約 10
い。

明るさの調整：■  f
反転モードの設定■

択 S%S「自動」

操作ガイドの表示■

,確認の終了：上記

2%を押す。

文字の読み取りが始
読み取りの中止：■  $
直す 

3
 

eで読み取る行を

す。 

.文字の読み取りは

す。 

■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、文字読み取りは できません。文字読み取

りを起動すると、終了確認画面が表示されますので、「は

い」を選び %を押し、機能を終了させてください。 

.

 
S!アプリ起動中は、文字読み取りは起動できません。

S 文字読み取り



  

4 読み取りが終了すると、読み取り結果が表示される。

メニュー） S「読み取り」選択 S%
選択 S%S文字を画面中央に表示 
字選択 S%S% 

するときや、読み取り結果を修正すると

照してください。

分 59.9秒）まで、 1／ 10秒単位で時間

。

時間（ラップタイム）も記録できます。 

新の４件までのラップタイムと合わせ

録できます。 

ときは、計測できません。また、計測

と、ストップウォッチは停止します。  

ります。
録： B（ LAP） 

最新の４件まで保持されます。ストップ

ると、すべて消去されます。 
を押す。

メニュー） S「メモ帳に登録」選択 S% 
、メモ帳の操作で確認します。

：タイマー停止中に B（メニュー） S「リ

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
位置に読み取り結果を挿入します。

チ

S ツール２（ f） S ストップウォッチ
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読み取った文字を自動的に判別し、 URL、 E-mailアドレス、

電話番号、単語などで表示します。読み取ったあとでも、

種類を変更し、再認識することができます。 

.読み取り可能文字数を超えたときは、文字数を切り取っ

たあとの読み取りデータが表示されます。
読み 取りの種類変更：■  B（メニュー） S「モ ード切替」選

択 S%S種類選択 S%
（切り替えた種類により、読み取り結果や変換候補で表示さ

れる内容が変わります。）

読み取り結果修正：■  B（メニュー） S「候補選択（編集）」

選択 S%S修正する文字選択 S候補選択／文字修正

読み取りのやり直し：■  $S「はい」選択 S%S操作１か

らやり直す 
5

 

%を押す。 

.このあと、読み取り結果を利用した各操作が行えます。

（ AP.12-20）

文字入力画面で B（

S「文字読み取り」

S%S読み込んだ文

.読み取りの種 類を変更

きは、左記操作４を参

最長 24時間（ 23時間 59
（タイム）を計測できます

計測中に途中までの所要

.計測したタイムは、最

て、本機のメモ帳に登

.電池残量が不足している

中に電池残量が不足する

1%を押す。

タイムの計測が始ま
ラップタイムの記■

,ラップタイムは、

ウォッチを終了す

2止めるときは、 %
メモ帳登録：■  B（

,登録後のタイムは

（ AP.12-26）

再開：■  %
計測タイムの消去■

セット」選択 S%

続けて文字を読み取るとき

■操作５のあと、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「続き読み取り」／「追 加読み取り」

選択 S% 
.続き読み取り

改行を切り取ったデータを、前回読み取った結果の末尾に追

加します。（前に読み取ったものと同じ種類で読み取ります。） 

.追加読み取り

改行も含むデータを、前回読み取った結果の次行に追加しま

す。

■すでに 256 文字を読み取り済のときは、「続き読み取り」また

は「追加読み取り」はできません。

読み取り カーソル

ストップウォッ

メニュー X ツール 
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3 終了するときは、 $ を押したあと、「はい」を選 3止めるときは、 %を押す。

ト：タイマー停止中に B（リセッ ト） 
 $ を押したあと、「はい」を選

計を自動的に計算します。出張時の

す。 

で入力できます。

9,999.70円まで、１回の入力は最大 

になったときの動作

の音量設定に従ってお知らせします。 

きは、 A（キャンセル）を押します。

しておいても止まります。 

は、マナーモード設定に従ってお知らせ

イマー設定時間が経過したときは、通話

時間経過のお知らせが表示されます。

ー動作中に着信があったときは、通話中

ま す。 "で通 話終了 後、キッチ ンタイ

面に戻ります。 

ー動作中にアラーム時刻になっても、ア

ません。このときは、キッチンタイマー

面に戻ると、アラームが動作します。
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び、 %を押す。

設定した時間 が経過したこと を、アラームとライト でお知

らせします。 
.最長 60分まで、１秒単位で設定できます。 

1 セットする時間（ 00分 01秒〜 60分 00秒）を入力し、 
%を押す。 

.入力を間違えたときは、 fでカーソルを移動し、入力し

直してください。 %を押したあとは、下記の「時間の変

更」の操作を行います。 

.

 
60分（ 60： 00）以上の数字を入力したときは、タイマー

起動時の入力画面に戻ります。

時間の変更：■  B（編集） S時間入力 S% 
2

 

%を押す。

タイマーのカウントダウンが始まります。 

再開：■  %
タイマーのリセ ッ■

4終了するときは、

び、 %を押す。

順次入力した金額の合

経費の計算などに便利で

.家計簿は、最大 30件ま

（合計金額は最大 29,99
999,999.99円まで）

補足 X .ストップウォッチを終了する と、計測したデータはすべ

て消去されます。消去したくないデータは、計測終了後、

メモ帳に登録してください。 

.計測中に着信があったときは、通 話中もストップウォッ

チの動作は継続します。 "で通話終了後、計測中の画面

に戻ります。 

.ストップウォッチ動作中にア 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、ストップウォッチ

終了後、待受画面に戻ると、アラームが動作します。

キッチンタイマー

メニュー X ツール S ツール２（ f） S キッチンタイマー

設定時間

■「効果音／音楽再生」

. アラームを止めると

約 60秒間そのままに

. マナーモード設定中

します。 

. 着信中や通話中にタ

終了後 "を押すと、

補足 X .キッチンタイ マ

も 動作は 継続し

マー動作中の画

.キッチンタイ マ

ラームは動 作し

終了後、待受画

家計簿



  

、メールの本文入力などで利用でき

字、最大 60件まで登録できます。 

を押す。 

選び、 %を押す。

家計簿入力
ダイヤルボタン で金額を入力し、明細名 を付けて

する

S ツール３（ f） S メモ帳 

文字入力画面 に挿入するとき は、「メモ

P.3-15）を参照してください。

S ツール３（ f） S メモ帳
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金額入力 S%Sカテゴリ名選択 S%
家計簿を簡単に入力する：待受画面で金額入力■  SbS%S
カテゴリ名選択 S% 

.操作した日時／明細名／金額が登録されます。 

.日付／時刻を設定していないときは、日時には「 --/--/-- --:--」な

どが登録されます。

「明細確認」選択 S%
他の金額を確認：■  e
入力した家計簿の明細名を変更：明細選択■  S%S明細名選

択 S% 
, 明細名の変更：明細名選択時に「その他」選択 S%S明細

名入力（最大 14文字） S%（この操作で明細名を変更して

も、あらかじめ登録されている明細名は変更されません。）

金額の変更：明細選択■  SB（メニュー） S「金額変更」選

択 S%S金額入力 S%
明細の１件削除：明細選択■  SB（メニュー） S「１件削除」

選択 S%S「はい」選択 S%
明細の全件削除：■  B（メニュー） S「全件削除」選択 S%S
操作用暗証番号入力（４ケタ） S%S「はい」選択 S%

「明細変更」選択 S%S明細名選択 S%Sカテゴリ名入力 S% 
.最大 14文字まで入力できます。

よく使う文章を登録し

ます。 
.１件につき最大 1536文

1本文を入力し、 %

1確認するメモ帳を

確認の終了：■  $

登録します。

メニュー X ツール S ツール３（ f） S 家計簿 

S 新規入力

明細確認 入力した家計簿を確認します。

メニュー X ツール S ツール３（ f） S 家計簿

明細変更 あらかじめ登録されている明細名を変更します。

メニュー X ツール S ツール３（ f） S 家計簿

メモ帳の利用

メモ帳に文章を登録

メニュー X ツール 

S ＜新規登録＞

補足 X 登録したメモ帳 を

帳を利用する」（ A

メモ帳を確認する

メニュー X ツール 
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を確認することができます。 

作防止など、おもに直接ボタンで操作

されない）機能が表示されます。 

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。

メモ帳を修正する

S ツール３（ f）

操作できる本機の状態や

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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1 修正するメモ帳を選び、 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。

登録したメモ帳を１件ずつ削除します。 

1「はい」を選び、 %を押す。

本機の基本的な操作方法

.ガイド機能では、誤動

する（メニューに表示

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

メニュー X ツール S ツール３（ f） S メモ帳

メモ帳を削除する

メニュー X ツール S ツール３（ f） S メモ帳 

S メモ帳を選ぶ S メニュー（ B） S 削除

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。

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 
択 S%S電話帳選択 S%S%
録されてい る電話帳選択時 ：電話帳選択

 S%S電話番号選択 S%S%
：上記操作のあと、呼出時間選択 S%

する

S「呼出なし」／「呼出あり」選択 
 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 留守番・転送電話 

L286_insatsu.book 2 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
13-2

オ
プ
シ
ョ
ン
サ 
l

ビ
ス 

13

本機では、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、本機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、

「 http://www.softbank.jp」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

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

電話番号が複 数登■

画面で電話帳選択

「呼出あり」選択時■

転送先の履歴番号を利用

通話の種類選択 S%
S%S履歴番号選択

「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.13-4）

■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.13-5）

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.13-6）

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.13-7）

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.13-10）

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 転送電話
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選択 S%S「はい」選択 S% 
されます。 

停止します。

れます。

操作のあと %

注意 X 転送先として登録できない電話番号 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 留守番・転送電話

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 留守番・転送電話

L286_insatsu.book 3 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
「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

「設定確認」選択 S% 
.設定確認画面が表示さ

確認の終了：上記■

.「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）

補足 X 転送電話サービスを本機の簡易留守録（ 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 

転送電話サー
ビス設定確認

転送電話

メニュー X 設定 



 

選択 S%S「はい」選択 S% 
されます。 

止します。

」選択 S% 
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

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

れます。

操作のあと %

留守番電話
留守番電話サービスを停止します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 留守番・転送電話

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。 

伝言メッ セージを 聞いたとき に消えま

話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 留守番・転送電話

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
13-4

オ
プ
シ
ョ
ン
サ 
l

ビ
ス 

13
 

.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。 

.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、「 http://www.softbank.jp」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、お知

らせすることもできます。（着信お知らせ機能： AP.13-5）

「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

「留守電サービス再生

.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「設定」選択 S
S「留守番・転送電

S「留守電サービス

「設定確認」選択 S% 
.設定確認画面が表示さ

確認の終了：上記■

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 留守番・転送電話 

S 留守番電話 S 設定

補足 X 留守番電話サービスを本機の簡易留守録（ 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：留守番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 

伝言メッセージ
再生

留守番電
を確認し

メニュー X 電話機能

補足 X .留守番電話セ ン

は、「 x」が表示

.「 x」は本機か ら

す。

留守番電話
サービス設定確認

留守番電

メニュー X 設定 
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ff」（解除）選択 S% 
表示されます。

が聞こえたら ! 
たびに、通話する相手を切り替えられま

着信お知らせ機能を利用する 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 割込通話

電話を保留にして、あと からかかってき
受けます。

中に本機を閉じると

す。

話中に "を押すと

が切れ、保留中の相手との通話を開始し

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。 
通話再開」選択 S%

L286_insatsu.book 5 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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

す。

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）

着信お知らせ機能設定中に着信があると

■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、着信があった

ことをお知らせします。（ AP.2-7） 

.お知らせ表示されるまでに、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 

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。

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

（メニュー） S「多者通話」選択 S%S
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、
切替通話中に本機を閉じると

す。

話中に "を押すと

が切れ、保留中の相手との通話を開始し

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。 
通話再開」選択 S%

時に通話できます。（最大６人）

 "を押すか本機を閉じると

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： B
「すべてと通話」選

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 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。

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.1-30）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.21-27）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。

L286_insatsu.book 7 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
電話の発着信や 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

電話番号指定

あらかじめ着信拒否 に設定した相

手からの電話を受け ないようにし

ます。

電話帳以外
電話帳に登録してい ない番号から

の電話を受けないようにします。

非通知
電話番号非通知の電 話を受けない

ようにします。

公衆電話
公衆電話からの電話 を受けないよ

うにします。

通知不可
通知不可番号からの 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



 

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 発着信規制 

の設定状況を確認します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 発着信規制 

L286_insatsu.book 8 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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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 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 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 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 着信規制
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DOff（拒否しない）

「 Off」（拒否しない）選択 S% 

D

 

Off（拒否しない）

「 Off」（拒否しない）選択 S% 

D

 

Off（拒否しない）

「 Off」（拒否しない）選択 S% 

D

 

Off（拒否しない）

「 Off」（拒否しない）選択 S%

着信を拒否する 電話帳 電話帳に 登録していない番号か らの着信を拒否す
かを設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 発着信規制 

S 電話帳以外

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 発着信規制 

S 非通知

からの着信を拒否する かどうかを設定し

S 通話／ TVコール設定（ f） S 発着信規制 

S 公衆電話

号を通知できない相手 からの着信を拒否
うかを設定します。

S 通話／ TVコール設定（ f） S 発着信規制 

S 通知不可
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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% 
, 電話番号が複数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%S「はい」選択 S% 

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）／

「 On」（拒否する）／

「 On」（拒否する）／

「 On」（拒否する）／

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 発着信規制 

S 着信拒否 S 電話番号指定 S 拒否番号リスト

補足 X 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。

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 発着信規制 

S 着信拒否 S 電話番号指定 S On／ Off設定

以外着信拒否 るかどう

メニュー X 設定 

S 着信拒否 

非通知着信拒否
電話番号
します。

メニュー X 設定 

S 着信拒否 

公衆電話
着信拒否

公衆電話
ます。

メニュー X 設定 

S 着信拒否 

通知不可
着信拒否

発信者番
するかど

メニュー X 設定 

S 着信拒否 



 

手に通知したり、非通知に設定する

らず、電話番号の前に次の数字を付け

信ごとに電話番号の通知／非通知を選

DOn

 S%

れます。

操作のあと %

発着信規制用暗証番号を変更する サービス

または (31#

または #31#

を相手に通知したり、非 通知に設定しま

S 通話／ TVコール設定（ f） S 発番号通知・表示

号通 知サ ービ スの 設定 状況を 確認 しま

S 通話／ TVコール設定（ f） S 発番号通知・表示
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13

現在の発着信規制用暗証番号（４ケタ）入力 S%S新し

い発着信規制用暗証番号（４ケタ）入力 S%Sもう一度

新しい発着信規制用暗証番号（４ケタ）入力 S%

お客様の電話番号を相

ことができます。 
.ここでの設定にかかわ

てダイヤルすると、発

べます。  

「 On」／「 Off」選択

「設定確認」選択 S% 
.設定確認画面が表示さ

確認の終了：上記■

発着信規制用
暗証番号変更

発着信規制用暗証番号を変更します。

メニュー X 設定 S 通話／ TVコール設定（ f） S 発着信規制 

S 暗証番号

発信者番号通知

通知 186

非通知 184

発信者番号通知／
非通知設定

電話番号
す。

メニュー X 設定 

発信者番号通知
サービス設定確認

発 信者番
す。

メニュー X 設定 
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メール
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ルなどは、次のように管理されてい

）

（ AP.14-4）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.14-35）を「 On」にして

ールフォルダ」も表示されます。

（ AP.14-4）を「フォルダ表示」にしてい

」、「振り分けフォルダ」が表示されます。

メールの管理方法について

受信したメール

下書きとして保存したメール

例文（ひな形）としてダウンロード

または保存したアレンジメール

送信したメール

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、
送信予約したメール
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本機では、 SMSと S!メールの２つのメッセージ サービスが

利用できます。 
.

 
S!メールではアレンジメール、フィーリングメールが作成で

きます。

本機で送受信したメー

ます。（メールフォルダ

※ 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

るときは、「送信メール

メールについて

補足 X . S!メールの利用と 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、「 http://www.softbank.jp」

を参照してください。

SMS　

ソ フトバン ク携帯電 話どう 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信できます。 

.最大 20件まで同時に送信できます。 

S!メール

ソフトバンク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、音楽、 
vファイルなどを送受信できます。 

.ソフトバンク携帯電話やパソコン、 E-mailに対応してい

る携帯 電話など の宛先へ 最大 20 件まで同 時に送信で き

ます。

アレンジメール

文字色、文字サイズ、背景色を変えたり、画像、 BGMなど

を挿入できます。（ AP.14-11）

フィーリングメール

フ ィーリン グメー ルの種 類ごとに ライト、バ イブパタ ー

ン、着信音を設定することによって受信したメールの種類

がわかります。（ AP.14-15）

下書き

例文

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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を押したときや、メールフォルダを

、次のようなリスト画面が表示され

メールの自動削除設定について メール画面の見かた

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：「 $」）

送信予約は未送信ボ ックスに保存されま

す。 

メールの設定など

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。

ールの内容 

` 未読 @ 既読 

` 送信済 K 送信失敗 

J 返信済 I 転送済 

L

 

S!メール通知 P 配信レポート未読 

+ 送信予約 

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
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本機では、受信ボ ックス／送信済 みボックスのメモ リが一

杯になると、古い メールから自動 的に削除されるよ うに設

定されています。 

.自動的に削除されないようにするためには、次の操作を行っ

てください。 

,自動削除設定を「 Off」にする。（ AP.14-36） 

,メールを保護する。（ AP.14-28） 

.受信ボックス／送信済みボックスのデータをメモリカードに

バックアップすることもできます。（ AP.11-4）

メールの受信画面で %
選び %を押したときは

ます。

メモリ使用状況を確認する

■メールフォルダのメモリの使用状況を確認するときは、次の操

作を行います。 
%S「メール」選択 S%S「メール容量確認」選択 S%
S「受信ボックス」／「送信ボックス合計」／「送信済

み」／「下書き」／「未送信」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと % 
.受信ボックスには、最大５Ｍバイトまたは 1000件まで保存で

きます。また、送信済みボックス、下書き、未送信ボックス

には、合計で最大３ Mバイトまたは 500件まで保存できます。 

.メールフォルダのメール容量がわずかになると、それをお知

らせするメッセージが表示されます。 

.例文のメモリ使用状況は、データフォルダのその他ファイル

のメモリ使用状況（ AP.8-2）に反映されます。 

.

 
USIMカードに保存している SMSの容量または件数は、表示

されません。

リスト画面

メ
.

※

※

.

送
.

メ

１行 差出人＋本文



 

2「２行表示」、「１行 差出人＋本文」、「１行 件名＋

人」、「１行 件名」のいずれかを

 

、「１行 差出人＋本文」に 設定されて

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.14-31） 

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。

したフォルダがあるとき：操作用暗証番号

を選び、 %を押す。

一覧表示」選択 S%

補足 X .リスト画面で次の操作を行う と、メールの順番を並べ替

、次の操作で設定できます。 
） S「表示設定」選択 S%S左記操作

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

、シークレット設定したフォルダに保存

も表示されます。
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リスト 画面 でメー ルを選 び %を押す と、次のよ うな メッ

セージ画面が表示されます。 

1「メール一覧表示切替」を選び、 %を押す。 

本文」、「１行 差出

選び、 %を押す。

.お買い上げ時には

います。

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、

シークレット設定■

（４ケタ）入力 S% 
2「フォルダ表示」

一覧表示にする：「■

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。

（ A右記）

メッセージ画面

補足 X .照明が暗くなりメッセージが読みづらいときは、 0 〜 
9を押すと、照明が点灯します。 

.メッセージ画面で #を押すと前のメッセージを、 (を

押すと次のメッセージを確認できます。

メールの表示方法を設定する

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

メール番号

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。

件名（ SMSでは表示されません。）

送受信日時

メールの内容

補足 X .リスト画面では

B（メニュー

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 

注意 X 一覧表示に戻すと

されていたメール
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プを登録しておくと 、グループに設定し

ールを一括で送信できます。（ AP.4-12） 

相手は、簡単メール宛先に登録してお

14-33） 

用すれば、他のメールを確認しながら、

。（ AP.1-26） 

入力できる項目が異なります。

きません。

メールアドレスの変更・編集

に

件名 本文 添付 

× ○ × 

○ ○ ○

先を入力する

件名を入力する

ールを送信する

文を入力する

ファイルを添付する

アレンジ設定をする

フィーリング設定をする

S!メール
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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、インターネットを利用します。 

.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「メール・アドレス設定」を選び、 %を押す。

インターネットに接続します。 

.以降は、画面の指示に従って操作してください。 

.あらかじめメールグ ルー

た複数の宛先に、同じメ

.よくメールを送信する

くと便利です。（ AP.

.マルチジョブ機能を利

メールを作成できます

SMSと S!メールでは、

※ E-mailアドレスは入力で

メニュー X メール S 設定

補足 X Yahoo! ケー タイ の「 My  SoftBank」（設 定・申込）で も

メールアドレスの変更、編集が行えます。

□□□□□□□□□□□＠softbank.ne.jp

（例：変更前）

（例：変更後）

＠softbank.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

※詳しくは、「 http://www.softbank.jp」を参照してください。

メール送信

メールを作成する前

宛先

SMS ○※

S!メール ○

メール作成の流れ

宛

メ

本

SMS



 

作成から送信までを説明します。  

「メール」を選び、 %を押す。 

しても、操作できます。 
を選び、 %を押

されます。 
、 %を押す。

ること： AP.14-9 

 AP.14-7操作４  
画面では「メールア

示されません。 
、 %を押したあと、メールの本文

ルボタンを押しても、本文入力画面を

 AP.3-5  

： AP.14-8操作８

： AP.14-8操作８

認： AP.14-8操作８

 AP.14-15

4-17

下書きに保存： AP.14-18  

。 

。

送信可能文字数 SMSを作成／送信する

SMS作成画面
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送信可能文字数は、次のとおりです。 

.

 

SMSでは入力言語設定（ AP.14-37）を「英語（ 160文字）」

にしているときは、全角は入力できません。最大半角英数字 
160文字まで入力できます。 

.

 
S!メールは、添付ファイルと本文など、合わせて最大約 300K
バイトまで送信できます。このため、添付ファイルのデータ

量によって、本文に入力できる文字数は異なります。 

.送信するメールのおおよそのデータ容量は、メール作成画面

（ A右記「 SMS作成画面」／ P.14-7「 S!メール作成画面」）で

確認できます。

ここでは、 SMSの新規

1%を押したあと、

.待受画面で Bを押

2「 SMS新規作成」

す。 

SMS作成画面が表示

3宛先入力欄を選び

宛先入力時にでき■

4宛先を入力する。

宛先の入力方法：■

, SMS の宛先選択

ドレス入力」は表

5本文入力欄を選び

を入力する。 

%の代わりにダイヤ

表示できます。
文字の入力方法：■

6%を押す。

メール本文の修正■

メール本文の削除■

デルモジ表示の確■

送信詳細の設定：■

送信予約：■  AP.1

作成したメールを■

7A（送信）を押す

SMSが送信されます

SMS
最大全角 70文字（半角カタカナ 70文字、半角英数字 160
文字） 

S!メール 全角約 15000文字（半角約 30000文字） 
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3宛先入力欄を選び、 %を押す。

されます。

ること： AP.14-9 
選択する 

選び、 %を押す。 

、 %を押す。
方法： AP.4-8

電話をかける」

録されている電話帳選択時：ソフトバン

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。
宛先入力欄選択 S%S「宛先追加」選択 

４をくり返す

を選択する 

、 %を押す。 
、マークのあとに名前や電話番号／ E-

が表示されているものです。

 AP.14-33）から宛先を選択する 

宛先」を選び、 %を押す。 

、 %を押す。 

SMS作成中に S!メールに変換する

宛先選択画面
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ここでは、 S!メー ルの新規作成 を例に、宛先入力から 送信

までを説明します。 
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。 

S!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、 S!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
電話帳の検索■

「電話帳から

操作２〜３

宛先が複数登■

ク携帯電話の

メールグループ（

1「メールグル

2メールグルー
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

mailアドレス

簡単メール宛先（

1「簡単メール

2送信先を選び

■ SMS作成画面で、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「 S!メールに変換」選択 S%S「はい」

選択 S% 
.

 

SMS本文入力中に送信可能文字数を超えると、超過した文字

も入力された状態で、 S!メールに変換されます。 

,

 

S!メールに変換する：「はい」選択 S% 

S!メールを作成／送信する

S!メール作成画面



 

宛先を直接入力する 8%を押す。

：本文入力欄 選択 S

：本文入力欄 選択 S
本文消去」選択 S%

認：本 文入力欄 選択 
 S「デ ル モジ 表示」

対応機のときの、受

を確認できます。

 AP.14-15

ルの作成： AP.14-15

4-17

下書きに保存： AP.14-18 
どを行う。

 AP.14-10     

。

す。 

ポジションにしても、送信は中止され

キャンセル： A（キャンセル） 

っては、キ ャンセルで きないこ とがあり

成中に着信があると

されています。通話などを終わると、作
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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ソフトバンク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。 

5 件名入力欄を選び、 %を押す。

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。） 
6 件名を入力し、 %を押す。 

.最大全角 256文字（半角 512文字）まで入力できます。 
7「 X本文」を選び、 %を押したあと、 S!メールの本

文を入力する。

文字の入力方法：■  AP.3-5 

, マイ絵文字履歴リスト からマイ絵文字を入力したときは、

自動的にアレンジメール作成画面になります。

（ AP.14-11）

他社送信用絵文字の入力：本文入力画面で■  B（メニュー） S
「他社送信用絵 文字」選択 S%S「ドコモ対応」／「 au対

応」／「ソフトバンク対応」／「携帯３社共通」選択 S%S
絵文字選択 S% 
, 選択したモードによっては使えない絵文字もあります。 

, 選択したモードは作成中のメールにだけ有効です。 

, モードを変更しても入力済みの絵文字には反映されません。

アレンジメールの作成：■  AP.14-11

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.14-35）  

メール本文の修 正■

%S本文修正 S%
メール本文の削 除■

B（メニュー） S「

デルモジ表 示の確■

SB（メ ニュ ー）

選択 S% 
,受信側がデルモジ

信側での表示状態

送信詳細の設定：■

フィーリングメー■

送信予約：■  AP.1

作成したメールを■

9ファイルの添付な

ファイルの添付：■

11110000A（送信）を押す

メールが送信されま

.送信中にクローズ

ません。

送信中のメールを■

,タイ ミングに よ

ます。

メール作

■作成中のメールは保護

成を継続できます。
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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（ AP.14-6

4-7「 S!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。 

先が複数になると、 SMS／ S!メール作成

」が表示されます。

c」、「 Bcc」）を変更するときは、 S!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（ AP.14-6

4-7「 S!メール作成画面」）で次の操作を

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（ AP.14-6「 SMS作

ール作成画面」）で次の操作を行います。

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、件名や本文に半

しないでください。受信側で正しく表示

ります。
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■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%S「 S!メー

ル」／「  SMS」選択 S%Sメール作成（  AP.14-8操作５

以降、 P.14-6操作５以降） 

.

 
E-mailアドレスのとき 
E-mailアドレス選択 S%S S!メール作成（ AP.14-8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

■未 受信メー ルボックス 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） 

.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、「 ;」とお知らせ が表示

されます。再送するときは、お知らせ画面で、次の操作を行い

ます。

「送信失敗」選択 S%Sメール選択 S%
■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.14-34） 

.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

「 SMS作成画面」／ P.1

行います。

宛先欄選択 S%S
（ AP.14-7操作４）

,メール作成画面に戻

. 最大 20件まで入力で

. 宛先を追加して送信

画面の宛先欄に「 i
■宛先タイプ（「 To」、「 C

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

「 SMS作成画面」／ P.1

行います。

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

成画面」／ P.14-7「 S!メ
宛先欄選択 S%S
選択 S% 
,全 宛先削 除：「削除

「はい」選択 S% 
,メール作成画面に戻

注意 X 宛先に E-mailアド

角カタカナを入力

されないことがあ



 

音楽を添付する 

び、 %を押す。 

び、 %を押す。
の録音：「ボイスレコ ーダー起動」選択 

録音 開始） S%（録 音終 了） S「添 付」

本体」／「メモリカード」選択 S%（操

 %を押す。

 

選び、 %を押す。 

」を選び、 %を押す。
デオ 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

、 %を押す。  

lash ®（ AP.8-7）を添付する 

たは「着信音  Flash ®」を選び、 

び、 %を押す。

 

選び、 %を押す。 

、 %を押す。

」を選び、 %を押す。 

れている日を選び、 %を押す。 

 %を押す。

画像／音楽ファイルなどを添付する
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S!メールに画像や音楽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、 S!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。 

.以下の操作は、 P.14-8操作９で行います。操作後、 S!メール作

成画面に戻りますので、 S!メールの作成を完了し、 S!メール

を送信してください。 
1「 Y添付」を選ぶ。 
2「ファイル添付」を選び、 %を押す。

メニ ューから の操作：■  S!メール作 成画面で B（メ ニュー） 
S「ファイル添付」選択 S% 

3 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% 
,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%
画像サイズの変更：添付した画像選択■  SB（メニュー ） 
S「画像リサイズ」選択 S%Sサイズ選択 S% 
,マルチジョブ機能利用中または JPEG形式（ .jpg）以

外の画像のときは、サイズを変更できません。

1「音楽」を選

2フォルダを選
添付する 音楽■

S%S%（

選択 S%S「

作完了） 

3音楽を選び、

ビデオを添付する

1「ビデオ」を

2「ビデオ添付
添 付す るビ■

S%S%（

選択 S%S「

作完了） 

3ビデオを選び

Flash®／着信音  F
1「 Flash ®」ま

%を押す。 
2ファイルを選

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、
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例文を添付する 

景色を変えたり、画像、 BGMなど

につき、 BGMまたは Flash ®を１ファイ

につき、最大 40種類のマイ絵文字が挿

作７で行います。操作後、 S!メール作

、 S!メールの作成を完了し、 S! メール

  

押す。 
を選び、 %を押す。

画面が表示されます。  
上）押しても、アレンジメール作成画

。

アレンジメールを作成する

有効な装飾の表示

アレンジメニュー 

.

 
gで項目を選びます。
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1「メール例文」を選び、 %を押す。 

2ファイルを選び、 %を押す。

ブックを添付する 

1「ブックフォルダ」を選び、 %を押す。 

2ファイルを選び、 %を押す。

カスタムスクリーンを添付する 

1「カスタムスクリーン」を選び、 %を押す。 
2ファイルを選び、 %を押す。

その他のファイルを添付する 

1「その他ファイル」を選び、 %を押す。 

2ファイルを選び、 %を押す。

文字色、文字サイズ、背

を挿入できます。 
.１件のアレンジメール

ル挿入できます。 

.１件のアレンジメール

入できます。 

.以下の操作は、 P.14-8操

成画面に戻りますので

を送信してください。

1B（メニュー）を

2「アレンジ設定」

アレンジメール作成

.!を長く（１秒以

面が表示されます

添付ファイルを削除する

■ S!メール作成画面で、次の操作を行います。

ファイル選択 SB（メニュー） S「ファイル削除」選択 
S%

添付ファイルを追加する

■ S!メール作成画面で、次の操作を行います。

「 x添付」選択 S「ファイル添付」選択 S%S P.14-10操

作３以降

アレンジメール

作成画面



 

3 文字色を変える 画像を挿入する 

を選び、 %を押す。 

フォルダ」または「デジタルカメ

を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。
を撮影：「画像挿入」選択 S%S「カメ

 S%S%（撮影） S%  
位置を選び、 %を押す。 

力されていないときは、挿入位置を選

ません。

.8-7）を挿入する 

挿入」を選び、 %を押す。
ダの「マイ絵文字」のフォルダが開き

選び、 %を押す。  

でマイ絵文字を挿入する：本文入力画面

リスト表示時に #（マイ絵文字履歴リ

れます。） Sマイ絵文字選択 S% 
を挿入すると自動的にアレンジメールに

 

履歴リスト表示 時に #を押すと、マイ

ァイルリスト画面が表示されます。
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1「文字色：」を選び、 %を押す。 

2文字色を選び、 %を押す。 

3文字を入力する。 
.

 
Aを押すと、アレンジメニューが表示されます。

入力済の文字色を変える：■  B（範囲選択） S最初の文

字選択 S%S最後の文字選択 S%S「文字色：」選

択 S%S文字色選択 S%
入力済の 文字す べての文 字色を変 える：■  B（範 囲選

択） SB（全選 択） S「文字色：」選択 S%S文字

色選択 S%

文字サイズを変える 
1「文字サイズ：」を選び、 %を押す。 
2文字サイズを選び、 %を押す。 
3文字を入力する。 
.

 
Aを押すと、アレンジメニューが表示されます。
入力済の文字の文字サイズ を変える：■  B（範囲選択） 
S最初の文字選択 S%S最後の文字選択 S%S「文

字サイズ：」選択 S%S文字サイズ選択 S%
入力済の文字すべての文字サイズを変える：■  B（範囲

選択） SB（全選択） S「文字サイズ：」選択 S%S
文字サイズ選択 S%

1「画像挿入」

2「ピクチャー

ラフォルダ」

3ファイルを選
添付する画像■

ラ起動」選択

4gで画像挿入
.本文に何も入

ぶ必要はあり

マイ絵文字（ AP

1「マイ絵文字
データフォル

ます。 

2マイ絵文字を

3%を押す。
本文入力画面■

で (S履歴

ストが表示さ

, マイ絵文字

なります。

, マイ絵文字

絵文字のフ
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BGMを挿入する 文字列を点滅させる 

を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。 

を選び、 %を押す。 

る。
の点滅： B（範囲選択） S最初の文字選

後の文字選択 S%S「効 果設定」選択 S
」選択 S%S「点滅設定」 選択 S%
 B（範囲選択） S点滅設定している文字

の文字選択 S%S最後の文字選択 S%
」選択 S%S「点滅」選択 S%S「点滅

%

ルさせる 

を選び、 %を押す。 

」を選び、 %を押す。 

」または「左右スウィング」を選

。 

る。
のスクロール： B（範囲選択） S最初の

S最後の文字選択 S%S「効果設定」選

クロール」選択 S%S「右から左へ」／

ング」選択 S%
解除： B（範囲選択） Sスクロール設定

列選択 S最初の文字選択 S%S最後の

S「効果設定」選択 S%S「スクロー

S「スクロール解除」選択 S%
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1「挿入」を選び、 %を押す。 

2「 BGM挿入」を選び、 %を押す。 

3「着うた・メロディフォルダ」または「音楽フォ

ルダ」を選び、 %を押す。 

4ファイルを選び、 %を押す。
添付する■  BGMを録音：「挿入」選択 S%S「 BGM挿

入」選択 S%S「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）

■ BGMの削除：「挿 入」選択 S%S「 BGM削除」選択 
S%S「はい」選択 S% 

Flash

 

®（ AP.8-7）を挿入する 

1「挿入」を選び、 %を押す。 

2「 Flash挿入」を選び、 %を押す。
データフォルダの「 Flash ®」のフォルダが開きます。 

3ファイルを選び、 %を押す。
■ Flash ®の確認表示： A（文字入力） SB（メニュー） 
S「確認表示」選択 S%

■ Flash ®の削除： A（文字入力） Sカーソルを Flashア

イコンの前に移動 S$

区切り線を挿入する 
1「挿入」を選び、 %を押す。 
2「区切り線挿入」を選び、 %を押す。

アレンジメール作成画面に戻る：■  $

1「効果設定」

2「点滅」を選

3「点滅設定」

4文字を入力す
入力済の文字■

択 S%S最

%S「点滅

点滅の解除：■

列選択 S最初

S「効果設定

解除」選択 S

文字列をスクロー

1「効果設定」

2「スクロール

3「右から左へ

び、 %を押す

4文字を入力す
入力済の文字■

文字選択 S%
択 S%S「ス

「左右スウィ

スクロールの■

している文字

文字選択 S%
ル」選択 S%



 

行を揃える 
例文を作成する

の操作を行います。 
例文へ保存」選択 S%S例文名入力 
 S% 

送信詳細の設定内容は保存されません。 

トなど からダウ ンロード すること もで

アレンジメールを作成する

 
 S%S「例文」選択 S%S例文選択 

文一覧画面で B（メニュー） S「確認

例文一覧画面で B（メニュー） S「表

S「ファイル名」／「タイトル」選択 S% 
は、「フォルダ／ファイルの管理」

てください。

の操作を行います。 
例文呼び出し」選択 S%S例文選択 
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1「効果設定」を選び、 %を押す。 

2「行揃え」を選び、 %を押す。 

3「左寄せ」、「中央寄せ」、「右寄せ」のいずれか

を選び、 %を押す。 

4文字を入力する。
入力済の文字の行揃え：■  B（範囲選択） S最初の文字

選択 S%S最後の文字選択 S%S「効果設定」選択 
S%S「行揃え」選択 S%S「左寄 せ」／「中央寄

せ」／「右寄せ」選択 S%

背景色を変える 

1「背景色：」を選び、 %を押す。 

2背景色を選び、 %を押す。

装飾を解除する 
1「装飾解除」を選び、 %を押す。 
2「はい」を選び、 %を押す。 
.すべてのアレンジ設定が解除され、通常の S!メール

作成画面に戻ります。

１つ前の操作に戻る

■アレンジメール作成画面で、次の操作を行います。

「元に戻す」選択 S% 
.

 
BGMを挿入／削除したときは、元に戻せません。

■ S!メール作成画面で次

B（メニュー） S「

S%S「保存」選択

. 宛先、件名、添付、

. 例文はイ ンターネ ッ

きます。

例文を利用して

■次の操作を行います。

%S「メール」選択

S%  

,例文の確認表示：例

する」選択 S% 
,例文の表示名切替：

示名切替」選択 S%
. 例文の管理について

（ AP.8-8）を参照し

■ S!メール作成画面で次

B（メニュー） S「

S%
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します。 

容は、対応機種どうしだけで有効とな

容は、作成中のメール１件だけに有効

作６のあとの SMS作成画面、または 

!メール作成画面で行います。操作後、 
画面（ AP.14-6「 SMS作成画面」／ 

面」）に戻りますので、メールの作成

信してください。

 E-mailアドレスのときは、利用できません。 
D

 
Off（入手しない） 

送信詳細」選択 S%S「配信確認」

入手する）／「 Off」（入手しない）

D最大 
送信詳細」選択 S%S「有効期限設

選択 S%

フィーリングメールを作成する 送信詳細を設定する

詳細を設定する

ルの配信状 況を配信レポート（ AP.14-
て入手するかどうかを設定します。 

設定する

メールを SMSサービスセンターに保存す
設定します。
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フィーリング 設定を行うと、感 情を表す絵文字（フ ィーリ

ング設定用絵文字）が件名の先頭に挿入されます。

フィーリング 設定されたメ ール（フィーリング メール）を

受信すると、フィーリング設定用絵文字に連動した着信音、

バイブ、ライトでお知らせします。 

.宛先がフィーリング設定対応のソフトバンク携帯電話のとき

に利用できます。 

.フィーリング設定に対応していない携帯電話に送信したとき

は、受信側では通常の絵文字として件名に表示されます。 

.フィーリング設定用絵文字に連動する着信音、バイブ、ライ

トは、受信側の携帯電話で設定します。（ AP.14-20） 

.以下の操作は、 P.14-8操作８のあとで行います。操作後、 S!メー

ル作成画面に戻りますので、 S!メールの作成を完了し、 S!メー

ルを送信してください。 
1

 

B（メニュー）を押す。 
2「フィーリング設定」を選び、 %を押す。 

3「 Happy／うれしい」、「 OK／ Good」、「悲しい／ご

めんね」、「 NG／ Bad」、「重要／注目」のいずれか

を選び、 %を押す。 
4 フィーリング設定用絵文字を選び、 %を押す。 

S!メール作成画面に戻ります。

メールの送信詳細を設定

.送信詳細で設定した内

ります。 

.送信詳細で設定した内

となります。 

.以下の操作は、 P.14-6操

P.14-8操作８のあとの S
$を押すとメール作成

P.14-7「 S!メール作成画

を完了し、メールを送

■宛先が

B（メニュー） S「

選択 S%S「 On」（

選択 S% 

B（メニュー） S「

定」選択 S%S期限

メール共通の送信

配信確認
送信メー
19）とし

SMSの送信詳細を

有効期限設定
送信した
る期限を



 

 E-mailアドレスのときは、設定できません。 
D

 
Off

 

送信詳細」選択 S%S「返信要求」

「 Off」選択 S%

 E-mailアドレスのときは、設定できません。 
D

 
Off

 

送信詳細」選択 S%S「転送不可」

「 Off」選択 S%

 E-mailアドレスのときは、設定できません。 
D

 
Off

 

送信詳細」選択 S%S「削除不可」

「 Off」選択 S%

 E-mailアドレスのときは、設定できません。 
D

 
Off

送信詳細」選択 S%S「質問」選択 
定」選択 S%S「 On」選択 S%S
題入力 S%S「正解」選択 S%S
完了） 

した問題／正解は削除されます。 

時に設定されている問題（「私の誕生日は

ります。 

S!メールの送信詳細を設定する 返信要求
返信を要 求するメッセージを受 信側に表示させる

を設定します。

止するメッセージを受 信側に表示させる
を設定します。

止するメッセージを受 信側に表示させる
を設定します。

質問に答えないとメッ セージ画面が表示
ように設定します。
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■返信先アドレスが未設定のときは、設定できません。 
D

 
Off

 

B（メニュー） S「送信詳細」選択 S%S「返信先アド

レス設定」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S%
返信先アドレスを入力する：■  AP.14-37 

D普通 
B（メニュー） S「送信詳細」選択 S%S「優先度」選

択 S%S優先度選択 S% 
.優先度を設定しても、送信速度は変わりません。

■未受信メール転送をするときだけ設定できます。 
D削除しない 

B（メニュー） S「送信詳細」選択 S%S「未受信メー

ル転送時」選択 S%S「削除しない」／「転送後削除」

選択 S%

■宛先が E-mailアドレスのときは、設定できません。 
D

 
Off

 

B（メニュー） S「送信詳細」選択 S%S「自動消去設

定」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S%

■宛先が

B（メニュー） S「

選択 S%S「 On」／

■宛先が

B（メニュー） S「

選択 S%S「 On」／

■宛先が

B（メニュー） S「

選択 S%S「 On」／

■宛先が

質問を設定する 
B（メニュー） S「

S%S「 On／ Off設

「問題」選択 S%S問

正解入力 S%SB（

.「 Off」にすると、入力

, 問題は、お買い上げ

いつですか？」）にな

返信先
アドレス設定

送信 する メー ルの返 信先 のア ドレ スを 設定し ま
す。

注意 X 返信先アドレスを設定したときでも、受信者側のメールソ

フトにより返信先アドレスが動作しないことがあります。

優先度 優先度を設定します。

未受信メール
転送時

転送したあと、サー バーからメールを削 除するか
どうかを設定します。

自動消去設定
送信した S!メールが受信側で表示されたあとメール
ボックスから自動的に消去するように設定します。

かどうか

転送不可
転送を禁
かどうか

削除不可
削除を禁
かどうか

質問
受信側が
されない
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問題／正解を編集する 

送信することができます。 

は未送信ボックスに保存されます。 

ます。 

、お知らせ表示されます。 

作６のあとの SMS作成画面、または 

!メール作成画面で行います。  

押す。 
び、 %を押す。 

び、 %を押す。

に送信：「圏内時に送信」選択 S%S「は

 

に設定できます。 
 を押す。 

P.14-34）が「 Off」の場合に、指 定し

なかったとき（圏外または電源 Off時）

ん。

メールを送信予約する
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B（メニュー） S「送信詳細」選択 S%S「質問」選択 
S%S「問題編集」選択 S%S「問題」選択 S%S問

題入力 S%S「正解」選択 S%S正解入力 S%SB（完

了）

■宛先が E-mailアドレスのときは、設定できません。

■ P.14-8操作９のあとの S!メール作成画面で行います。 
D

 
Off

添付再生優先の On／ Offを設定する

添付 ファイル 選択 SB（メニュー） S「添付再生 優先」

選択 S%S「 On／ Off設定」選択 S%S「 On」／「 Off」

選択 S% 
.「 Off」にすると入力したメッセージは削除されます。

メッセージを入力する

添付 ファイル 選択 SB（メニュー） S「添付再生 優先」

選択 S%S「メッセージ入力」選択 S%Sメッセージ入

力 S% 
.２つ以上のファイルには、設定できません。 

.アレンジメールでは、設定できません。 

.「添付再生優先」が表示されない添付ファイルは、設定できませ

ん。

メールを指定した日時に

.送信予約をしたメール

.最大 10件まで登録でき

.送信が成功したときは

.以下の操作は、 P.14-6操

P.14-8操作８のあとの S

1B（メニュー）を

2「送信予約」を選

3「日時指定」を選

圏内で■  10秒経過後

い」選択 S% 
4日時を入力する。

.一週間以内の日時

5「はい」を選び、%
.「自動再送」（ A

た日時に送信でき

は、再送されませ

添付再生優先
受信側で自動的 にメッセージが表示 され、ファイ
ルが再生するように設定します。

注意 X １件の S! メールに対して「自動消去設定」、「返信要求」、

「転送不可」、「削除不可」、「質問」、「添付再生優先」は同

時に設定できません。



 

3メールを修正／送信する。 

信方法は、 SMSの作成時（  AP.14-6）、

作成時（ AP.14-7〜 P.14-8）と同様

、下書きから削除されます。

再保存：修正後 B（メニュー） S「下書

S「新規に保存」／「上書き保存」選択  

と、受信画面の

される。

ジションのときは、

ポジションにする

と、お知らせ表示さ

選び、 %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.14-

%

下書きを利用する

る
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作成したメールを、送信せずに下書きとして保存します。 

.保存するメモリがないときは、下書きを保存できません。不要

なメールを削除（ AP.14-29）したあと、操作してください。 

.以下の操作は、 P.14-6操作６のあとの SMS作成画面、または 

P.14-8操作８のあとの S!メール作成画面で行います。 
1

 

B（メニュー）を押す。 
2「下書きへ保存」を選び、 %を押す。

下書きフォルダに保存されます。

下書きとして保存しておいたメールを送信します。 

1「下書き」を選び、 %を押す。

下書きフォルダ内に保存されているメールの一覧画面が

表示されます。
下書きしたメールの情報確認：メール選択■  SB（メニュー） 
S「メールの詳細情報」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと %
下書きしたメールの削除：メール選択■  SB（メニュー） S

「削除」選択 S%S「はい」選択 S% 
2 メールを選び、 %を押す。

下書 きの 内 容が 入力 さ れた 状態 で、メ ー ル 作成 画面

（ AP.14-6「 SMS作成画面」／ P.14-7「 S! メール作成画

面」）が表示されます。 

.メールの修正／送

または S!メールの

です。 

.送信したメールは

修正した下書きの■

きへ保存」選択 S%
S%

1メールを受信する

あとお知らせ表示

（「 z」点灯） 

.本機がクローズポ

受信中にオープン

と、受信画面のあ

れます。 

2「新着メール」を

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

作成したメールを下書きに保存する

注意 X S!メー ルを保存したと きは、宛先タイ プ（「 To」、「 Cc」、

「 Bcc」）や添付ファイルの順番が変わることがあります。

下書きしたメールを送信する

メニュー X メール

メール受信

新着メールを確認す
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3 メールを選び、 %を押す。
メールに返信要求が設定されていると

ジ画 面を閉じると返 信を要求するメ ッ

。 

い」を選び、 %を押します。 

ージは表示されなくなります。

問が設定されていると

と、問題が表示されます。 %を押して、

すと、メールの内容が表示されます。 

とメールは開きません。 

るメールは、リスト画面で件名／本文は

生優先が設定されていると

にメッセージが表示され、添付ファイル

、再生されないことがあります。

ポートを確認する

）を「 On」にしてメールを送信したと

クスからメールの配信状況のレポート

ートは、お知らせ画面（ AP.14-18）で

認できます。

%S配信レポート未読メール選択 S
） 

とき：上記操作のあと %S$Sレポー

画面でも、無事に配信が完了していると

況が不明のときは「 ~」、配信が失敗し

が表示されます。
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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.14-24）に対応したメールのときに、

文字が 3D表示される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.14-24）

続きのある■  S!メールの受信： AP.14-21

受信したメールの利用：■  AP.14-23

補足 X .受信 画面や お知 らせが 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.14-23） 

.優先度が「低」に設定されているメ ールを受信したとき

は、着信音、バイブは動作しません。

新着メールをサブ画面で確認する（メール即読）

■メールを受信したあと、照明点灯中に、クローズポジションで

次の操作を行います。 
D  

, メール本文のスクロール： F／ E 
, メールの確認を終了する： D

（新着メールが複数あるときは、次の新着メールが表示されます。） 

.絵文字やマイ絵文字は表示されません。 

.１件のメールにつき、最大 150文字まで表示されます。

（改行文字は、２文字として数えられます。） 

.サブ画面の設定（ AP.9-10）で、メール表示または着信相

手表示が Offのときは、新着メールをサブ画面で確認できま

せん。

未受信メールボックスのメールを受信する

■未受信メールボックス内のメールを手動で受信するときは、次

の操作を行います。 
BS「新着メール受信」選択 S%

■返信をせず にメッセー

セージが表示されます

. 返信するときは「は

. 返信をするとメッセ

メールに質

■メールを開こうとする

答えを入力して %を押

. 答えが間違っている

. 質問が設定されてい

表示されません。

メールに添付再

■メールを開くと自動的

が再生されます。 

. ファイルによっては

配信レ

■配信確認（ AP.14-35

きは、未受信メールボッ

が届きます。このレポ

次の操作を行うと、確

「配信確認」選択 S
%SA（レポート

,レポートが複数ある

ト選択 S% 
. 送信済みメッセージ

きは「 ̂」、配信の状

ているときは「 |」



 

■フィーリングメール受信時の設定をする

時の各種設定を行います。

次のとおりです。

「 Off」（表示しない）選択 S% 

 S%

「 Off」選択 S%

待受画面以外でメールを受信すると

／

い 
OK／ 
Good

悲しい／

ごめんね 
NG／ 
Bad

重要／

注目

Off

Off

Off

Off

６

メール

サウンド７

メール

サウンド８

メール

サウンド９

メール

サウンド 10

５秒

ングメール受信時にお 知らせを表示する
を設定します。

S 設定 S 一般設定 

 S お知らせ表示

ングメール受信時にス モールライトを点
知らせするかどうかを設定します。

S 設定 S 一般設定 

 S ライト設定

ングメール受信時にバ イブ動作をするか
設定します。

S 設定 S 一般設定 

 S バイブパターン
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フィーリングメールを受信すると、フィー

リングメールの種類に応じて、ライト、バ

イブパターン、着信音が動作し、お知らせ

表示されます。 
.電話帳で着信時の動作が設定されている

ときは、電話帳での着信時の動作が優先さ

れます。 

.フィーリングメール受信時の設定が無効

になるときは、次のとおりです。 

,電話帳でシークレット設定されているとき 

,迷惑メールに設定されているとき 

,シークレット設定されているメールフォルダへ振り分け設

定されているとき

フィーリングメール受信

お買い上げ時の設定は、

「 On」（表示する）／

On／ Offを設定する

「 On」／「 Off」選択

「 On」／「音連動」／

■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.14-36）

■待受画面に戻ると、お知らせ表示されます。 

E-mailアドレスを変更すると

■ソ フトバンクより新しい E-mailアドレ スに変更したことをお

知ら せするメールが届きます。このとき、次の操作を行うと、

自動的に自分の電話番号が更新されます。

メ−ル選択 S%S「はい」選択 S% 
, 自分の電話番号にすでに３件の E-mail アドレスが登録さ

れているときは、更新されません。

フィーリングメールを受信すると 

Happy
うれし

お知らせ表示 

ライト On／  Off設定 

バイブパターン 

着信音 On／  Off設定 

着信音選択
メール

サウンド

鳴動時間

お知らせ表示
フィーリ
かどうか

メニュー X メール 

S フィーリングメール連動

ライト設定
フィーリ
滅してお

メニュー X メール 

S フィーリングメール連動

バイブパターン
フィーリ
どうかを

メニュー X メール 

S フィーリングメール連動
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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）

着信音選択
フィ ーリ ング メール 受信 時の 着信 音を 選択し ま 補足 X .続きのある  S!メールは、受信ボックスのリスト画面に「 L」

ます。 

用して、 S!メー ルの続きを受信すること

P.14-22）

え るメールは、サーバー によっては一部

します。

L286_insatsu.book 21 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
On／ Offを設定する

「 On／ Off設定」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S%

着信音を選択する

「着信音選択」選択 S%S「 Happy／うれしい」／「 OK／ 
Good」／「悲しい／ごめんね」／「 NG／ Bad」／「重

要／注目」選択 S%S「固定データ」／「着うた・メロ

ディ」／「音楽」／「ビデオ」／「着信音  Flash ®」選択 
S%S着信音選択 S%

鳴動時間を設定する

「鳴動時間」選択 S%S時間入力 S%

メール受信設定（日本）やメール受信設定（海外）（ AP.14-

37）が「自動受信」以外 のときに、下記 のいずれか に該当

する S! メールが送られてくると、未受信メー ルボックスに

一時蓄積さ れ、メッセージの 一部（先頭部分）がお 客様の

ソフトバンク携帯電話に送信されます。 

.お買い上げ時は、メール受信 設定（日本）は「自動受信」、

メール受信設定（海外）は「手動受信」に設定されています。

（受信設定の変更： AP.14-37） 

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■

す。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S フィーリングメール連動 S 着信音 

S!メールの続きを受信する

未受信メールボックスに一時蓄積される条件 

,宛先が複数あるとき 

,添付ファイルがあるとき　など

が表示されてい

.メール一 覧を利

もできます。（ A

メニュー X メール

注意 X 300Kバイトを超

が削除されて受信



 

利用して、メールサーバー内のメー

きます。

の続きを受信： B（メニュー） S「全メー

ール一覧から削除され、受信ボックスに

 AP.14-24）、続きを受信す ることもで

ニュー） S「未受信メール転送」選

 S%S転送先入力（ AP.14-7操作

ュー） S「削除」選択 S%S「はい」

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「メールの詳細情報」選

操作のあと %

メール一覧を受信する メール一覧を利用する 

の続きを受信します。

のメールをソフトバンク携帯電話番号／
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。

L286_insatsu.book 22 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
14-22

メ 
l

ル 
14

未受信メールボ ックスに一時蓄 積されているメー ルの一覧

（メール一覧）を受信します。 

1「未受信メール操作」を選び、 %を押す。

以前受信したメール一覧の確認：「メール一覧」選択■  S%
未受 信メールボック スに一時蓄積さ れているメール をすべ■

て受信する：「メール全受信」選択 S%（操作完了）

未受 信メールボック スに一時蓄積さ 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%S「新着メール以外」／「全削除」選択 
S%（操作完了） 

2「メール一覧」を選び、 %を押す。 

3

 

B（メニュー）を押す。 
4「メール一覧更新」を選び、 %を押す。

受信が始まります。受信が終わると、メール一覧が表示さ

れます。 

.以前受信したメール一覧があるときは、メール一覧が更

新されます。

更新中の取消：■  A（キャンセル）

メール一覧を利用する：■  A右記

受信したメール一覧を

ルを受信／転送／削除で

メール選択 S%
すべての■  S!メール

ル受信」選択 S% 
.受信したメー ルは、メ

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

択 S%S宛先欄選択

４） SA（送信）

メール選択 SB（メニ

選択 S%
すべての未受信メ■

ル削除」選択 S%
「はい」選択 S%

メール選択 SB（メ

択 S%
確認の終了：上記■

メニュー X メール

未受信メール容量を確認する

■未受信メールの容量を確認するときは、上記「メール一覧を受

信する」操作１のあと次の操作を行います。

「未受信メール容量」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと $ 
, 未受信メール容量確認中の更新： %

S!メールの
続きを受信する 

S!メール

未受信メール
転送

サーバー内
パソコンな

未受信メール
削除

サーバー

メールの
詳細表示

サーバー
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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。 

るときは、問題が表示されます。 %を押

正解するとメールの内容が表示されます。 
きは、メールの内容は表示されません。 

」を選んだときは、メール作成（修正）

す。（ AP.14-7）
： e
ニュー） S「画面移動」選択 S%S「先

」選択 S%

キストファイルは、正しく表示できない

言語を変更する

ックス」を選び、 %を押したあと、上記

作を行います。 
入力言語変換」選択 S%S入力言語

ドメールを再生する

メールの本 文と画像 ／音楽など の添付

めたものです。

作を行います。 
スライド再生」選択 S% 
に $

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」

と、次の操作を行います。

ニュー） S「編集と送信」／「編集」

14-6操作５以降、 P.14-8操作５以降
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.他の機能を利用しているときでも、 Bを長く（１秒以上）押

すと、メール受信ボックスを表示できます。 

1「受信ボックス」、「下書き」、「送信済みボックス」、

「未送信ボックス」のいずれかを選び、 %を押す。

リスト画面が表示されます。
お知らせ表示時：「新着メール」選択■  S%
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「メールの詳細情報」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$ 

, メールアドレス確認画面で 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

.質問が設定されてい

して答えを入力し、

,答えが不正解のと

.操作１で「下書き

画面が表示されま
画面のスクロール■

画面移動：■  B（メ

頭へ」／「最後へ

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。

入力

■左記操作１で「受信ボ

操作２のあと、次の操

B（メニュー） S「

変換選択 S%

スライ

■スライド メールと は、

ファイルを１つにまと

■上記操作２で、次の操

B（メニュー） S「

,確認の終了：再生中

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

メール選択 SB（メ

選択 S%SbS P.



 

2B（メニュー）を押す。 

を選び、 %を押す。

止： A（停止） 

 を押すたびに一時停止⇔再生します。

D非表示

のみ表示」／「非表示」選択 S% 

色設定：ランダム変更、描画速度設定：標準

%S色選択 S%
定する

 S%Sスピード選択 S%

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%

メールの内容をコピーする

クスのメールをデルモ ジ表示するかどう
します。

S 設定 S 一般設定 

 S 表示設定

景色や文字が表示され るスピードを設定

S 設定 S 一般設定 

する
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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.14-23操作１のあとのメール一覧画面で行い

ます。 
1 メールを選び、 %を押す。  

3「デルモジ表示」

デルモジ表示の中■

.デルモジ表示は、%

■デルモジ表示設定 

「常に表示」／「未読

D背景

文字の背景色を設定する

「背景色設定」選択 S
文字の表示スピードを設

「描画速度設定」選択

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：■

■ P.14-23操作２のあと、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「コピー」選択 S%S「アドレス」／

「件名」／「本文」選択 S% 
, 本文／件名選択時： g（開始位置選択） S%Sg（終了位

置選択） S% 
, このあと、他の画面に貼り付けることができます。

（ AP.3-13）

マイ絵文字や装飾されたアレンジメールの本文 をコピーし

たときは、文字列だけが貼り付けされます。 

, 下書き、未送信ボックス、例文では操作できません。 

SMSを USIMカードに保存する

■ P.14-23 操作１で「受信ボックス」、「送信済みボックス」を選

び、 %を押したあと、次の操作を行います。 
SMS選択 SB（メニュー） S「メール管理」選択 S%S

「 USIMに移動」選択 S% 
,

 
USIMカードに登録できる件数は、 USIMカードによって異

なります。 

,「 USIMに移動」が表示されない SMSは、 USIMカードに保

存できません。

デルモジ表示について

表示設定
受信ボッ
かを設定

メニュー X メール 

S デルモジ表示設定

背景色／描画
速度設定

文字の背
します。

メニュー X メール 

S デルモジ表示設定

メールを複数選択

メニュー X メール
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2 メールを選び、 A（選択）を押す。

を選び、 %を押す。

フォルダ選択 S% 
を押す。

： A（返信） S操作５へ 

の引用はできません。  

きは SMS作成画面、 S!メールを選んだと

画面が表示されます。  

押す。 
のメールに返信する 

「全員へ返信」を選び、 %を押す。 

返信」、「 S! メールで引用付き返

で返信」、「 SMS で引用付き返信」

選び、 %を押す。 
返信」／「 S!メールで引用付き返信」を

、 S!メール作成画面が表示されます。 

」／「 SMSで引用付き返信」を選んだ

S作成画面が表示されます。

ドレスのメールに返信する 

「全員へ返信」を選び、 %を押す。 

返信」または「 S!メールで引用付

び、 %を押す。 
画面が表示されます。 

／送信する。（ AP.14-6操作５、 

）

メールを返信する
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メールの左端のマークが「 2」に変わります。

選択の解除：「■  2」が表示されているメール選択 SA（解除） 
3 操作２をくり返し、必要なメールを選択する。 

.このあと、保護／削除などを行います。

すべての選択の解除：■  B（メニュー） S「全件選択解除」選

択 S%

一度 読ん だメ ール を未 開封 にし たり、ま だ読 んで いな い

メールを開封済みに切り替えられます。 

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１件ずつ未開封／開封済みにする 

1メールを選び、 B（メニュー）を押す。

複数のメールを未開封／開封済みにする 
1メールを複数選択し（ A 上記操作２以降）、 
B（メニュー）を押す。 

.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「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」

フォルダ表示時：■

2メールを選び、 %
送信元だけに返信■

,このときは、本文

, SMSを選んだと

きは S!メール作成

3B（メニュー）を

4 送信元が電話番号

1「返信」または

2「 S!メールで

信」、「 SMS
のいずれかを
.「 S!メールで

選んだときは

.「 SMSで返信

ときは、 SM

送信元が E-mailア

1「返信」または

2「 S!メールで

き返信」を選
S!メール作成

5返信メールを作成

P.14-8操作５以降

未開封にする／開封済みにする

メニュー X メール

メニュー X メール



 

7A（送信）を押す。

す。 

るときは、転送するメールに自動的に

補足 X .「全員へ返信」を選ぶと、すべての送信先（ To／ Cc）に

不可が設定されていると

いますが、転送しますか？」というメッ

。転送するときは次の操作を行います。

一時蓄積されているメールを転送する

メール通知（「 L」表示）があるときに、

 
B（メニュー） S「転送」選択 S%

」／「未受信メール転送」選択 S%S
する」操作５以降 

転送できないことがあります。 

は、 S!メール通知だけ転送されます。

L286_insatsu.book 26 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
14-26

メ 
l

ル 
14
 

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。 
3

 

B（メニュー）を押す。 

4「転送」を選び、 %を押す。 

.

 

S!メールを選んだときは、 S!メール作成画面が表示され

ます。 

.

 
SMSを選んだときは、「 S!メール」または「 SMS」を選

び、 %を押します。メール作成画面（ AP.14-6「 SMS

作成画面」／ P.14-7「 S!メール作成画面」）が表示されま

す。 
5 宛先入力欄を選び、 %を押す。

宛先選択画面が表示されます。 
6 転送先を入力し、 %を押す。

宛先の入力方法：■  AP.14-7操作４  

メールが転送されま

.添付ファイルがあ

添付されます。

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。） 

.

 
S!メールで一度に送信できる宛先は、最大 20人です。 

.「全員へ返信」を行うと、本機にもメールが送信されるこ

とがあります。 

.「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。

メールを転送する

メニュー X メール

メールに転送

■「転送不可に設定されて

セージが表示されます

「はい」選択 S%

未受信メールボックスに

■受信リスト画面に、 S!
次の操作を行います。

S!メール通知選択 S
S「通知メール転送

左記「メールを転送

. メールによっては、

.「通知メール転送」で
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元の電話番号／ E-mailアドレスを電

た、メールの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

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。 
話番号／ E-mailアドレスを登録する  
）を押す。 

録」を選び、 %を押す。 

は E-mailアドレスを選び、 %を

／ E-mailアドレスを登録する 

は E-mailアドレスを選び、 %を

録」を選び、 %を押す。 
び、 %を押す。

ドレスが、電話帳の該当する項目に入

目を入力し、電話帳の登録を完了して

-4）
帳選択 S%SA（保存）

送信済メールを取り消す メール内の電話番号／ E-mailアドレス／ URLを利用する
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取消要求を送 信することによ って、送信済みメール を送信

先の受信ボックスから削除します。

件名に「 Del：」とついたメールが送信されます。 

.「送信済メール取消」は、対応機種どうしだけで有効となりま

す。 

.送信済メールの文章が短いときは、削除できないことがあり

ます。 

.宛先が E-mailアドレスのときは、操作できません。 

.

 
SMSのときは、操作できません。 

.送信済メールが保護されているときは、削除できません。 

1「送信済みボックス」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、 B（メニュー）を押す。 

.宛先が複数のときは、すべての送信先のメールを取消で

きます。 
3「送信済メール取消」を選び、 %を押す。 

4「はい」を選び、 %を押す。 

.このあと、配信レポートが送られてきます。

メールの送信先／送信

話帳に登録します。ま

号も登録できます。 

.本文に含まれる電話番

示するものだけ利用でき

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、 %

3 送信元／送信先の電

1B（メニュー

2「電話帳に登

3電話番号また

押す。

本文中の電話番号

1電話番号また

押す。 

2「電話帳に登

4「新規登録」を選

電話番号や E-mailア
力されます。他の項

ください。（ AP.4

追加登録時：電話■

メニュー X メール

電話帳に登録する

メニュー X メール



 

インターネットに接続する（ URLの利用）  
 %を押す。 

び、 %を押す。
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.15-12）

ールや送信済メールを個別に保護で

は、削除されません。 

または「送信済みボックス」を選

フォルダ選択 S% 
 

、 B（メニュー）を押す。 
ときは、保護されているメール（「 v」

でください。

護する 

選択し（ AP.14-25操作２以降）、 
）を押す。 
 を押す。

は、「 v」が表示されます。

除」選択 S%

電話発信／メール送信／インターネット接続を行う
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メール本文に電話番号や 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、メールを送信できます。

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。 
.

 
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」、「送信済みボックス」、「未送信ボッ

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。 

.電話番号や E-mailアドレス、 URLが含まれているメール

を選んでください。 
3 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。

メールを作成する（電話番号／ E-mailアドレスの利用） 
1ソフトバンク携帯電話の電話番号または E-mail

アドレスを選び、 %を押す。 

2「メール作成」を選び、 %を押す。
電話番号選択時：「■  S!メール」／「 SMS」選択 S%S
メール作成（ AP.14-6 操作５以降、 P.14-8 操作５以

降）

■ E-mailアドレス選択時： S!メール作成（ AP.14-8操

作５以降）

1URLを選び、

2「はい」を選
インターネッ

.「 rtsp://」で

がストリーミ

削除したくない受信メ

きます。 

.保護されているメール

1「受信ボックス」

び、 %を押す。

フォルダ表示時：■

2 １件ずつ保護する

1メールを選び
.保護解除する

表示）を選ん

複数のメールを保

1メールを複数

B（メニュー

3「保護」を選び、%
保護されたメールに

保護解除：「保護解■

メニュー X メール
メールを保護する

メニュー X メール
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「下書き」、「送信済みボックス」、

」のいずれかを選び、 %を押す。

フォルダ選択 S%  

押す。 

ボックス」を選んだときは、このあと

。 
選び、 %を押す。 
び、 %を押す。

とき：「全件削除」／「保護メール以外削

４ケタ）を入力し、 %を押す。

メールを削除する 未受信メールボックスに一時蓄積されているメールを削除する

メール通知（「 L」表示）があるときに、

 
B（メニュー） S「削除」選択 S%
」／「未受信メール削除」／「通知及

」選択 S%S「はい」選択 S% 
削除できないことがあります。

除する
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.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」、「下書き」、「送信済みボックス」、

「未送信ボックス」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件ずつ削除する 

1メールを選び、 B（メニュー）を押す。

複数のメールを削除する 

1メールを複数選択し（  AP.14-25操作２以降）、 
B（メニュー）を押す。 

3「削除」を選び、 %を押す。 

4「はい」を選び、 %を押す。 

1「受信ボックス」、

「未送信ボックス

フォルダ表示時：■

2B（メニュー）を

.「下書き」、「未送信

操作４へ進みます

3「メール管理」を

4「全件削除」を選

保護メールがある■

除」選択 S% 
5操作用暗証番号（

メールを指定して削除する

メニュー X メール

補足 X メールによっては、削除に時間がかかることがあります。

メールに削除不可が設定されていると

■ 受信ボックスで、削除不可が設定されているメールを削除しよ

う とす ると、「削除 不可 に設 定され てい ます が、削除 しま す

か？」というメッセージが表示されます。削除をするときは次

の操作を行います。

「はい」選択 S% 
.全件削除のときはメッセージは表示されません。

■受信リスト画面に、 S!
次の操作を行います。

S!メール通知選択 S
S「通知メール削除

び未受信メール削除

. メールによっては、

メールをすべて削

メニュー X メール



 

ルを、壁紙、着信音、着信ビデオに

ダに保存されます。 

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。 

を選び、 %を押す。

 

設定」を選び、 %を押す。

する 

設定」を選び、 %を押す。 
し、 %を押す。 

 を押す。

。
画像選択時：「センタリング」／「全画面

体表示」選択 S%  

添付ファイルをデータフォルダに保存する 添付ファイルを利用する
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メール内の添付ファイル（画像や音楽、 vファイルなど）を、

データフォルダに保存できます。 

1「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選

び、 %を押す。

フォルダ表示時：フォルダ選択■  S% 
2 メールを選び、 %を押す。 

.ファイルが添付されているメールを選んでください。 
3 ファイルを選び、 B（メニュー）を押す。

ファイルの情報確認：「ファイルの詳細情報」選択■  S% 
, 確認の終了：上記操作のあと %

画像表示サイズの変更：「画像表示設定」選択■  S%S「通常

サイズ表示」／「全画面表示」選択 S% 
4「添付をデータフォルダへ保存」を選び、 %を押す。 
5 ファイル名を入力し、 %を押す。 

.ファイル名を変更しないときは、そのまま %を押し、操

作６へ進みます。 
6「保存」を選び、 %を押す。

データフォルダに保存され、メッセージ画面に戻ります。 

.データフォルダのメモリが一杯のときは、確認メッセー

ジが表示されます。不要なファイルを削除（ AP.8-8）

したあと、保存し直してください。
メモリ カードに保存：■  B（メニュー） S「メモリ カードへ

切替」選択 S%S「保存」選択 S%

メール内の添付ファイ

設定できます。 

.設定時にデータフォル

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、

4 壁紙に設定する 

1「壁紙登録」

着信音に設定する

1「音声着信音

着信ビデオに設定

1「着信ビデオ

5ファイル名を入力

6「保存」を選び、%
設定が反映されます

画面サイズ以外の■

表示」／「画像全

7%を押す。

メニュー X メール

メニュー X メール
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3「フォルダ名変更」を選び、 %を押す。

ット設定時： AP.14-33 
し、 %を押す。 

力できます。 

たは保護されているメールは、分類（移

フォルダは、移動先として選択できま

は、シークレット設定を一時解除また

 

または「送信済みボックス」を選

 %を押す。

ット設 定時： AP.14-33 
 

、 B（メニュー）を押す。

動する 

選択し（ AP.14-25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.14-4）または送信

ボックス表示設定（ AP.14-4）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 20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。 

フォルダシークレ■

4フォルダ名を入力

.最大 20文字まで入

.連結受信中のメールま

動）できません。 

.シークレット設定した

せん。移動させるとき

は解除してください。

1「受信ボックス」

び、 %を押す。 
2フォルダを選び、

フォルダ シーク レ■

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



 

5 電話番号／ E-mailアドレスで振り分ける 

差出人）」または「アドレス（宛

、 %を押す。 

（ AP.14-7操作４）、 %を押す。
設定番号選択 SB（メニュー） S「宛先

%S宛先入力（ AP.14-7操作４）

文（ SMS）に含まれる文字で振り分ける 

び、 %を押す。 

、 %を押す。 
字（半角 40文字）まで入力できます。

しないと、フォルダ内のメールを確

とができます。 

ォルダ単位で設定できます。 

たフォルダは表示されません。 

着信」を「お知らせしない」に設定し

示されません。（ AP.14-36） 

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。 
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

レット設定にする
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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、 S!メ ールの 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。 

.「迷惑メールフォルダ」（ AP.14-35）にも振り分け条件を設

定できます。 

.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「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選

び、 %を押す。 
2 フォルダを選び、 B（メニュー）を押す。

フォルダシークレット設定時：■  AP.14-33 
3「メール振り分け設定」を選び、 %を押す。 
4 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%S「はい」選択 S% 

1「アドレス（

先）」を選び

2宛先を入力し
宛先の変更：■

変更」選択 S

件名（  S!メール）／本

1「件名」を選

2文字を入力し
.最大全角 20文

操作用暗証番号を入力

認できないようにするこ

.シークレット設定はフ

.シークレット設定され

.「シークレットフォルダ

ているときは、着信表

1「受信ボックス」

び、 %を押す。 
2フォルダを選び、

3「シークレット設

4操作用暗証番号（

メニュー X メール フォルダをシーク

メニュー X メール
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相手を簡単メール宛先に登録してお

単にメールを送信できます。また、

こともできます。 

ます。 

押す。

：番号選択 S%S宛先修正 S%S「はい」

：番号選択 SB（メニュー） S「削除」／

択 S%S「はい」選択 S% 
選択する 

選び、 %を押す。 

、 %を押す。
方法： AP.4-8「電話帳から電話をかけ

３

る 

力」または「メールアドレス入力」

押す。 

携帯電話の電話番号または E-mail
力し、 %を押す。

シークレットを一時解除する

録する

S 設定 S 簡単メール宛先設定
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.フォルダ内にメールがあると、フォルダは削除できません。

あらかじめ、メ ールを他のフォルダに移動するか、削除して

おいてください。 

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 フォルダを選び、 B（メニュー）を押す。 
3「削除」を選び、 %を押す。

メール振り分け設定時：「はい」選択■  S% 
4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。

よくメールを送信する

けば、待受画面から簡

メール作成時に利用する

.最大 10件まで登録でき

1番号を選び、 %を

登録済の宛先変更■

選択 S%
登録済の宛先削除■

「設定リセット」選

2 電話帳から宛先を

1「電話帳」を

2電話帳を選び
電話帳の検索■

る」操作２〜

宛先を直接入力す

1「電話番号入

を選び、 %を

2ソフトバンク

アドレスを入

■シ ークレットを一時解除すると きは、「フォルダ表 示」時に次

の操作を行います。 
B（メニュー） S「シークレット一時解除」選択 S%S
操作用暗証番号（４ケタ）入力 S% 
.このあと、メールのメインメニューに戻ると再びシークレッ

ト設定になります。

シークレットを解除する

■シークレットを解除するときは、シークレット一時解除したあ

とに次の操作を行います。

シー クレット 設定され ているフ ォルダ選 択 SB（メ

ニュー） S「シークレット解除」選択 S%S操作用暗証

番号（４ケタ）入力 S%

フォルダを削除する

メニュー X メール

その他の機能

簡単メール宛先を登

メニュー X メール 



 

に失敗したメールを、自動的に再送

。 

ると、一定の間隔をおいて最大２回再

わらず、登録（作成）した順にメール

、お知らせが表示されます。 

n」に設定されています。 

を押す。

 Off」選択 S% 
、再送待ちのメールがない状態で行って

D表示する

しない」選択 S%

メール作成時に簡単メール宛先を登録する メールを自動再送する

S 設定 S 一般設定 

などでローミング網を利用しているとき

す。課金が高額になることがありますの

い。

信中のアニメを表示す るかどうかを設定

S 設定 S 一般設定 
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簡単メール宛先に登録した相手に、待受画面から簡単にメー

ルを作成／送信します。 

.あらかじめ、簡単メール宛先を登録しておいてください。 
1 簡単メール宛先に登録している番号（ 0〜 9）

のいずれかを押す。 
2

 

B（メール）を押す。

宛 先がソ フトバ ンク携 帯電話 の電話 番号 のとき：「■  S!メ ー

ル 」／「 SMS」選択 S% 
3 メールを作成／送信する。（ AP.14-6 操作５以降、 

P.14-8操作５以降）

圏外などの理由で送信

するように設定できます

.自動再送を「 On」にす

送します。 

.

 
SMS／ S!メールにかか

が再送されます。 

.再送が成功したときは

.お買い上げ時には、「 O

1「 On」を選び、 %
自動再送の解除：「■

,自動再送の解除は

ください。 

「表示する」／「表示

■簡 単メール 宛先を登録 していない ときは、 P.14-6操作３のあ

と、または P.14-7操作３のあと次の操作を行うと、登録できま

す。

「簡単メール宛先」選択 S%S未登録の番号選択 S%S
「はい」選択 S%S P.14-33操作２

簡単にメールを送信する

メニュー X メール 

S 自動再送

注意 X 自動再送は、海外

でも有効となりま

で、ご注意くださ

メール共通設定

メール送信中
画面

メール送
します。

メニュー X メール 

S メール送信中画面
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D自動挿入： Off

名入力 S% 
文 字（半角 256文字 ）まで入力できます。

S「 On」／「 Off」選択 S%
」を選んだとき：上記操作のあと、署名

ると、メール作成時に自動的に署名が挿

ん。

配信確認
送信メールの配信状況を配信レポート（ AP.14-19）

署名設定
名前やア ドレスなど、メールの本 文で使う署名を

ます。

S 設定 S 一般設定 
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■宛先がソフトバンク携帯電話のときに利用できます。 
D

 
Off（入手しない）

「 On」（入手する）／「 Off」（入手しない）選択 S% 
.「 On」にすると、ソフトバンク携帯電話への メール送信時には

常に、配信レポートが届くようになります。 

D

 

Off

操作用暗証番号（４ケタ）入力 S%S「 On」／「 Off」選

択 S% 
.「 On」にすると、「迷惑メールフォルダ」が作成され、迷惑メー

ルがそのフォルダに保存されるようになります。 

.「迷 惑メールフ ォルダ」に振り 分け条件を設 定することが でき

ます。（ AP.14-32） 

.振り分け条件は、迷惑メール以外のフォルダが優先されます。 

.迷惑メールに該当するメールを受 信したときは、着信音は鳴ら

ず、お知らせも表示されません。 

署名を入力する

「編集」選択 S%S署
.署名は、 最大全角 128

自動挿入を設定する

「自動挿入」選択 S%
署名未入力で「■  On
入力 S% 

.自動挿入を「 On」にす

入されます。 

.

 
SMSには挿入されませ

として入手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 配信確認

迷惑メール
設定

電話帳に登録されていない電話番号／ E-mail アドレ
スからのメールを、特定のフォルダに振り分けます。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S 迷惑メール設定

作成でき

メニュー X メール 

S 署名設定



 

Dお知らせする

お知らせしない」選択 S% 

D１行

／「全画面」選択 S% 

D最大

「１時間」／「６時間」／「１日」／

設定した SMSセンター番号に、有効期限

自動削除設定
受信ボックス／送信済みボックス内のメールを、古いも シークレット シー クレット フォルダ に振り分 け設定さ れている メール

とき、お知らせするかどうかを設定します。

S 設定 S 一般設定 

 S シークレットフォルダ着信

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 

 

メールを SMSサービスセンターに保存す
設定します。

S 設定 S SMS設定 

L286_insatsu.book 36 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
14-36

メ 
l

ル 
14
 

D受信ボックス： On、送信済みボックス： On

受信ボックスに設定する

「受信ボックス」選択 S%S「 On」（削除する）／「 Off」
（削除しない）選択 S%

送信済みボックスに設定する

「送 信済み ボック ス」選択 S%S「 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／ 送信済みボックスにメー

ルを保存するメモリがなくなったときです。（ AP.14-2） 

D表示内容設定：名前表示、通知音設定： On

表示内容を設定する

「表示内容設定」選択 S%S「名前表示」／「アドレス表

示」／「名前・件名表示」／「 Off」選択 S%

通知音を設定する

「通知音設定」選択 S%S「 On」／「 Off」選択 S% 

「お知らせする」／「

「１行」／「半画面」

「最大」／「 30分」／

「１週間」選択 S% 
.「設定１（既定値）」に

が設定されます。

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 自動削除設定

メールお知らせ
設定

待受画面以外でメ ールを受信したとき の表示内容
や通知音（固定）を設定します。

メニュー X メール S 設定 S 一般設定 

S メールお知らせ設定

フォルダ着信 を受信した

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

SMS設定

有効期限設定
送信した
る期限を

メニュー X メール 

S 有効期限設定
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で本機を使用するとき、設定してください。 
D自動受信

号のみ自動」／「手動受信」選択 S%

で本機を使用するとき、設定してください。 
D手動受信

受信」選択 S% 

D

 

Off

ffを設定する

 S%S「 On」／「 Off」選択 S%

る

 S%S宛先選択 S% 

SMSセンター
SMSセンター番号を設定します。 S!メール設定

を未受信メー ルボックスに蓄積せず自動
か、手動受信するかを設定します。

S 設定 S S!メール設定 

）

すると、添付ファイルを含むメールの全

受信されます。メールの全文を受信したと

約内容に応じて所定の料金が発生するた

合わせて受信設定を変更してください。

を未受信メー ルボックスに蓄積せず自動
か、手動受信するかを設定します。

S 設定 S S!メール設定 

）

アドレスを設定します。

S 設定 S S!メール設定 
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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%S「はい」選択 S% 

SMSセンター番号を設定する

「設定２」／「設定３」選択 SB（メニュー） S「既定値

に設定」選択 S% 
.「設 定２」や「設定３」を SMSセンタ ー番号に設定す ると、自

動的に「設定１（既定値）」として登録されます。（それまでの

番号は１つずつ下にずれます。） 

D日本語（ 70文字）

「日本語（ 70文字）」／「英語（ 160文字）」選択 S%

■日本国内

「自動受信」／「電話番

■海外

「自動受信」／「手動

返信先アドレスの On／ O
「 On／ Off設定」選択

返信先アドレスを入力す

「アドレス編集」選択

番号 

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 たソフト バンク から変更 のお知 らせがな いと

きは、変更しないでください。

入力言語設定 
SMS作成時の入力文字を設定します。

（日本語／英語）

メニュー X メール S 設定 S SMS設定 

S 入力言語設定 

メール受信設定
（日本） 

S!メール
受信する

メニュー X メール 

S メール受信設定（日本

注意 X「自動受信」に設定

文が自動で本機に

きは、お客様のご契

め、ご利用状況に

メール受信設定
（海外） 

S!メール
受信する

メニュー X メール 

S メール受信設定（海外

返信先
アドレス設定

返信先の

メニュー X メール 

S 返信先アドレス設定



 

画像表示設定
添付されてきた画 像の表示サイズを切 り替えるこ
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D通常サイズ表示

「通常サイズ表示」／「全画面表示」選択 S% 
.スライドメール再生時（ AP.14-23）は、ここでの設定は無効

となります。 

D画像： On（表示する）、音楽： 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%

音楽の再生を設定する

「音楽」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（ AP.14-23）のときは、ここでの設定にかか

わらず、表示／再生されます。 

.アレンジメールのときは、ここでの設定は無効となります。 

D保存して送信

「保存して送信」／「保存しないで送信」選択 S%

とができます。

メニュー X メール S 設定 S S!メール設定 

S 画像表示設定

添付ファイル
自動表示

添付されてきた画 像や音楽を自動的に 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 S!メール設定 

S 添付ファイル自動表示

添付ファイル
送信時設定

カメラで 撮影または ボイスレコ ーダーで 録音直後の ファイルを メー
ルで送信するとき、ファイルを保存するかどうかを設定します。

メニュー X メール S 設定 S S!メール設定 

S 添付ファイル送信時設定
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Yahoo!ケータイ
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面例は、次のとおりです。 

補足 X .インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。 

のサービス 内容や通信 料など詳し くは、

ftbank.jp」を参照してください。

どの状態によっては、情報画面を表示で

ます。

情報画面閲覧中に PCサイトの情報画面

ができます。（ AP.15-3操作１）

一時保存用のメモリ）について

したメニューや情報は、「キャッシュメ

ます。キャッシュメモリの容量は、あら

、メモリが一杯になると古い情報から順

す。 

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。

ンタ（ AP.15-5）

ロールバー（ AP.15-6）

ソル（ AP.15-6）
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Yahoo!ケータイとは、ソフトバンク携帯電話で利用できる

携帯電話専用のポータルサイト「 Yahoo!ケータイ」または 
PC サイトブラウザを利用した情報の閲覧などができる

サービスです。

本書では、携帯専用ポータルサイトを「 Yahoo!ケータイ」、 
PCサイトブラウザを利用して閲覧できるサイトを「 PCサ

イト」、これらの総称を「インターネット」と表記してい

ます。 
.インターネットを利用する前に、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）

■ Yahoo!ケータイでできること 
.

 
Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧（ AP.15-3） 

.画像などのデータのダウンロード（ AP.15-11） 

.動画／音楽のストリーミング（ AP.15-12） 

.

 
S!速報ニュースへの登録（ AP.15-14）

■ PCサイトでできること 

.

 
PCサイトブラウザを利用した PCサイト情報画面の閲覧

（ AP.15-18）

インターネットの情報画

Yahoo!ケータイについて

注意 X 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

ケット通信料がかかる可能性がありますので、十分ご注意

ください。

通信を中止するときは $を押してください。

Yahoo!ケータイ

携帯専用ポータルサイト

インターネット

パソコン向けサイト 

PCサイト

.イン ターネット

「 http://www.so

情報画面

注意 X 通信やサーバーな

きないことがあり

補足 X Yahoo!ケータイの

に切り替えること

キャッシュメモリ（

■インターネットで入手

モリ」に一時保存され

かじめ定められていて

に自動的に消去されま

. 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

ポイ

スク

カー
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■ SSLについて 

ンメニューから項目を選び、情報を

ンメニューは、変更されることがあり

」を選び、 %を押す。 

インメニューが表示されます。 

しても、 Yahoo! ケータイのメインメ

ます。

 B（メニュー） S「 PC サイトブラウザ

が表 示されます。承諾 する場合は、 %を

覧していた Yahoo!ケータイの情報画面が 

画面で表示されます。 

正しく表示されないことがあります。 
移動する。  

 

ポジションにしても、通信は中断され

中に $ 
返し、閲覧する項目を順に選ぶ。

： AP.15-5

メイ ンメニューに戻 る： B（メニュ ー） 
イ」選択 S% 

イに接続する

る
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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。

本機では、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.15-22） 

Yahoo!ケータイのメイ

入手します。 

.

 
Yahoo!ケータイのメイ

ます。 

1「 Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイのメ

.待受画面で Aを押

ニューが表示され

■ PC サイトに切替：

へ切替」選択 S% 
,この あと警告文

２回押 すと、閲

PCサイトの情報

,サイトによっては

2項目にカーソルを

3%を押す。

通信が始まります。

.通信中にクローズ

ません。

通信の中止：通信■

4操作２〜３をくり

情報画面での操作■

■ Yahoo!ケータイの

S「 Yahoo!ケータ

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、ソフトバンクおよび認証

会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会

社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会

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。 

Yahoo!ケータ

メニューから接続す

メニュー X Yahoo!ケータイ



 

5 Yahoo!ケータイを終了するときは、 "を押したあ

tps://」／「 rtsp://」で始まるアドレ

!ケータイの情報画面を表示します。 

ることもできます。（ A左記） 

力しても接続できます。  

を押す。 

っては、 PCサイトの情報画面が表示さ

す。  

を終了するときは、 "を押したあ

び、 %を押す。

履歴を削除する

次の操作を行います。

ニュー） S「削除」選択 S%S「は

： B（メニュー） S「全件削除」選択 S
（４ケタ）入力 S%S「はい」選択 S% 

て接続する

 S URL入力

力した履歴から選択

操作を行います。 
 URL入力履歴」選択 S%S URL選択 

しいものから順に、最大 10件まで表示

を超 えたときは、古い履歴から順に消
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と、「はい」を選び、 %を押す。

これまで に表示 した Yahoo! ケータ イの情報 画面の履 歴を

利用して、情報画面を表示します。 
.履歴には、最大 300 件まで情報画面が記憶されます。最大件数

を超えたときは、古い情報画面から順に自動的に削除されます。 

1 履歴を選び、 %を押す。 
2

 

Yahoo!ケータイを終了するときは、 "を押したあ

と、「はい」を選び、 %を押す。 

URL（「 http://」／「 ht
ス）を入力して、 Yahoo
.履歴を利用して接続す

.「 http://」を省略して入

1 URLを入力し、 %
.入力した URLによ

れることがありま

2 Yahoo!ケータイ

と、「はい」を選

履歴を利用して接続する

メニュー X Yahoo!ケータイ S 閲覧履歴

履歴の情報確認

■履歴リスト画面で、次の操作を行います。

履歴選択 SB（メニュー） S「詳細情報表示」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと % 

URLをメールで送信

■履歴リスト画面で、次の操作を行います。

履歴選択 SB（メニュー） S「 URL送信」選 択 S%S
「 S! メール」／「 SMS」選択 S%Sメール作成／送信

（ AP.14-7操作３以降、 P.14-6操作３以降）

履歴を名前順／日付順に並べ替える

■履歴のリスト画面で、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「並べ替え」選択 S%S「名前順」／

「日付順」選択 S%

■履歴のリスト画面で、

履歴選択 SB（メ

い」選択 S% 
,すべての履歴の削除

%S操作用暗証番号

URLを直接入力し

メニュー X Yahoo!ケータイ

以前入

■ URL入力画面で、次の

B（メニュー） S「

S%  

,

 
URL入力履歴は、新

されます。最大件数

去されます。
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て画面の続きを表示したり、項目を

インタはマルチガイドボタンで操作

るときは、ポ インタをスクロールさせ

動させてください。

ポインタで操作する

表示／操作を設定する

を行います。 
設定」選択 S%S「ポインタ（矢印）

 Yahoo!ケータイ」／「 PCサイトブ

「 On」／「 Off」選択 S% 
（１秒以 上）押しても 、ポインタ の表

「 Off」の切り替えができます。

タの速度を設定する

を行います。 
設定」選択 S%S「ポインタ（矢印）

「速 度設定」選択 S%S「遅 い」／

選択 S%
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A（戻る）

元の画面に戻る：上記操作のあと■  B（メニュー） S「進む」

選択 S%  

B（メニュー） S「便利機能」選択 S%S「ページ先頭

へ移動」／「ページ末尾へ移動」選択 S%

セキュリティで保護されている情報画面表示時の認証画

面で % 
.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.15-22）

ユーザー ID／パスワード入力 S%SA（送信） 

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■  %

ポインタ「 b」を使っ

選んだりできます。ポ

します。 

.画面の続きを表示させ

たい方向の画面端へ移

■項目を選ぶ

情報画面での操作のしかた

基本的な操作

前の情報画面 前に表示した情報画面に戻ります。

ページ先頭へ移動／
ページ末尾へ移動

情報画面の文頭や文末部分を表示します。

セキュリティで保護さ
れている情報画面表示

セキュリティで保 護されている情報画 面を表示し
ます。

認証要求 認証が必要な情報画面を表示します。

ヘルプ ヘルプを表示します。

ポインタの

■情報画面で、次の操作

B（メニュー） S「

設定」選択 S%S「

ラウザ」選択 S%S
. 情報画面で !を長 く

示／操作の「 On」／

ポイン

■情報画面で、次の操作

B（メニュー） S「

設定」選択 S%S
「普通」／「速い」

Z

g



 

表示）情報画面

きは、画面の

表示されます。

があるときは、

バーが表示さ

の白色の部分

置です。 
きが表示され、

の部分も移動

ーム表示）情報画面 
押すと、フレー

ます。 eを押

レーム内の続

。

カーソルを移動する 画面を切り替える

スクロールバー

選択されているフレーム
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ポインタ表示／操作を「 Off」にしているときは、カーソル

を移動して項目を選びます。 
eを押すと、カーソルが１段ずつ下または上に移動します。

また、同じ行に複数の項目があるときは、 fを押すとカー

ソルが右または左に移動します。 

.選べる項目がないときは、カーソルは表示されません。

■フレーム非対応（非

下画面や上画面があると

右にスクロールバーが

また、左画面や右画面

画面の下にスクロール

れます。スクロールバー

が現在表示されている位

gを押すと、画面の続

スクロールバーの白色

します。

■フレーム対応（フレ

&を長く（１秒以上）

ムを選択することができ

すと、選択されているフ

きの画面が表示されます
補足 X 次のボタンを長く（１秒以上）押しても画面の続きを表示

させることができます。

 2（上）、 4（左）、 6（右）、 8（下）

カーソル 

b

 

Z

z

 

a

b

 

Z

z

 

a
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2「新しい画面で開く」を選び、 %を押す。

いるリンク先の情報画面が新しいタ

 

気に入り、 URL入力、閲覧履歴から「新

を実行したときは、指定された情報画

表示されます。
開く： B（メニュー） S「画面メニュー」

い画面で開く」選択 S%
 B（メニュー） S「画 面メニュー」選択 
」選択 S%S情報画面選択 S%  
以上）押したあと、 fを押しても情報画

きます。

を 閉じ る： B（メ ニュ ー） S「画 面メ

S「現在の画面を閉じる」選択 S%
以外を閉じる： B（メニュー） S「画面メ

S「他の画面を閉じる」選択 S%

選択したフレームだけを表示する

表示しているときは、情報画面が一部表

あります。不要となった情報画面は閉じ

おすすめします。

は、自動的にタブが追加されることがあ
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画面上部に表示 されるタブを利 用して複数の情報 画面を表

示できます。 
.最大３つの情報画面を表示できます。 

.

 
Yahoo!ケータイの情報画面と PCサイトの情報画面は同時に

表示できません。 

1 情報画面で、 B（メニュー）を押す。 

カーソルの当たって

ブで表示されます。

.ブックマーク、お

しい画面で開く」

面が新しいタブで
３つ目の情報画面を■

選択 S%S「新し

情報画面の切替：■

S%S「画面切替

,(を長く（１秒

面の切り替えがで

選択 中の 情報 画 面■

ニュー」選択 S%
表示中の情報画面■

ニュー」選択 S%

■フレーム対応情報画面で、次の操作を行います。 
&を長く（１ 秒以上）押 してフレーム選択 SB（メ

ニュー） S「フレームイン」選択 S% 
, フレーム表示に戻す：上記操作のあと B（メニュー） S
「フレームアウト」選択 S% 
,

 
$を押してもフレーム表示に戻ります。

複数の情報画面を表示する

Z Z

注意 X 複数の情報画面を

示できないことが

て閲覧することを

補足 X 情報画面によって

ります。



 

情報画面内の文字入力や項目選択
文字入力欄へ文字を入力すると（入力履歴）

に入力した文字は、自動的に入力履歴に

れた入力履歴は、必要なときに呼び出し

した暗証番号は登録されません。）

のから最大 20件まで記憶されています。 
古い入力履歴から順に消去されます。

履歴を利用する

次の操作を行うと、選んだ入力履歴を文

す。 
その他」選択 S%S「入力履歴」選

 %
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入手した情報 によっては、下の 画面例のように、文 字を入

力したり、選択ボ タンやメニュ ーで項目を選択 して、情報

を送信できるものがあります。

文字入力欄 
. 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。

選択ボタン 
. 項目を選択する部分です。 

.

 

1（選択ボックス）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。

メニュー 
. 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。

実行ボタン 
. 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。

■情報画面の文字入力欄

登録されます。登録さ

て利用できます。（入力

■入力履歴は、新しいも

20件を超えたときは、

入力

■文字入力できる状態で

字入力欄に入力できま

B（メニュー） S「

択 S%S番号選択S
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作４のあとの Yahoo!ケータイの情報

４のあとの PCサイトの情報画面で行

押す。 

たは「お気に入り」が表示されないメ

操作できません。 
録する 

ク」を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。 

力し、 %を押す。 
ング中にブックマークに登録すると、

のストリーミングリストに登録され

する 
」を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。 

力し、 %を押す。

URL／情報画面を登録する 

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

タイ」選択 S%S「ブックマーク」選

ケータイ」／「 PCサイトブラウザ」／

選択 SB（メニュー） S「新規作成」

力 S%Sタイトル入力 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。 

.以下の操作は、 P.15-3操

画面、または P.15-18操作

います。 
1

 

B（メニュー）を

.「ブックマーク」ま

ニュー画面では、

2 ブックマークに登

1「ブックマー

2「登録」を選

3タイトルを入
.ストリーミ

ブックマーク

ます。

お気に入りに登録

1「お気に入り

2「登録」を選

3タイトルを入

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、イン

ターネット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。 

.

 
Yahoo!ケー タイ、スト リーミング合わせ て最

大 100件まで、また PCサイトは最大 100件まで

登録できます。

お気に入り

情報画面そのものが登録されます。情報は、イン

ターネット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。 

.

 
Yahoo!ケータイ、 PCサイトそれぞれ最大 100

件まで登録できます。

ブックマークにあらかじめ登録されている URLについて

■ブ ッ クマ ーク にあ らか じめ 登録 され てい る「 Sharp  Space
Town」、「カスタモ」は、シャープ製ソフトバンク携帯電話専

用のサイトです。 

.「 Sharp  Space  Town」では、壁紙やゲームなど多彩なコン

テンツがあります。また、辞書ファイルもダウンロードでき

ます。 

.「カスタモ」では、カスタム スクリーン（ AP.9-6）が ダウ

ンロードできます。 

URLを入力し

■直接 URLを入力してブ

を行います。 
%S「 Yahoo!ケー

択 S%S「 Yahoo!
「ストリーミング」

選択 S%S URL入



 

2タイトルを選び、 %を押す。 

登録した情報画面を表示する」操作１

に入りのリスト画面で行います。

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

登録した情報画面を表示する

にブックマークを表示する

 
ブックマーク」選択 S%S「一覧表

トル選択 S%

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「送信」選択 
S%S「メール本文に挿入」選択 
S%S「 S!メール」／「 SMS」選

択 S%Sメール作成／送信（ P.14-

6操作３以降、 P.14-7操作３以降） 

,

 
SMS の送信 可能文 字数よ り長

い URL のと き は、自動 的 に S!
メール作成画面になります。

ブッ クマ ーク の情 報確 認： タイ トル 選択■  SB（メ

ニュー） S「詳細情報表示」選択 S% 
,確認の終了：上記操作のあと % 

2

 
fで「 y」（ Yahoo!ケータイ）、「 d」（ PCサ
イトブラウザ）、「 s」（ストリーミング）のい

ずれかを選ぶ。

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「詳細情

報表示」選択 S% 
,確認の終了：上記操作のあと % 

2

 
fで「 y」（ Yahoo!ケータ

イ）または「 d」（ PC サイト

ブラウザ）を選ぶ。 

.以下の操作は、左記「

のブックマーク／お気

■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%

メニュー X Yahoo!ケータイ

ブックマークのリスト画面

お気に入りのリスト画面

情報画面表示中

■次の操作を行います。

B（メニュー） S「

示」選択 S%Sタイ

ブックマーク／お

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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フォルダ名を変更する 2「ファイル保存」を選び、 %を押す。 

が１つしかないときは、このあと操作

記操作のあと「背景画像保存」選択 S%

 

きは表示されません。 
 %を押す。

表示」／「再生」選択 S% 
操作のあと $

認：「詳細情報表示」選択 S% 
操作のあと % 
 を押す。

スト画面が表示されます。
ドの切替： B（メニュ ー） S「本体へ切

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

自動的に保存されることがあります。ダ

保存先を確認してください。

L286_insatsu.book 11 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
フォルダ選択 SB（ メニュー ） S「フォルダ名変更」選

択 S%Sフォルダ名入力 S%

■お気に入りの編集

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%S「はい」選択 S%
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
「はい」選択 S% 

Yahoo!ケータイの情報内の画像や音楽・効果音などをデー

タフォルダに保存します。 

1

 

B（メニュー）を押す。 

.情報内にファイル

４へ進みます。

背景画像の保存：上■

S下記操作４以降

,背景画像がないと

3ファイルを選び、

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

4「保存」を選び、%
データフォルダのリ

本体／メモリカー■

替」／「メモリカ

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.8-8）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。 

Yahoo!ケータイの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 Yahoo!ケータイ S Yahoo!ケータイ S 情報画面を表示する

ファイルへ

■ファイルによっては、

ウンロード完了画面で



 

1

.「 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。情報画面内の電話番号／ E-mailアドレス／ URLを利用する
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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、メールを送信できます。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。

メールを送信する
（ソフトバンク携帯電話番号／ E-mail アドレスの利

用） 

1ソフトバンク携帯電話番号または 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：■  P.14-6 操作５以降、 P.14-8

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。 

メニュー X Yahoo!ケータイ S Yahoo!ケータイ
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電話帳に登録する ストリーミング中に着信があると

話着信があると、ストリーミングは停止

 %を押すと通話できます。

、次の操作を行います。 
着信拒否」選択 S% 

認画面が表示されます。

ールを受信すると、メールお知らせ設定

に従ってお知らせします。

中にクローズポジションにしても、スト

時停止しません。 

で３分以上そのままにしていると、再接

の確認画面が表示されます。 

中に一時停止、早送り、巻き戻しや、メ

用できないストリーミング形式（ライブ

）もあります。

に接続した URLは、履歴として本機に最

れます。 10件を超えたときは、古い履歴

削除されます。
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動画や音楽をダウンロードしながら同時に再生します。

（ストリーミング） 

.ストリーミングできるのは、 Yahoo!ケータイの情報画面のス

トリーミング対応データだけです。 

.ダウンロードしたデータは、本体やメモリカードには保存さ

れません。 

1 再生するデータを選び、 %を押す。

動画や音楽のストリーミングが始まります。（動 画／音楽

の再生： AP.7-4、 P.7-8）

一時停止：ストリーミング中に■  % 
, 一時停止中の再開：上記操作のあと % 
, ストリーミング一時停止中も、インターネットへは接続さ

れています。（通信料が発生します。）

■新規で登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号／ E-mailアドレス選択 S%S「電話帳に登録」

選択 S%S「新規登録」選択 S% 
, 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ときは、情報画面で次の操作を

行います。

電話番号／ E-mailアドレス選択 S%S「電話帳に登録」

選択 S%S電話帳選択 S%SA（保存）

動画／音楽のストリーミング

メニュー X Yahoo!ケータイ S Yahoo!ケータイ S 情報画面を表示する

■ストリーミング中に電

します。このときは、

通話を拒否するときは

B（メニュー） S「

. 通話後は、再接続確

■ストリーミング中にメ

（ AP.14-36）の設定

注意 X .ストリーミン グ

リーミングは一

.一時停止中な ど

続するかどうか

.ストリーミ ング

ニュー画面が 利

ストリーミング

補足 X ストリーミング時

大 10件まで記憶さ

から順に自動的に



 

 S% 
からストリーミングします。 

ミングを開始する

SURL入力 S% 
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

情報」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%

表示サイズを変更する 指定した時間から再生する（指定時間に移動）

定時間に移動を行うときは、次の操作を

指定時間に移動」選択 S%S時間入

メディアプレイヤーを起動してから、イ
トに接続して、ストリーミングします。

 S ストリーミング

選択する画面で、「設定」を選び %を押

示サイズが設定できます。
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続きから再生する

「続きから再生」選択

.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 1024文字まで入力

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「詳細

,確認の終了：上記

履歴の■  URL を編集

SB（メニュー）

■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、「全画面（マークなし）」→「全画面（マーク

あり）」→「標準」→「拡大」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。表示サイ

ズが全画面のときは、「全画面（マークなし）」→「全画面

（マークあり）」が切り替わります。 

.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「標準」／「拡大」／「全画面」選択 S%

照明を設定する

■ス トリーミ ング中の照 明の点灯 方法を設定 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「照明」選択 S%S

「常に点灯」／「常に消灯」／「通常設定に従う」選択 S% 
.「通常設定に従う」にすると、照明（ AP.9-10）の設定内容

に従って動作します。  

■ストリーミング中に指

行います。 
B（メニュー） S「

力 S%

メディアプレイヤーか
らのストリーミング

あらかじめ
ンターネッ

メニュー X メディアプレイヤー

補足 X「 URL入力」などを

しても、照明や表
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■ S!ループリスト 

リスト」を選び、 %を押す。 

、 %を押す。

示されます。（ AP.15-14「更新情報

報を選び、 %を押す。

示されます。（ AP.15-14「詳細画面」）

接続：タイトル選択 S%S「はい」選択  

に接続され、 Yahoo!ケータイのコンテン

。 

 

ストの更新情報を確認する

 S S!速報ニュース

Z

%

新情報リスト画面 詳細画面  

止中
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S!速報ニュースでは、登録した Yahoo!ケータイのコンテン

ツの更新情報を見ることができます。 

.

 
S! 速報ニュースには、 S!速報ニュースリストと S!ループリス

トの２種類あります。 

.待受画面で S! 速報ニュースリストに登録したコンテンツの最

新情報を確認することができます。（ AP.9-6） 

1「 S!速報ニュースリスト」または「 S!ループリスト」

を選び、 %を押す。

■ S!速報ニュースリスト

1「 S!速報ニュース

2コンテンツを選び

更新情報リストが表

リスト画面」） 
3リストから更新情

更新情報の詳細が表

インターネットに■

S%
,インター ネット

ツが表示されます

S!速報ニュース 

S!速報ニュースについて

リスト画面を表示する

メニュー X Yahoo!ケータイ S S!速報ニュース

Z

%
Z

%

コンテンツ 更新情報リスト画面 詳細画面 

S 速報未読 V 一般未読 

Q 速報既読 T 一般既読 

R 速報自動更新停止中 U 一般自動更新停止中

マーク

更新情報を確認する

S!速報ニュースリ

メニュー X Yahoo!ケータイ

Z

%

項目 更

V S!ループ未読 

T

 

S!ループ既読 

r

 

S!ループ自動更新停

マーク



 

大５件まで登録できます。 

」を選び、 %を押す。 

び、 %を押す。 
 を押す。 

、 S!ループの情報画面が表示されます。 

ストの登録方法については、 S!ループ

てください。 

リスト」または「 S!ループリスト」

。 

たは S! ループの項目を選び、 B
押す。 

び、 %を押す。 

を選び、 %を押す。

）を押す。 

び、 %を押す。 

を選び、 %を押す。 

S!ループリストの更新情報を確認する S!ループリストに登録する

 S S!速報ニュース 

ト／ S!ループリストを更新する

 S S!速報ニュース
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1「 S!ループリスト」を選び、 %を押す。 
2 項目を選び、 %を押す。

更新情報のリストが表示されます。（ A 左記「更新情報

リスト画面」） 
3 リストから更新情報を選び、 %を押す。

更新情報の詳細が表示されます。（ A左記「詳細画面」）

インターネットに接続：タイトル選択■  S%S「はい」選択 S% 
, インターネットに接続され、 S!ループの情報画面が表示さ

れます。 

.

 

S!速報ニュースリストには速報が１件、一般が最大４件まで

登録できます。 

1「 S!速報ニュースリスト」を選び、 %を押す。 
2「コンテンツリスト」を選び、 %を押す。 
3「はい」を選び、 %を押す。

インターネットに接続され、コンテンツリストが表示され

ます。 
4 コンテンツを選び、 %を押す。 

.以降は、画面の指示に従って操作してください。 

.

 

S!ループリストには最

1「 S!ループリスト

2「 S!ループ」を選

3「はい」を選び、%
S!ループに接続され

.以降、 S!ループリ

のヘルプを参照し

1「 S!速報ニュース

を選び、 %を押す

2 一件更新する 

1コンテンツま

（メニュー）を

2「更新」を選

3「１件更新」

全件更新する 
1

 
B（メニュー

2「更新」を選

3「全件更新」

メニュー X Yahoo!ケータイ S S!速報ニュース 

S!速報ニュースリスト／ S!ループリストに登録する 

S!速報ニュースリストに登録する

メニュー X Yahoo!ケータイ S S!速報ニュース 

メニュー X Yahoo!ケータイ

S!速報ニュースリス

メニュー X Yahoo!ケータイ
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する 

び、 %を押す。  

択し、 %を押す。
を解除する：「 Off」選択 S%

する 

び、 %を押す。  

、 %を押す。 
新されます。

を解除する：「 Off」選択 S%  

を押す。 

新されます。
除する：「 Off」選択 S%

コンテンツ／ S!ループ各項目の概要を確認する S!速報ニュースリストを自動更新する

 S S!速報ニュース S 設定 

S S!速報ニュース 

自動更新する

 S S!速報ニュース S 設定 

S S!ループ

L286_insatsu.book 17 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
.自動更新を設定した時刻を基準に自動更新が行われます。次

回の自動更新の時刻は上記「コンテンツ／ S!ループ各項目の

概要を確認する」で確認できます。 

.夜間から早朝の間は、 S! 速報ニュースリストの速報、 S! ルー

プリストの自動更新は行われません。 

.海外では自動更新されません。 

.圏外や電波の悪い場所では、自動更新されないことがありま

す。 

.何らかの事情で自動更新が停止したときは、手動で更新でき

ます。（ A左記） 

.

 
USIMカードを交換したときは、自動更新設定は「 Off」にな

ります。 

.お買い上げ時には、「 Off」に設定されています。 

1「速報」を自動更新

1「速報」を選

2%を押す。 

3更新間隔を選
自動更新設定■

「一般」を自動更新

1「一般」を選

2%を押す。 

3「 On」を選び
.１日に１回更

自動更新設定■

1%を押す。 
2「 On」を選び、 %
.１日に４回程度更

自動更新設定を解■

■ S!速報ニ ュースリストまたは S! ループリスト画面（ AP.15-

14）で、次の操作を行います。

コンテンツ／ S! ループの項目選択 SB（メニュー） S
「詳細情報表示」選択 S% 

S!速報ニュースリスト／ S!ループリストを自動更新する 

メニュー X Yahoo!ケータイ

S 自動更新設定 

S!ループリストを

メニュー X Yahoo!ケータイ

S 自動更新設定 



 

ソコン向けサイトを閲覧できます。 

面を表示するときは通信料が高額にな

ださい。  

、ドキュメントファイル以外のデータ

トリーミングすることはできません。 

選び、 %を押す。

示されます。承諾

回押すと、ホーム

す。 
起動中のアイコン

。

切替： B（メニュー） 
替」選択 S% 
表示されます。承諾

を２回押すと、閲覧していた PCサイトの

o!ケータイの情報画面で表示されます。 

正しく表示されないことがあります。 
移動する。  

 

ポジションにしても、通信は中断され

中に $

登録したコンテンツ／ S!ループの項目を削除する 続する

る

 S PCサイトブラウザ
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1「 S!速報ニュースリスト」または「 S!ループリスト」

を選び、 %を押す。 
2 一件削除する 

1コンテンツまたは S! ループの項目を選び、 B
（メニュー）を押す。 

2「削除」を選び、 %を押す。 

3「１件削除」を選び、 %を押す。 

4「はい」を選び、 %を押す。

全件削除する 

1

 
B（メニュー）を押す。 

2「削除」を選び、 %を押す。 

3「全件削除」を選び、 %を押す。 

4操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

5「はい」を選び、 %を押す。 

PCサイトブラウザでパ

.データ量の多い情報画

りますので、ご注意く

. PC サイトブラウザでは

をダウンロードまたはス

1「ホームページ」を

このあと警告文が表

するときは、 %を２

ページが表示されま

PC サイトブラウザ

「 a」が表示されます

■ Yahoo!ケータイに

S「 Y!ケータイへ切

,このあと警告文が

するときは、 %
情報画面が Yaho

,サイトによっては

2項目にカーソルを

3%を押す。

通信が始まります。

.通信中にクローズ

ません。

通信の中止：通信■

メニュー X Yahoo!ケータイ S S!速報ニュース

注意 X 自動更新中は、削除できません。 

PCサイトに接

メニューから接続す

メニュー X Yahoo!ケータイ
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4 操作２〜３をくり返し、閲覧する項目を順に選ぶ。

画面の履歴を利用して、情報画面を

まで情報画面が記憶されます。最大件

い情報画面から順に自動的に削除され

押す。

の操作： AP.15-4  

ザを終了するときは、 "を押した

び、 %を押す。 

ps://」で始まるアドレス）を入力し

す。 

ることもできます。（ A上記） 

力しても接続できます。  

を押す。 

っては、 Yahoo!ケータイの情報画面が

あります。

操作： AP.15-4  

ザを終了するときは、 "を押した

び、 %を押す。

履歴を利用して接続する

 S PCサイトブラウザ S 閲覧履歴 

て接続する

 S PCサイトブラウザ S URL入力

L286_insatsu.book 19 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
情報画面での操作：■  AP.15-5

ブックマーク／お気に入りへの登録：■  AP.15-9

情 報画面内 の電話番 号／■  E-mailア ドレス／ URL を利用 す

る： AP.15-12

ホー ムページに戻る：■  B（メニ ュー） S「ホームページ」選

択 S% 
5

 

PCサイトブラウザを終了するときは、 "を押した

あと、「はい」を選び、 %を押す。

これまで表示した情報

表示します。 
.履歴には、最大約 300件

数を超えたときは、古

ます。 

1履歴を選び、 %を

履歴リスト画面で■

2 PCサイトブラウ

あと、「はい」を選

URL（「 http://」／「 htt
て、情報画面を表示しま

.履歴を利用して接続す

.「 http://」を省略して入

1 URLを入力し、 %
.入力した URLによ

表示されることが

■ URL入力画面での

2 PCサイトブラウ

あと、「はい」を選

画面表示を切り替える

■情報画面で、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「元の画面幅に戻す」選択 S% 
,「元の画面幅に戻す」から「画面幅に合わせる」に切り替え

るとき： B（メニュー） S「画面幅に合わせる」選択 S% 
.「画面幅に合わせる」では、 PCサイトの情報画面が画面の幅

に収まるようにレイアウトされます。 

.元の画面幅 に戻すでは、 PC サイトの情報画 面が横 800 ×縦 

600ドットのサイズで表示されます。

情報画面を拡大縮小表示する

■情報画面で、次の操作を行います。 
B（メニュー） S「便利機能」選択 S%S「拡大縮小表

示」選択 S%S倍率選択 S%

メニュー X Yahoo!ケータイ

URLを直接入力し

メニュー X Yahoo!ケータイ



 

便利機能」選択 S%S「 URL送信」

ル」／「 SMS」選択 S%Sメール

4-6操作３以降、 P.14-7操作３以降）  

より長い URLのときは、自動的に S!メー

。

便利機能」選択 S%S「詳細情報表

ージ情報」選択 S%
上記操作のあと %

る 
便利機能」選択 S%S「詳細情報表

ーバー証明書」選択 S%Sサーバー

上記操作のあと %S$（４回） 

閲覧履歴」選択 S%S P.15-4、 P.15-

接続する」操作１以降 

D自動 
設定」選択 S%S「入力言語変換」

選択 S% 
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。

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。

表示中に履歴を表示して接続します。

の入力言語を設定します。
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.以下の操作は、インターネットの情報画面（ AP.15-2）で行

います。 

B（メニュー） S「文字をコピー」選択 S%S P.3-14「コ

ピー／切り取り／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.15-4、左記

「 URLを直接入力して接続する」操作１以降 

B（メニュー） S「便利機能」選択 S%S「文字を検索」

選択 S%S検索文字列入力 S% 
.該当する検索結果が複数あるときは、先頭の検索結果が赤色表示

されます。このあと %を押すと、次の検索結果が表示されます。

検索の終了：上記操作のあと■  A（キャンセル） 

B（メニュー） S「

選択 S%S「 S!メー

作成／送信（ AP.1

. SMSの送信可能文字数

ル作成画面になります

ページ情報を表示する 
B（メニュー） S「

示」選択 S%S「ペ

情報画面に戻る：■

サーバー証明書を表示す

B（メニュー） S「

示」選択 S%S「サ

証明書選択 S%
情報画面に戻る：■

B（メニュー） S「

19「履歴を利用して

B（メニュー） S「

選択 S%S入力言語

.通常は「自動」でお使

いときに、文字コード

その他の機能

情報表示中の各種操作

文字をコピー 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。

検索 情報画面内の文字列を検索します。 

で送信

詳細情報表示 情報の詳

履歴を表示して
接続

情報画面

入力言語変換 情報画面
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「 Cookie消去」／「認証情報消去」

選択 S% 
のとおりです。 

D本体優先

リカード優先」選択 S% 
のメモリ容量が不足しているときは、保

メモリカードへの保存が禁止されている

ときは、ここでの設定にかかわらず本体

タ）入力 S%S「はい」選択 S%

タ）入力 S%S「はい」選択 S%

画像などの デー タ フォ ル ダ内 の 画像 な ど各 種 ファ イ ルを、 キャッシュ／  Cookie／
キャッシュ／ Cookie／認証情報を消去します。

 S 設定 S メモリ操作

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。

証要 求時に入力し たユーザー ID／パス

す。

ードファイルの保存 先として、本体とメ
ドのどちらを優先するかを設定します。

 S 設定 S ファイル保存先

の設定やブックマー ク、お気に入りなど
た情報を初期化します。

 S 設定 S 初期化

セットします。

 S 設定 S 設定リセット
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■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大

文字サイズ選択 S% 

D１行

スクロール単位選択 S% 

D画像：表示する、音楽・効果音：再生する

画像を表示するかどうかを設定する

「画像」選択 S%S「表示する」／「表示しない」選択 S%

音楽・効果音を再生するかどうかを設定する

「音 楽・効果音」選 択 S%S「再生 する」／「再生 しな

い」選択 S%

「キャッシュ消去」／

選択 S%S「はい」

.削除される内容は、次

「本体優先」／「メモ

.優先設定され た保存先

存できません。 

.ファイルによ っては、

ものがありま す。この

に保存されます。

操作用暗証番号（４ケ

操作用暗証番号（４ケ

アップロード サービスセンターへアップロード（送信）します。 

Yahoo!ケータイ／ PCサイトブラウザ共通設定

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 Yahoo!ケータイ S 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 Yahoo!ケータイ S 設定 S スクロール単位

画像・音設定
情報内の画像 や音楽・効果音を表示 せずに、文字
情報だけを表示するかどうかを設定します。

メニュー X Yahoo!ケータイ S 設定 S 画像・音設定

認証情報の消去

メニュー X Yahoo!ケータイ

キャッシュ キャッシ

Cookie サーバー

認証情報
以前の認

ワードで

ファイル
保存先

ダウンロ
モリカー

メニュー X Yahoo!ケータイ

初期化
ブラウザ
の保存し

メニュー X Yahoo!ケータイ

設定リセット 設定をリ

メニュー X Yahoo!ケータイ



 

D送出する

しない」選択 S% 

D許可する

しない」／「毎回確認」選択 S% 

D

 

On

ク接続時確認」／「毎回確認」／

D表示する

しない」選択 S% 

PCサイトブラウザ設定 Referer送出
リンク元 をサーバーに通知する かどうかを設定し

 S 設定 S セキュリティ設定  

 AP.15-21）を許可するかどうかを設定

 S 設定 S セキュリティ設定  

のスクリプトを実行す るかどうかを設定

 S 設定 S セキュリティ設定 

で保護されている情報画面（ AP.15-3）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 設定 S セキュリティ設定 

L286_insatsu.book 22 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
15-22

Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
ケ 
l

タ
イ 

15
 

D

 

On

「 PCサイトブラウザ」／「 Yahoo!ケータイ」選択 S%S
「 On」／「 Off」選択 S% 

D

 

100％

表示サイズ選択 S% 

.

 

Yahoo!ケータイ／ PCサイトブラウザ共通の設定です。 

D

 

Off（送信しない）

「 On」（送信する）／「 Off」（送信しない）選択 S% 

「送出する」／「送出

「許可する」／「許可

「 On」／「ネットワー

「 Off」選択 S% 

「表示する」／「表示

警告画面表示
設定 

Yahoo!ケータイ／ PCサイトブラウザへ切替時または PC サイト
ブラウザ起動時に警告画面を表示させるかどうかを設定します。

メニュー X Yahoo!ケータイ S PCサイトブラウザ S PCサイトブラウザ設定 

S 警告画面表示設定

拡大縮小表示
設定

情報画面の表示サイズを設定します。

メニュー X Yahoo!ケータイ S PCサイトブラウザ S PCサイトブラウザ設定 

S 拡大縮小表示設定

セキュリティ設定

製造番号通知
本機の製造番 号（接続認証のための 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 Yahoo!ケータイ S 設定 S セキュリティ設定 

S 製造番号通知 

ます。

メニュー X Yahoo!ケータイ

S Referer送出 

Cookie設定 
Cookie（
します。

メニュー X Yahoo!ケータイ

S Cookie設定

スクリプト設定
情報画面
します。

メニュー X Yahoo!ケータイ

S スクリプト設定

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 Yahoo!ケータイ

S セキュリティ確認画面
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ルート証明書
本機に登録され ている、認証機関が発行 した電子
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「ルート証明書表示」（あらかじめ登録されている証明書）

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■  % 

Dブラウズ中保持

「ブラウズ中保持」／「 On」（認証する）／「 Off」（認証

しない）選択 S% 
.「ブラウズ中保持」を選ぶと、インターネット終了まで認証情報

を保存して、自動的に認証します。イン ターネットを終了する

と、認証情報は消去されます。 

.「 On」を選ぶと、インターネット終了または 電源を切ったあと

も認証情報は消去されません。 

D

 

On

「 On」（設定）／「 Off」（解除）選択 S%

的な証明書を確認します。

メニュー X Yahoo!ケータイ S 設定 S セキュリティ設定

認証情報保持
設定

認証要求時に、以前に入力したユーザー ID／パス
ワードで自動的に認証するかどうかを設定します。

メニュー X Yahoo!ケータイ S 設定 S セキュリティ設定 

S 認証情報保持設定

補足 X ここで保存される情報は、 HTTP通信の Basic認証、 Digest
認証で使用される認証情報です。サイトによっては、別の

認証方式を採用しているところもあります。 

Flash

 

®　
取得規制 

Flash
 

®の取得（表示）規制を設定／解除します。

メニュー X Yahoo!ケータイ S 設定 S セキュリティ設定 

S

 

Flash

 

®取得規制
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S!アプリ
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S!アプリは、 S!アプリライブラリで

び、 %を押す。

ブラリが表示されます。
ドの切替： B（メニュ ー） S「本体へ切

ードへ切替」選択 S%
スに関する情報を表示：「お知らせ」選択 

S!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「使用容量確認」選

「メモリカード」選択 S%
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本機 に、ゲー ムな どい ろい ろな アプ リケ ーシ ョン をイ ン

ターネットからダウンロードして楽しめます。 
.本機では、ソフトバンク携帯電話専用の S!アプリだけ利用で

きます。

本機に保存されている 
確認できます。 

1「 S!アプリ」を選

本機の S!アプリライ
本体／メモリカー■

替」／「メモリカ

■ Java™のライセン

S%  

S!アプリについて

補足 X . S!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 S!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、「 http://www.softbank.jp」

を参照してください。 

.お買い上げ時に登録されている S!アプリは、削除するこ

とができます。（ AP.16-5）

削除後、お買い上げ時の状態に戻すときは、 S!アプリす

べてリセット（ AP.16-8）を行います。

生活アプリについて

■本機には、 S!  FeliCa対応の S!アプリ「生活アプリ」（ AP.17-

2）が登録 されていま す。「生活ア プリ」も他の S! アプリと 同

様、各種設定や管理を行えます。

ネットワーク接続型  S!アプリについて

■利 用時にネ ットワーク （インターネ ット）への接 続が必要 な 
S!アプリを「ネットワーク接続型  S!アプリ」といいます。 

.ネットワーク接続型  S!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.16-7） 

メニュー X データフォルダ

補足 X 一時停止中の S!ア
と確認画面が表示

時停止中の S!アプ

S!アプリライブラ

■次の操作を行います。

%S「データフォル

択 S%S「本体」／
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3B（ Yes）を押す。 

ンロードが始まります。 

多少時間がかかることがあります。

止： $ 
われば、自動的に保存され、確認

。  

P.16-6）に設定している S!アプリの

をダウンロードしたときは、 S!アプリ

れることがあります。 
 を押す。

続が終了し、 S!アプリライブラリが表

情報画面に戻る：「いいえ」選択 S%
 AP.16-4 

ドでは、 S! アプリ本体をダウンロー

やサイズなどの S!アプリ情報が表示

面）

認したあと、 S!アプリ本体をダウン

メモリカード内の S!アプリ情報を更新する（メモリカード同期）

は、セキュリティレベルの設定など、操

あります。
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メモリカードを 別のソフトバン ク携帯電話やパソ コンなど

で利用（データ の編集や追 加、消去など）した ときは、 S!
アプリライブラリの情報を更新する必要があります。 

.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） 

1「はい」を選び、 %を押す。 

.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） 

.

 
S!アプリによっては、メモリカードに保存できます。 

.電波状態のよい所で操作してください。 

1

 

S!アプリを提供しているインターネットの情報画

面を表示する。 
2

 

S!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、 S!アプ

リ情報が受信され、情報表示画面が表示されます。

■ S!アプリ一時停止中：「はい」選択 S%  

S!アプリ本体のダウ

.ダウンロードに、

ダウンロードの中■

4ダウンロードが終

画面が表示される

. S!アプリ待受（ A

新しいバージョン

待受設定が解除さ

5「はい」を選び、%
インターネットの接

示されます。
インターネットの■

■ S!アプリの起動：

S!アプリのダウンロー

ドする前に、タイトル

されます。（情報表示画

この情報表示画面で確

ロードできます。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S 設定 S メモリカード同期

補足 X S!アプリラ イブラリのファイル数や データ量によっては、

情報更新が完了するまで時間がかかることがあります。 

S!アプリをダウンロードする

メニュー X データフォルダ S S!アプリ S S!アプリダウンロード

補足 X S!アプリによって

作が必要なものも

情報表示画面



  

、 "を押す。 

び、 %を押す。 
ブラリに戻ります。

を選び、 %を押す。
ります。 

アプリを起動すると、一時停止してい

きを行うことができます。  

止している状態の待受画面で、 %

 を押す。

終了」選択 S%
インメニューを表示：「キャンセル」選択  

S!アプリを終了／一時停止／再開する 

一時停止する

プリを再開する
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1「 S!アプリ」を選び、 %を押す。 

S!アプリライブラリ（ AP.16-2）が表示されます。 
2

 

S!アプリを選び、 %を押す。 

S!アプリが起動します。 

.

 
S! アプリの操作方法については、ダウンロードしたイン

ターネットの情報画面などを参照してください。 
.利用できない S!アプリを選んだときは、 S!アプリライブ

ラリに戻ります。 

1

 

S!アプリ利用中に

2 終了する 

1「終了」を選
S!アプリライ

一時停止する 

1「一時停止」
待受画面に戻

.再度同じ S!
る状態から続

1 S!アプリが一時停

を押す。 
2「再開」を選び、%

■ S!アプリを終了：「

一時停止のままメ■

S%

S!アプリの利用 

S!アプリを起動する

メニュー X データフォルダ

補足 X S!ア プリ起動中 に電話など の着信があ ると、 S!アプ リが

一時停止し、着信画面が表示されます。 S!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.16-8）

ネットワーク接続型  S!アプリを起動する

■ ネットワ ーク接続型  S!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 S!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。（ AP.16-7）

■ S!アプリの 種類によっては、ネットワーク 接続型  S!アプ リを

起 動するとき、セキュリティレベル（ AP.16-7）の設定画面

が表示されることがあります。 

S!アプリを終了／

一時停止中の S!ア
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ている S! アプリを移動するときは、設

してください。  

 B（メニュー）を押す。 
移動」を選び、 %を押す。

古いバージョンの S!アプリあり：

」選択 S% 
 %を押すと、メモリカード内の S!アプリ

ンに上書きされます。  

ている S! アプリを削除するときは、設

してください。  

 B（メニュー）を押す。 

 を押す。 
 を押す。 

証番号の入力が必要なこともあります。 

本機内の S!アプリをメモリカードに移動する

 S S!アプリ

同じ S!アプリがあるときや、メモリカー

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

る

 S S!アプリ

録されて いる S!アプリも削除 できます。

リすべてリセット（ AP.16-8）を行う

の状態に戻すことができます。
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1 S!アプリを選び、 B（メニュー）を押す。 

2「詳細情報」を選び、 %を押す。 

S!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 

.

 

S!アプリ待受に設定し

定を解除してから操作

1 S!アプリを選び、

2「メモリカードへ

メモリカード内に■

「はい」／「いいえ

,「はい」を選び、

が新しいバージョ

. S!アプリ待受に設定し

定を解除してから操作

1 S!アプリを選び、

2「削除」を選び、%

3「はい」を選び、%
.削除時に、操作用暗

S!アプリの管理／設定 

S!アプリの詳細情報を確認する

メニュー X データフォルダ S S!アプリ

名前 S!アプリの名称

ベンダ名 
S! アプ リの開発 元や販 売元など、

提供者の名称

バージョン S!アプリのバージョン

説明 S!アプリの説明

アプリケーションサイズ  S!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 

S!アプリ待受設定 S!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 リンク先のインターネット情報

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 

IC対応 生活アプリ対応の可／不可

ブック対応 ブック機能対応の可／不可

メニュー X データフォルダ

注意 X .メモリカード内に

ド内に十分な空き

. S!アプリによっ

があります。 

S!アプリを削除す

メニュー X データフォルダ

補足 X お買い上げ時に登

削除後は、 S! アプ

と、お買い上げ時



  

S!アプリを常時起動する（ S!アプリ待受） 起動開始時間を設定する

た S!アプリが待受画面に戻ったあと、起

間を設定します。 
%S「本体設定」選択 S「 S!アプリ

「設定」選択 S%S「 S!アプリ待受

起動開始時間」選択 S%S時間（ 01

３秒」に設定されています。

などを接続しているときは、 S!アプリ待

ても起動しません。 

取り付けた状態で、 S!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

 S!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

起動しないことがあります。 

タイプの S!アプリを S!アプリ待受に設定

、 S!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 S!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。

■ S!アプリ待受の解除：「 Off」選択 S% 

.

 

S!アプリ待受に設定できる S!アプリは、１件です。 

.

 
S!アプリによっては、 S!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 S!アプリがあるときは、設定できません。 

.生活アプリやメモリカード内の S!アプリは、設定できません。 

1

 

S!アプリ待受に設定できる S!アプリを選び、 
B（メニュー）を押す。 
2「 S!アプリ待受に設定」を選び、 %を押す。 

.「 S!アプリ待受に設定」が表示されない S!アプリでは、利

用できません。 

S!アプリ待受の On／ Offを設定する

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S 設定 S S!アプリ待受設定 S On／ Off設定 

S!アプリ待受に設定する

メニュー X データフォルダ S S!アプリ

■ S!アプリ待受に設定し

動を開始するまでの時

%S「設定」選択 S
設定」選択 S%S
設定」選択 S%S「

〜 10秒）入力 S% 
. お買い上げ時には、「

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 S!アプリが

を接続すると、

.ハンズフリー キ

は、 S!アプリが

.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

灯」／「通常設定に従う」選択 S% 
、次のとおりです。

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%S「はい」選択 S% 

定

起動中の効果音などの音量を設定します。

S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S 音量

起動中の画面の点灯方法を設定します。

S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S 照明 S On／ Off設定

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

せん。

表示設定の照明（ AP.9-10）の設定内

従って動作します。

L286_insatsu.book 7 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
S! 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 S!アプリにも設定できます。 

.

 
S!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

 

S!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

「常に点灯」／「常に消

.設定できる点灯方法は

電話発信 音声通話の発信

ネットワーク接続 ネットワークへの接続

メール送受信 メールの利用

自動実行 自動実行ファイルの実行 

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 データフォルダ S S!アプリ

初回要求時確認 起動時に確認画面を表示します。

毎回確認 該当動作の前に確認画面を表示します。

すべて許可 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

S!アプリ関連の設

音量 S!アプリ

メニュー X 設定 

S 設定 

照明 On／ Off
設定 

S!アプリ

メニュー X 設定 

S 設定 

常に点灯 S!ア

常に消灯 
S!ア

しま

通常設定に従う
画面

容に



  

タ）入力 S%S「はい」選択 S%

タ）入力 S%S「はい」選択 S% 

S!アプリ S! アプリ内のパネル照明点滅設 定を、有効にする S!アプリを初期化する 

設定を初期化します。

S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S S!アプリ設定リセット  

をすべて削 除し、お買い上げ時の状態に
。

S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S S!アプリをすべてリセット

てリセットを行うと、お買い上げ時の状

お客様 がダウンロード された S!ア プリ、

除されますので、あらかじめご了承くだ

 ICカード内にデータがあるときは、 S!ア
セットは行えません。 ICカード内のデー

ら操作してください。（ AP.17-2）  
てリセットを行うと、ちかチャットの利

定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。 

されている S!アプリを削除していたとき

時の状態に戻ります。

L286_insatsu.book 8 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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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% 

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

メール着信時：着信通知表示

「音声着信」〜「 S!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。 

.

 

S!アプリ待受に設定した S!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

操作用暗証番号（４ケ

点滅制御 かどうかを設定します。

メニュー X 設定 S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S 設定 S 照明 S S!アプリ点滅制御

バイブ S! アプリ内のバイブレータ動作 設定を、有効にす
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 S!アプリ設定 

S 設定 S バイブ

着信時優先
動作 

S! 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 設定 S 本体設定（ f） S S!アプリ設定 

S 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 

S!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 

S!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、 S!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。 

S!アプリ設定
リセット S!アプリ

メニュー X 設定 

S 設定  

S!アプリを
すべてリセット 

S!アプリ
戻します

メニュー X 設定 

S 設定  

注意 X . S!ア プリをすべ

態に 戻ります。

生活アプリは 削

さい。ただし、

プリをすべてリ

タを消去してか

. S!ア プリをすべ

用制限機能 で設

め、ちかチャッ

.あらかじめ登録

は、お買い上げ
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おサイフケータイ（ S!  FeliCa）

L286_insatsu.book 1 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分



   

S!  FeliCa利用の流れ

プリのダウンロード

から、生活アプリをダウンロードします。 

リフォルダに保存されます。 
V

の加入登録／各種設定

利用す る S!  FeliCa対応サ ービス（以下

入登録や各種設定を行います。 

電子 マネーの入金（チ ャージ）をした

などを行うこともできます。 
V

ービスの利用

ダー／ライターに、本機の m  マーク付

利用します。 

物の支払をしたり、ポイントカードや交

きます。

申し込みやご利用方法は、生活アプリに

す。詳しくは、 S!  FeliCa対応サービス提

わせください。 

の際に ICカード内のデータや設定した内

した場合の損害につきましては、当社は

ますのであらかじめご了承ください。 

証番号やお問い合わせ先などはメモをと

忘れにならないようご注意ください。

L286_insatsu.book 2 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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「 S!  FeliCa」とは、  S!  FeliCa対応端末で利用できる、 ICカー

ド機能サービスです。

本機は S!  FeliCa に対応 してお り、店舗な どに 設置さ れた

リーダー／ラ イター（読み取り 装置）に本機をかざ すだけ

で、電子マネーを 使って買い物 の支払をしたり、ポ イント

カードや交通チ ケットなどとし て利用できるよう になりま

す。 

S!  FeliCaについて

「 FeliCa」とは

■かざすだけでデータの読み書きができる、非接触 ICカード技術

方式の１つです。

「 ICカード」とは

■ S!  FeliCa対応端末に搭載されている FeliCaチップのことです。

■ ICカード内には、 S!  FeliCaを利用するための情報が保存 され

ます。

「生活アプリ」とは

■ S!  FeliCa を利用するための  S!アプリです。 

.本機には、あらかじめ電子マネー用生活アプリ「 Edy」が登

録されています。 

,「 Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理する

プリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

注意 X ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各

種データが保存されます。 ICカード内のデータの消去方法

は、生活アプリによって異なります。

詳しくは、 S!  FeliCa対応サービス提供者にお問い合わせく

ださい。 

生活ア

インターネットの情報画面

. 生活アプリは、生活アプ

サービス

生活 アプリを起 動して、

「サービス」と記載）の加

.生活アプリ を利用して、

り、支払確認／残高照会

サ

店舗などに設置されたリー

近をかざして、サービスを

.電子マネーを使って買い

通チケットなどに利用で

注意 X . 生活アプリのお

よって異なりま

供者にお問い合

.故障または修理

容が消失／変 化

責任を負いかね

.各サービスの 暗

るなどして、お
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利用方法を例に、 ICカード内のデー

で読み取る方法を説明します。 

登録／設定、入金（チャージ）を行っ

必要はありません。   

、リーダー／ライターにかざす。 

ー／ライター）は一例です。 

たことを、リーダー／ライターの画面

ださい。 

きは、本機を前後左右にずらしてみて

生活アプリを起動する 用

ー ／ライターに対して平行にかざしてく

面に金属などがあると、読み取れないこ

ざす

L286_insatsu.book 3 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
S!  FeliCaを利用するには、あらかじめ利用するサービスに

対応した生活アプリを起動して、サービスの加入登録／各

種設定、入金（チャージ）／残高照会などを行う必要があ

ります。 

1「生活アプリ」を選び、 %を押す。

生活アプリのダウンロード：「生活アプリダウンロード」選■

択 S% 
2 起動する生活アプリを選び、 %を押す。

生活アプリが起動します。
生活アプリの終了：■  "

ここでは、電子マネーの

タをリーダー／ライター
.あらかじめ、サービスの

ておいてください。 

.生活アプリを起動する

1m マーク付近を

.上記の図（リーダ

.読み取りが完了し

などで確認してく

.認識されにくいと

ください。

メニュー X おサイフケータイ

注意 X 通話中や S!アプリ起動中は、生活アプリを起動できません。

補足 X 生活アプリは、他の S!アプリと同様、各種設定や管理を行

うことができます。（ AP.16-5〜 P.16-8）

ただし、 S!アプリ待受に設定することはできません。 

S!  FeliCaの利

注意 X .本機は、リーダ

ださい。 

.

 
m

 
 マークのある

とがあります。

この部分をか



    

を選び、 %を押す。

：「はい」選択 S%S操作用暗証番号（４

aを利用禁止にします。 

ff」に設定されています。 

を押す。

解除：「 Off」選択 S% 
４ケタ）を入力し、 %を押す。 

 を押す。

補足 X .リーダー／ライターにかざし たとき、サービスによって

定 

認する

 S ICカード設定 

止にする（ ICカードロック）

 S ICカード設定 S ICカードロック

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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1「 ICカード情報」

■ ICカードロック時

ケタ）入力 S%
確認の終了：■  %

本機の操作で、 S!  FeliC
.お買い上げ時には、「 O

1「 On」を選び、 %
■ ICカードロックの

2操作用暗証番号（

3「はい」を選び、%

はメッセージが表示されたり、バ イブレータが動作する

ことがあります。また、自動的に S!アプリ／メール／イ

ンターネットが起動すること もあります。動作／起動し

ないように設定することもできます。（ AP.17-7） 

.通話中やインターネット接続中でも、読み取れます。

（ただし、読み取りに時間がかかることがあります。）

電源を切っているとき

■ S!  FeliCaを利用できます。ただし、生活アプリは起動しませ

ん。 

.電池パックを取り外し、取り付け直したときは、必ずいった

ん電源を入れてください。電池パックを取り付けただけの状

態（電源を入 れ直していない状態）では、 S!  FeliCaは利用

できません。

電池残量が不足しているとき

■ S!  FeliCaは利用できません。充電したあとで、利用してくだ

さい。 

S!  FeliCa の設 
ICカードの情報を確

メニュー X おサイフケータイ

S!  FeliCaを利用禁

メニュー X おサイフケータイ
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7 送信元に返信する 

信」を選び、 %を押す。
る： $

に返信する 

スに返信」を選び、 %を押す。 

ス」を選び、 %を押す。 

電話番号入力」、「メ−ルアドレス

れかを選び、 %を押す。  
ック通知用のメ−ルアドレスまた

ク携帯電話番号を選択／入力し、 

する 

」を選び、 %を押す。
る： $ 
きは、 A（保存）を押す。 

を利用可能にするときは、操作７のあ

ックを設定する」操作３以降を行い、

を「 On」にしてください。

遠隔地から S!  FeliCaを利用禁止にする（遠隔ロック）

L286_insatsu.book 5 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
あらかじめ指 定した件名のメ ールを送ったり（メー ル遠隔

ロック）、他の電話機から電話をかける（電話遠隔ロック）

こと で、遠 隔地 に ある 本 機の IC カードロックを設定し、 
S!  FeliCaを利用禁止にすることができます。

■メールを送り ICカードロックを設定するとき

遠隔ロック用のパスワ ードと、 ICカードロック 通知用メー

ルアドレスを登録します。 

1 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

2「メール遠隔ロック」を選び、 %を押す。 
3「遠隔ロックパスワード」を選び、 %を押す。 

4 遠隔ロック用のパスワードを入力し、 %を押す。 

.任意の５〜 16文字の半角英数字を入力してください。 
5「ロック通知先指定」を選び、 %を押す。 

6「宛先設定」を選び、 %を押す。 

1「送信元に返
登録画面に戻■

指定したアドレス

1「指定アドレ

2「指定アドレ

3「電話帳」、「

入力」のいず

4 ICカードロ

はソフトバン

%を押す。

返信しないように

1「返信しない
登録画面に戻■

8登録だけを行うと

.メール遠隔ロック

と P.17-6「遠隔ロ

メール遠隔ロック

遠隔ロックの準備をする（本機での操作）

メニュー X おサイフケータイ S ICカード設定 S 遠隔ロック



   

■他の電話機から電話をかけて ICカードロックを設定するとき 7 ICカードロックが設定されるまでの着信回数（ 03〜 

 %を押す。 

利用可能にするときは、このあと下記

定する」操作３以降を行い、電話遠隔

してください。 
きは、 A（保存）を押す。

遠隔ロックを利用可能にします。 

ちらも「 Off」に設定されています。 

４ケタ）を入力し、 %を押す。 

ク」または「電話遠隔ロック」を

 

を選び、 %を押す。 
を押す。

：「 Off」選択 S% 
ドレスや電話番号は消去されません。

ると、同じ内容で遠隔 ロックが利用でき

。

する（本機での操作）

 S ICカード設定 S 遠隔ロック

L286_insatsu.book 6 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
17-6

17

お
サ
イ
フ
ケ
ー
タ
イ
︵
　
　
　
　
　

︶

S
!

 F
e

liC
a

遠隔ロック操作を行う電話機の電 話番号と、本機の ICカー

ドロックを設定するための着信回数を登録します。 
.公衆電話からの遠隔ロック操作を許可するかどうかも、設定

できます。 

.遠隔ロック操作を行う電話機の電話番号は、２件まで登録で

きます。 

1 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 

2「電話遠隔ロック」を選び、 %を押す。 
3「ロック用電話番号１」を選び、 %を押す。

公衆電話からの遠隔ロック操作を設定：「公衆電話設定」選■

択 S%S「 On」（許可する）／「 Off」（許可しない）選択 
S%  

4「電話帳」または「電話番号入力」を選び、 %を押す。 

5 遠隔ロック用として登録する電話機の電話番号を

選択／入力し、 %を押す。

２件 目の電話番号を 登録：「ロ ック用電話番号 ２」選択■  S
%S操作４〜５をくり返す 

6「着信回数」を選び、 %を押す。 

.お買い上げ時には、「３回」に設定されています。  

10回）を入力し、

.電話遠隔ロックを

「遠隔ロックを設

ロックを「 On」に

8登録だけを行うと

メール遠隔ロック／電話
.お買い上げ時には、ど

1操作用暗証番号（

2「メール遠隔ロッ

選び、 %を押す。

3「 On／ Off設定」

4「 On」を選び、 %
遠隔ロックの解除■

,登録したメールア

再度「 On」にす

ます。 
5

 

A（保存）を押す

メニュー X おサイフケータイ S ICカード設定 S 遠隔ロック
遠隔ロックを設定

メニュー X おサイフケータイ
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ターにかざしたとき、取得したデー

作（メッセージ表示、バイブ動作、 
ンターネットの起動）させるかどう

べて「 On」に設定されています。 

４ケタ）を入力し、 %を押す。 

ップアップ」のいずれかを選び、 

ff」を選び、 %を押す。

遠隔ロックを利用して ICカードロックを設定する（遠隔地での操作）
指定した着信回数目（お買い上げ時は３回目）の電話をかけると

、 ICカードロックが設定されます。 

した旨のアナウンスが流れます。

した着信回数になる前に他の電話機から

きは、それまでの回数はクリアされます。

直してください。 

スを開始しているときは、着信回数とし

ないことがあります。

時の動作を設定する

 S ICカード設定 S 外部起動設定

L286_insatsu.book 7 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
■メールを送り ICカードロックを設定する 
1 遠隔ロック パスワード（ AP.17-5）を入力した

メールを、本機に送信する。 

.件名には、あらかじめ登録した遠隔ロックパスワードを

入力し、その他の項目は何も入力しないでください。 

.

 
ICカードロック設定を確認するために、ロック通知アド

レス（ AP.17-5）を持った電話機やパソコンなどから、

操作することをおすすめします。

■他の電話機から電話をかけて ICカードロックを設定する 
1 ロック用電話番号に設定している電話機から、番号

を通知して本機に電話をかける。 
2 電話を切る。

本機に不在着信として記憶されます。 

.このあと、３分以内に、あらかじめ設定した着信（不在

着信）回数になるまで操作１〜２をくり返します。 

.公衆電話からの操作を許可しているときは、公衆電話か

らでも操作できます。 

.ロック用電話番号に設定している電話機から番号を通知

して電話をかけたとき、または公衆電話からかけたとき

だけ、 ICカードロックを設定できます。

本機をリーダー／ライ

タからの指示に従って動

S!アプリ／メール／イ

かを設定します。 
.お買い上げ時には、す

1操作用暗証番号（

2「 S!アプリ」〜「ポ

%を押す。 
3「 On」または「 O

本機がメールを受信すると

■本機の ICカードロックが設定されます。また、本機から ICカー

ドロックを設定した旨の通知メールが、ロック通知アドレスに

送られてきます。

注意 X 本機がメール受信できないときは、メールを送っても、 IC
カードロックは設定できません。

■本機が自動的に着信し

ICカードロックを設定

注意 X .あらかじめ設 定

着信があったと

１回目からやり

.転送電話サー ビ

てカウントされ

データ読み取り利用

メニュー X おサイフケータイ



    

S!  FeliCaの設定を初期化する

L286_insatsu.book 8 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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S!  FeliCaの設定（ ICカードロック、遠隔ロック、外部起動

設定）を、お買い上げ時の状態に戻します。 

1 操作用暗証番号（４ケタ）を入力し、 %を押す。 
2「はい」を選び、 %を押す。 

メニュー X おサイフケータイ S ICカード設定 S 設定リセット

注意 X .上記の設定リセットを行って も、生活アプリは削除され

ません。 

.すべてリセ ット（ AP.9-25）／ S! アプリをすべ てリ

セッ ト（ AP.16-8）を 行うと、お客 様がダウン ロード

された生活アプリは削除され ますので、あらかじめご了

承ください。ただし、 ICカード内にデータがあるときは、

すべてリセット／ S!アプリをすべてリセットは行えませ

ん。
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L286_insatsu.book 1 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分



 

 9月をもちまして終了いたしました。

たコンテンツ自動配信サービスの開始

ていただきます。

、お問い合わせ先（ AP.21-27）まで

でいろいろな情報を自動的に受信で

です。  
パケット通信料が発生します。  
だけのサービスです。  

前に、あらかじめネットワーク自動調

 AP.1-20） 

は、次のとおりです。

カーソル（ AP.15-6）

情報の内容

L286_insatsu.book 2 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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本機では、 S!キャストや 電子ブックなど、さまざ まなエン

タテイメント機能が利用できます。 
.次の操作を行うと、本機で利用できるエンタテイメント機能

一覧画面を表示できます。 
1

 

'を押す。 
2「すべてのメニュー」を選び、 %を押す。 
3「エンタテイメント」を選び、 %を

押す。

エンタテイメント機能一覧画面が表示

されます。 

.Ｓ !キャストは、 2007年

サービス内容を一新し

は、決定次第発表させ

ご不明な点については

ご連絡ください。 

S!キャストとは、本機

きる、情報配信サービス

. S!キャストの利用には、

. S!キャストは、日本国内

. S!キャストを利用する

整を行ってください。（

S!キャストの情報画面例

エンタテイメント機能の利用

エンタテイメント

機能一覧画面 

S!キャスト 

S!キャストについて

情報画面
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3確認を終了するときは、 "を押す。 

Dお知らせ通知する 
ュー」選択 S%S「エンタテイメ

 S!キャスト／お天気アイコン」選択 
通知設定」選択 S%S「お知らせ通

せ通知しない」選択 S% 

操作３「エンタテイメント機能一覧画

天気アイコン」を選び、 %を押す。 
する 

を選び、 %を押す。
れます。

する 

バー」を選び、 %を押す。 

 %を押す。
れます。

サービス登録を行う

再配信を要求する

なかったときなどは、 P.18-2操作３「エ

覧画 面」で次の操作を 行うと最新情 報

す。（電波状態の よい所で操作してくだ

い所では、再配信を要求しても、受信で

。）

気アイコン」選択 S%S「再配信要

い」選択 S% 

ト受信時に、お 知らせで通知するかどう
します。

確認する

L286_insatsu.book 3 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
S!キャストを利用するための、サービス登録を行います。 

.サービス登録にはインターネットを利用します。電 波状態の

よい所で操作してください。（通信料がかかります。） 

.以下の操作は、 P.18-2操作３「エンタテイメント機能一覧画

面」で行います。 
1「 S!キャスト／お天気アイコン」を選び、 %を押す。 
2「サービス登録・解除」を選び、 %を押す。

インターネットに接続され、 S! キャストのサービス登録

ページが表示されます。 

.以降は、画面の指示に従って操作してください。 

1 最新情報を受信すると、受信画面

のあとお知らせが表示される。 

.本機がクローズポジションのときは、

受信中にオープンポジションにする

と、受信画面のあと、お知らせが表示

されます。 
2「新着キャスト」を選び、 %を押す。

情報が表示されます。 

.以降は、画面の指示に従って操作して

ください。 

.情報画面での操作方法は、 Yahoo!ケータイと同様です。 

,カーソル移動： AP.15-6 

,ファイル保存： AP.15-11 

,電話番号／ E-mailアドレス／ URLの利用： AP.15-12 

'S「すべてのメニ

ント」選択 S%S「

S%S「 S!キャスト

知する」／「お知ら

.以下の操作は、 P.18-2

面」で行います。 
1「 S!キャスト／お

2 最新の情報を確認

1「最新情報」
情報が表示さ

過去の情報を確認

1「バックナン

2日付を選び、
情報が表示さ

情報を確認する

最新情報を確認する

お知らせ

情報の

■情報が正常に受信でき

ンタテイメ ント機能一

の再配信を要求できま

さい。電波の届きにく

きないことがあります

「 S!キャスト／お天

求」選択 S%S「は

S!キャスト
通知設定 

S!キャス
かを設定

バックナンバーを



 

3 項目を選び、 %を押す。

録（ AP.18-3）を行うと、 S!キャ

コンや現在エリアの天気予報の情報

気アイコンでは、お客様の位置情報

かたと情報の更新 

水確率「 D」や季節情報「 E（紅葉）」

示すアイコンも表示されます。 

予報（情報）は次の条件で更新され

時刻になったとき 

お天気アイコンを利用する

天気アイコン／天気予報（情報）を確認

予報が更新される時刻まで待つか、手動

さい。

I：ときどき 

G：のち

例： bIc

 Sくもりときどき雨 

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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情報の内容が表示されます。 
4 確認を終了するときは、 "を押す。

情報画面では、次の操作が行えます。 

S!キャストのサービス登

ストから、お天気アイ

が配信されます。（お天

を利用します。）

■お天気アイコンの見

.上記のアイコンの他に降

など生活に役立つ情報を

.お天気アイコン／天気

ます。 

,天気予報が更新される

,手動更新を行ったとき

情報を利用する

音楽／着うた ®の

保存
「保存」選択 S%

文字サイズの設定 
B（メニュー） S「文字サイズ」選択 S%S
文字サイズ選択 S%

スクロール単位の

設定 
B（メニュー） S「スクロール単位」選択 S
%Sスクロール単位選択 S%

文字のコピー 
B（メニュー） S「文字をコピー」選択 S%
S

 

P.3-13「コピ ー／切り 取り／ 貼り付け を行

う」操作３以降

詳細情報の確認 
B（メニュー） S「詳細情報表示」選択 S% 
,確認の終了：上記操作のあと %

注意 X 移動先エリアのお

するときは、天気

更新を行ってくだ

a：晴れ（日中） 

f：晴れ（夜間） 

b：くもり 

c：雨 

d：雪 

e：雷雨
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DOn（表示する） 
ュー」選択 S%S「エンタテイメン

キャスト／お天気アイコン」選択 S
ン」選択 S%S「設定」選択 S%S

選択 S%S「 On」（表示する）／

選択 S%

ュー」選択 S%S「エンタテイメン

ャスト／お天気アイコン」選択 S%
選択 S%S「手動更新」選択 S% 

し、お天気アイコンが更新されます。 

操作３「エンタテイメント機能一覧画

天気アイコン」を選び、 %を押す。 
」を選び、 %を押す。 
び、 %を押す。

が表示されます。

お天気アイコンの表示／非表示を設定する お知らせ表示 お天気ア イコンの更新時に、お知 らせするかどう
します。

イコンを手動で更新します。

コン更新設定」（ A左記）を「 On」に

い。

る

L286_insatsu.book 5 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
お天 気ア イコン を待 受画 面に 表示 する かどう かを 設定 し

ます。 
.お買い上げ時には、「 On」に設定されています。 

.以下の操作は、 P.18-2操作３「エンタテイメント機能一覧画

面」で行います。 
1「 S!キャスト／お天気アイコン」を選び、 %を押す。 
2「お天気アイコン」を選び、 %を押す。 
3「設定」を選び、 %を押す。 
4「待受表示設定」を選び、 %を押す。 
5「 On」または「 Off」を選び、 %を押す。

お天気アイコンを更新するように設定します。 

.お買い上げ時には、「 On」に設定されています。 

.以下の操作は、 P.18-2操作３「エンタテイメント機能一覧画

面」で行います。 
1「 S!キャスト／お天気アイコン」を選び、 %を押す。 
2「お天気アイコン」を選び、 %を押す。 

3「設定」を選び、 %を押す。 
4「アイコン更新設定」を選び、 %を押す。 

5「 On」を選び、 %を押す。

更新しないとき：「■  Off」選択 S%（操作完了） 
6「はい」を選び、 %を押す。

更新時間になると、お天気アイコンが更新されます。  

'S「すべてのメニ

ト」選択 S%S「 S!
%S「お天気アイコ

「お知らせ表示設定」

「 Off」（表示しない）

'S「すべてのメニ

ト」選択 S%S「 S!キ
S「お天気アイコン」

.インターネットに接続

.以下の操作は、 P.18-2

面」で行います。 
1「 S!キャスト／お

2「お天気アイコン

3「天気予報」を選

天気予報の情報画面

お天気アイコンの更新を設定する

設定 かを設定

手動更新 お天気ア

注意 X あらかじめ、「アイ

しておいてくださ

天気予報を確認す



 

操作３「エンタテイメント機能一覧画

選び、 %を押す。

内の書籍データのリスト画面が表示

を押して閲覧を終了していたときは、

示されます。）

ダ１以外の フォルダ内の電 子ブックの閲

） S「表 示フ ォル ダ切 替」選択 S%S

選択したフォルダが表示されます。 

、「ブック（ SD）」内の書籍データは、デー

クフォルダからでも閲覧できます。 
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 SB（メニュー） 
 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。

書籍データを読む

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 

上のデータ閲覧中にメ モリカードを取り

では、拡張子が「 zbf」、「 zbs」、「 zbk」、

ファイルだけが表示されます。 

対応していません。

L286_insatsu.book 6 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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本機では、ブック フォルダに保存 されている電子書 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。 
.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.18-7） 

.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、本機では利用で

きないことがあります。 
.メモリカード同期中は、電子ブックを起動できません。 

.以下の操作は、 P.18-2

面」で行います。 
1「電子ブック」を

電子ブックフォルダ

されます。（前 回 "
終了時のページが表

電子ブックフォ ル■

覧： B（メ ニュ ー

フォルダ選択 S% 
,次回からもここで
,「ブック（本体）」

タフォルダのブッ

2データを選び、 %
.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「詳細情報」選択

,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

電子ブックの入手方法について

■次の操作を行うと、電子ブックを入手できます。 
%S「 Yahoo!ケータイ」選択 S%S「 Yahoo!ケータ

イ」選択 S%S「メニューリスト」選択 S%S「書籍・

コミック・写真集」選択 S% 
.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.15-9）でもご案内しています。

サポートブックについて

■本機の使い方のヒントを記載した、電子ブック形式のコンテン

ツ（サポートブック）を、ブックマークにあらかじめ登録され

ている SH専用ホームページ「 Sharp Space Town」から、本

機に直接ダウンロードできます。

注意 X .次のときは、電

, 閲覧中に約５

, メモリカード

外したとき 

.リスト表示画面

「 txt」  、「 text」の

.改訂データには
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閲覧画面での基本操作 ■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。

ニュー） S「コピー」選択 S%S 

見 出し画面や検索結果リスト表示画面

せん。 

はコピーできません。

画面の設定をする

横書きの切替など、閲覧画面の設定がで

設定」選択 S%S項目選択 S%S

なることがあります。 

、上記の設定が利用できないことがあり

内容
お買い上げ時

の設定

「最小」、「小」、「中」、「大」、

ずれかに設定します。
大

「横書き」を切り替えて表
縦書き※

 On）／非表示（ Off）を設
Off

「 Shift-JIS」、「 Latin-1」、

いずれかに設定します。 
Shift-JIS

コマビュー表示」、「ページ

のいずれかに設定します。

コマビュー

表示

／ Offを設定します。 On

「低」／「中」／「高」の

定します。
低
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■横書きか、縦書きかによって操作が異なります。

※書籍によっては (でページ戻し、 #でページ送りが行えます。

閲覧画面でできること

■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.18-8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%S「はい」選択 S% 
.データの内容によっては、利用できないことがあります。

横書き 縦書き 

a 上にスクロール（行戻り） 前のページへ（ページ戻し） 

b 下にスクロール（行送り） 次のページへ（ページ送り） 

c 前のページへ（ページ戻し） 左にスクロール（行送り） 

d 次のページへ（ページ送り） 右にスクロール（行戻り）

閲覧画面で B（メ

P.3-14操作３以降 

,辞書データ内の辞書

などはコピーできま

,ルビ文字や画像など

閲覧

■文字サイズや縦書き／

きます。 
B（メニュー） S「

内容選択 S%

※書籍データによって異

.書籍データによっては

ます。

項目

文字サイズ
文字サイズを

「最大」のい

縦横設定
「縦書き」と

示します。

ルビ表示
ルビの表示（

定します。 

テキスト

文字コード

文字コードを

「 Latin-9」の

ビュー

表示設定

表示方法を「

ビュー表示」

バイブ バイブの On

解像度
画像サイズを

いずれかに設



 

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。

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「し■

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%S「はい」選択 S% 
.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。本機内の

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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操作３「エンタテイメント機能一覧画

%S辞書選択 S%S検索文字列の

字列入力 S% 
を選び、 %を押すと、辞書データの項目

閲覧画面で の基本操作（ AP.18-7）を

書籍データ内の画像を利用する 辞書データを利用する

タを利用して言葉の意 味などが検索でき

L286_insatsu.book 9 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
.以下の操作は、 P.18-2操作３「エンタテイメント機能一覧画

面」で行います。

「電子ブック」選択 S%S書籍データ選択 S%S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。） 

.以下の操作は、 P.18-2

面」で行います。

「電子ブック」選択 S
入力欄選択 S%S文

.検索結果画面から情報
が表示されます。 
.項目 画面での操 作は、

参考にしてください。

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。

登録

壁紙に設定します。

画面サイズ以外の画像選択時：「センタリング」／
「全画面表示」／「画像全体表示」選択 S%
（画面サイズの画像選択時／「センタリング」選択

時は、画像を eで拡 大／縮小、 Bで回転 できま

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。インターネット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.18-7）

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。

文字列の検索
辞書デー
ます。



 

®
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ブックサーフィン ®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。 

.ブックサーフィン ®は、 S!アプリです。 

.以下の操作は、 P.18-2操作３「エンタテイメント機能一覧画

面」で行います。 
1「ブックサーフィン」を選び、 %を押す。

ブックサーフィン ®が起動します。 

.以降の操作方法については、ブックサーフィン ® のヘル

プを参照してください。 

.一時停止中の S!アプリがあるときは、 S!アプリを終了す

るかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び 
%を押すと、一 時停止中の S!アプリは終了し、ブ ック

サーフィン ®が起動します。

ブックサーフィン 

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、本機（本体）とメモリカードの両方に

あります。
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コミュニケーション
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・コミュニケーション・アプリです。

ャラクターを選んで操作できます。 
ら、街中で起こるさまざまなイベン

気の合う仲間とコミュニケーション

 !タウン専用の S!アプリが必要です。本

プリ「 S!タウン」が登録されています。 

いる S!アプリ「 S! タウン」は削除でき

パケット通信料が発生します。パケッ

ことがありますのでご注意ください。 

込まれたときは、 S! タウンを利用でき

用するときは、必ず利用規約に同意い

ー登録（無料）  およびプロフィール登

作３「コミュニケーション機能一覧画

び、 %を押す。 
」が起動します。  

法について詳しくは、 S!アプリ「 S!タ

参照してください。

る
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本機では、 S! タウンや S!ル ープなど、さまざまなコミュニ

ケーション機能が利用できます。 
.次の操作を行うと、本機で利用できるコミュニケーション機

能一覧画面を表示できます。 
1

 

'を押す。 
2「すべてのメニュー」を選び、 %を押す。 
3「コミュニケーション」を選び、 %

を押す。

コミュニケーション機能一覧画面が表

示されます。 

S!タウンは、オンライン

お客様の分身となるキ

3D空間の街を歩きなが

トを楽しんだり、他の

が行えます。 

.

 
S!タウンの利用には、S
機には、あらかじめ S!ア
.あらかじめ登録されて

ません。 

.

 
S!タウンの利用には、

ト通信料が高額となる

.ウェブ利用制限を申し

ません。 

.

 

S!タウンをはじめて利

ただいたうえで、ユーザ

録が必要です。 

.以下の操作は、左記操

面」で行います。 
1「 S!タウン」を選

S!アプリ「 S!タウン

. S!タウンの利用方

ウン」のヘルプを

コミュニケーション機能の利用

コミュニケーション

機能一覧画面 

S!タウン 

S!タウンを利用す
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ションサービスです。 

作３「コミュニケーション機能一覧画

び、 %を押す。

続し、 S!ループのトップメニュー画面

法について詳しくは、「 S!ループ」のヘ

ださい。

補足 X . S!タウンの登録状態 確認や登録解除 は Yahoo!ケー タイ
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S!タウン専用のライブラリに、 S!タウンの機能などを拡張

する S!アプリを保存できます。 

.ライブラリに保存された S! アプリを直接起動できます。この

とき、 S!アプリの種類によっては、 S!アプリ「 S!タウン」が

起動することがあります。 

.お買い上げ時には、ライブラリに S! アプリは保存されていま

せん。 

.以下の操作は、 P.19-2操作３「コミュニケーション機能一覧画

面」で行います。 
1「 S!タウン」を選び、 B（ライブラリ）を押す。

ライブラリが表示されます。 

S!ループはコミュニケー

.以下の操作は、 P.19-2操

面」で行います。 
1「 S!ループ」を選

インターネットに接

を表示します。 

.

 
S!ループの利用方

ルプを参照してく

から行えます。詳しくは、 S!アプリ「 S!タウン」のヘル

プを参照してください。 

.

 
S! タウン起動時にバージョンアップ通知が表示されるこ

とがあります。このときは画面の 指示に従ってバージョ

ンアップしたあと、引き続き S!タウンを利用してくださ

い。

ライブラリを利用する

補足 X S!タウンに対応する S!アプリをダウンロードしたときは、

自動的にライブラリに保存されます。 

S!ループ



 

況： AP.19-8）

電話帳の「フォト：」の画像が表示され

もだち状況メンバーの S!ともだち状況へ

ます。

ベル 
）や短い文章（状態ラベル）で、お客様

状況メンバーの状態が表示されます。

トークの応答状況が表示されます。

S!ともだち状況画面

5

3

4

6

7

8

面

登録した相手の 
S!ともだち状況詳細画面

L286_insatsu.book 4 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
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S! ともだち状況とは、今の気分や、電話やメール、 S!一斉

トークに応答できるかどうかなど、現在の状況（ S! ともだ

ち状況情報）を S! ともだち状況メンバーリストに登録した

相手（ S! ともだち状況メンバー）とお互いに確認し合える

機能です。 

.

 
S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。 

.

 

S!ともだち状況メンバーリストに相手を登録すると、 S!とも

だち状況の情報をお互いに確認し合えるようになります。以

降は、お 互いの S!ともだち状況情報の変更も自動的に更新さ

れます。

1お客様の情報（私の状

2登録した相手の情報

3画像 

.自分の電話番 号または

ます。

4グループ名

5ともだち状況接続 

.お客様や登録した S!と

の接続状況が表示され

6状態アイコン、状態ラ

.絵文字（状態ア イコン

や登録した S!ともだち

7応答状況 

.電話やメール、 S!一斉

8コメント 

S!ともだち状況

注意 X .ご利用の際には IP サービス設定（ AP.9-23）が「 On」

であることを確認してください。 

.

 
S! ともだち状況の対応機種どうしだけでご利用いただけ

ます。

お客様の状態

ごきげん
応答
可能

登録した相手の
状態

登録した相手の
状態

ひまー
応答
可能

移動中
応答
不可

S!ともだち状況
情報

S!ともだち状況
情報

 

1

2

S!ともだち状況

メンバーリスト画
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況の情報を知らせたり、 S!ともだち

相手を、 S!ともだち状況メンバーリ

は、最大 30件まで登録できます。 

様の S!ともだち状況情報（私の状況）

、お互いの情報を確認できるようにな

S!ともだち状況通知 S!ともだち状況メンバーリストに登録する

ち状況接続が「オフライン」のときには、 
ンバーリストに登録できません。登録す

だち状況接続を「オンライン」にしてく

状況接続： AP.19-9）

登録完了

登録する相手

登録要求通知を受信

登録要求を許可

L286_insatsu.book 5 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
S! ともだち状況通知とは、 S!ともだち状況メンバーリスト

に登録するときの登録要求などをお知らせする情報通知

です。 

.

 
S! ともだち状況通知は、相手を S! ともだち状況メンバーリス

トに登録したり、登録を解除するときなどに送信されます。ま

た、相手がお客様を S!ともだち状況メンバーリストに登録す

るときなどに受信します。 

.

 
S!ともだち状況通知の種類は、次のとおりです。

お客様の S!ともだち状

状況の情報を知りたい

ストに登録します。 

.

 
S!ともだち状況メンバー

.登録が完了すると、お客

が登録相手に送信され

ります。 

登録要求通知
相手がお客様 を S!ともだち状況 メンバーリス

トに登録したときに受信します。

登録許可通知 
S!ともだち状況 メンバーリストへの 登録が相

手に許可されたときに受信します。

登録不可通知 
S!ともだち状況 メンバーリストへの 登録が相

手に拒 否されたとき や、相手が２時間 以内に

応答を返さなかったときに受信します。

登録解除通知
相手が S! ともだち状況メンバー リストの登録

を解除したときに受信します。

オフライン通知
ネットワ ーク障害などで、 S!ともだ ち状況が

利用できなくなったときに受信します。 

登録の流れ

注意 X 私の状況のともだ

S!ともだち状況メ

るときには、とも

ださい。（ともだち

お客様

相手を登録する

登録許可通知を受信



 

電話帳または電話番号から登録する 注意 X . S! ともだち状 況メンバー リストに S! ともだち状 況メン

し ているときは、追加登録でき ません。

たいときは、登録している S!ともだち状

除してください。

登録解除： AP.19-10）  

に対 応してい ない機 種を登 録した とき

知が返信されます。 

送信後、相手からの登録許可通知、また

を受信するまでの間は、 Bluetooth ®や赤

データ送受信は行えません。

の状況については、 P.19-8を参照してくだ

に、お買い上げ時の私の状況情報を相手

場合は、先に私の状況を変更（ AP.19-8）

ください。
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.以下の操作は、 P.19-2操作３「コミュニケーション機能一覧画

面」で行います。 
1「 S!ともだち状況」を選び、 %を押す。 
2

 

fで登録するグループを選び、 B（メニュー）を

押す。

■ S!ともだ ち状況メンバーリス トに１件も登録してい ないと

き：「はい」選択 S%S操作３へ 
3「メンバー追加登録」を選び、 %を押す。 
4 電話帳から登録する 

1「電話帳から登録」を選び、 %を押す。 

2登録する相手を選び、 %を押す。
電話番号が複数登録されている電話帳選択時：電話番■

号選択 S%

電話番号を入力して登録する 
1「新規登録」を選び、 %を押す。 

2電話番号を入力し、 %を押す。 
5「はい」を選び、 %を押す。

選択した相手に登録要求通知が送信されます。 

.登録要求が相手に許可され、登録許可通知を受信すると

登録完了です。 

.登録許可通知を受信するまで、登録する相手の S!ともだ

ち状況情報は、応答状況は「待機中」、状態は「不明」と

表示されます。

バーを 30件登録

追加登録を行い

況メンバーを削

（ S!ともだち状況

. S!とも だち状 況

は、登録不可通

.登録要求通 知の

は登録不可通知

外線を利用した

補足 X お買い上げ時の私

さい。登録するとき

に送信したくない

してから登録して
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だち状況の詳細情報を確認すること

作３「コミュニケーション機能一覧画

」を選び、 %を押す。  

び、 eで確認するメンバーを選

画面が表示されます。
細画面： AP.19-4

受信した登録要求通知から登録する S!ともだち状況の詳細情報を確認する
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受信した登録要求通知を利用して、登録要求通知を送信して

きた相手を S!ともだち状況メンバーリストに登録します。 
.登録要求通知を受信すると、送信してきた相手の情報と、相

手を S! ともだち状況メンバーリストに登録するかどうかを確

認する画面が表示されます。次の操作を行うと、相手を S!と
もだち状況メンバーリストに登録できます。 
1 登録する 

1「はい」を選び、 %を押す
登録許可通知が返信され、相手が S!ともだち状況メ

ンバーリストに登録されます。

登録しない 
1「いいえ」を選び、 %を押す。

登録不可通知が返信されます。（相手は S!ともだち状

況メンバーリストに登録されません。）

登録した相手の S!とも

ができます。 

.以下の操作は、 P.19-2操

面」で行います。 
1「 S!ともだち状況

2fでグループを選

ぶ。 

3

 

%を押す。 

S!ともだち状況詳細
■ S!ともだち状況詳

登録不可通知の自動送信について

■以下の状態のときに登録要求通知を受信すると、登録不可通知

が自動的に送信されます。 

.２時間以上応答できないとき 

.

 
S!ともだち状況メンバーを 30件登録しているとき

注意 X .「いいえ」を選び、登録不可通知を送信すると、送信後 24
時間は、送信した相手を S!ともだち状況メンバーリスト

に登録できません。 

.相手が 24時間以上登録不可通知を受信できなかったとき

は、再度同じ相手から登録要求通知が送信されます。 



 

■各項目のお買い上げ時の設定

況、コメントの変更を説明します。

るときは、 P.19-9 を参照してくださ

作１のあとの私の状況詳細画面で行い

、待受ウィンドウ設定以外の項目

。 
 %を押す。 

するときは、操作２〜３をくり返しま

文字入力 S%  

。

、登録している S! ともだち状況メン

。

る： $S「いいえ」選択 S% 
は反映されません。

私の状況を設定する
お買い上げ時

,：ごきげん

すべて OK

応答 OK

返信 OK

参加 OK

─

変更する
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お客様の S! ともだち状況の情報（私の状 況）を設定できま

す。

待受画面で次 の操作を行うと、私 の状況の詳細画面 を表示

できます。 
1

 

(を長く（１秒以上）押す。

ここでは、状態、応答状

その他の項目を変更す

い。 
.以下の操作は、左記操

ます。 
1ともだち状況接続

を選び、 %を押す

2設定内容を選び、

.複数の項目を変更

す。

コメント選択時：■

3A（更新）を押す

変更した私の状況が

バーに送信されます

更新せずに終了す■

,変更した私の状況

私の状況詳細画面

1

2

4
3

5

6

7

ab

1画像／名前 

.自分の電話番号のフォトや名前に登録

している内容が表示されます。 

2ともだち状況接続（ AP.19-9） 

3状態 

.状態アイコンと状態ラベルを変更でき

ます。状態アイコンと状態ラベルの組

み合わせや内容は、状態設定で変更す

ることもできます。（ AP.19-12） 

4応答状況一括変更 

.３つの応答状況をまとめて変更できま

す。 

5応答状況

（電話／メール／ S!一斉トーク） 

.３つ の応 答状 況を 個別 に変 更でき ま

す。 

6コメント 

.最大 15文 字まで の短い メッ セージ を

編集することができます。 

7待受ウィンドウ設定

項目

状態 

応答状況一括変更

応答状況（電話）

応答状況（メール）

応答状況（ S!一斉トーク）

コメント

私の状況の情報を
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.変更できる項目と設定内容は、次のとおりです。 ■その他の項目を変更する 

作１のあとの私の状況詳細画面で行い

%S「オンライン」／「オフライン」

する と、私の状況の 他の項目の 編集や更

用できません。 

D

 

On（表示する）

選択 S%S「 On」（表示する）／

選択 S%

ち状況の接続を設定します。

を待受ウィンドウで表 示するかどうかを
す。

の自動更新について

に、一定時間電波の届かないときは、お

続が「不明」または「オフライン」とし

している S!ともだち状況メンバーにも

 

ったときは、「オンライン」と して表示
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※ 1 S!一斉トーク着信時、自動的に S!一斉トークを開始しま

す。

※ 2 S!一斉トーク着信時、自動的に着信を拒否します。

.以下の操作は、 P.19-8操

ます。

ともだち状況接続 S
選択 S% 
.「オフライ ン」に設定

新、 S!一斉トークは利

待受ウィンドウ設定

「 Off」（表示しない）

項目 設定内容

状態
状態アイ コンと状態ラベ ルの 16 の組み

合わせ

応答状況

一括変更

すべて OK
電話：応答 OK
メール：返信 OK
S!一斉トーク：参加 OK

メールのみ 
OK

電話：応答 NG
メール：返信 OK
S!一斉トーク：参加 NG

すべて NG
電話：応答 NG
メール：後で確認 
S!一斉トーク：参加 NG

ユーザー

設定

−［ S!ともだち状況設定で

組 み合 わせを 変更 でき ま

す。（ AP.19-11）］

電話 応答 OK、急用のみ、応答 NG

メール 返信 OK、後で確認 

S!一斉トーク 参加 OK、自動参加※ 1、参加 NG※ 2

コメント 最大 15文字

ともだち状況
接続 

S!ともだ

待受ウィンドウ
設定

私の状況
設定しま

状況接続

■ S!ともだち状況利用中

客様のともだち状況接

て表示されます。（登録

自動的に伝わります。）

. 電波が届く状態 にな

されます。



 

手の情報が S! ともだち状況メンバーリ

。また、相手の S!ともだち状況メンバー

情報が削除されます。 

作３「コミュニケーション機能一覧画

」を選び、 %を押す。 
ち状況メンバーを選び、 %を押

押す。 

び、 %を押す。 
 を押す。 

 を押す。

状況メンバーに登録解除通知が送信

況メンバーリストから削除されます。 

S!ともだち状況メンバーリストを編集する S!ともだち状況メンバーの登録を解除する

時間は、解除した相手を S!ともだち状況

に登録できません。 

上登録解除通知を受信できなかったとき

録要求通知が送信されます。

は登録解除通知を受信したとき

録解除通知を受信すると、送信してきた

情報が、 S!ともだち状況メンバーリスト

どで、相手が送信した登録不可通知また

時間以上受信できなかったときは、送信

要求通知が自動的に送信されます。
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S! ともだち状況メンバーリストのグループ名を変更した

り、 S! ともだち状況メンバーのグループを変更することが

できます。 

.以下の操作は、 P.19-2操作３「コミュニケーション機能一覧画

面」で行います。 

1「 S!ともだち状況」を選び、 %を押す。 
2

 

fでグループ名を変更する S! ともだち状況グルー

プを選び、 B（メニュー）を押す。 
3「グループ名変更」を選び、 %を押す。 

4 グループ名を入力し、 %を押す。 

1「 S!ともだち状況」を選び、 %を押す。 
2 グループを変更する S! ともだち状況メンバーを選

び、 B（メニュー）を押す。 
3「グループ移動」を選び、 %を押す。 
4 移動先のグループを選び、 %を押す。 

S!ともだち状況メンバーが、選択したグループに移動しま

す。 

.登録を解除すると、相

ストから削除されます

リストから、お客様の

.以下の操作は、 P.19-2操

面」で行います。 
1「 S!ともだち状況

2解除する S! ともだ

す。 
3

 

B（メニュー）を

4「登録解除」を選

5「はい」を選び、%

6「はい」を選び、%
選択した S!ともだち

され、 S!ともだち状

S!ともだち状況グループ名を変更する 

S!ともだち状況メンバーのグループを変更する 

注意 X .解除してから 24
メンバーリスト

.相手が 24時間以

は、相手から登

登録不可通知また

■登録不可通知または登

相手の S!ともだち状況

から削除されます。 

. 圏外やオフラインな

は登録解除通知を 24

してきた相手に登録
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作３「コミュニケーション機能一覧画

D常に確認

択 S%SB（メニュー） S「 S!とも

 %S「メンバー登録応答設定」選

択 S% 
、次のとおりです。 

、メール：返信 OK、 S!一斉トーク：参加 OK

択 S%SB（メニュー） S「 S!とも

%S「応答状況一括設定」選択 S
」選択 S%S応答状況選択 S%S

択 S%
操作のあと A（保存） 

S!ともだち状況の情報を利用する S!ともだち状況設定

通知受信時に、登録する かどうかを確認
を設定できます。

するかどうかの選択を常に確認します。

帳に登録し ている番号か らの登録要求

受信時だ け、登録するかど うかの選択

に確認し ます。知らない番 号の相手を

したくない ときなどに設 定すると便利

。

要求通知 受信時は、必ず登 録不可通知

信します。相 手からの要求 で登録した

いときなどに設定すると便利です。

一括変更（ AP.19-9）で選択できるユー
、応答状況の組み合わせを設定できます。
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S!ともだち状況を利用して、電話や TVコール、メール、 S!一
斉トークを発信したり、電話帳に登録することができます。 

.以下の操作は、 P.19-2操作３「コミュニケーション機能一覧画

面」で行います。 

1「 S!ともだち状況」を選び、 %を押す。 
2 発信する S! ともだち状況メンバーを選び、 B（メ

ニュー）を押す。 

3 発信方法を選び、 %を押す。

電話／ TVコールのときは、選択した S!ともだち状況メン

バーに発信します。

メールを作成する：■  AP.14-6

■ S!一斉トーク発信： AP.19-14、 P.19-15 

1「 S!ともだち状況」を選び、 %を押す。 
2 登録する S! ともだち状況メンバーを選び、 B（メ

ニュー）を押す。 
3「電話帳に登録」を選び、 %を押す。 
4「新規登録」または追加登録する電話帳を選び、 %

を押す。 

S!ともだち状況メンバーの電話番号が電話帳に入力され

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） 

.以下の操作は、 P.19-2操

面」で行います。 

「 S!ともだち状況」選

だち状況設定」選択S
択 S%S応答方法選

.選択できる応答方法は

D電話：応答 OK

「 S!ともだち状況」選

だち状況設定」選択 S
%S「ユーザー設定

応答状況アイコン選

操作の終了：上記■

電話／ TVコール／メール／ S!一斉トークを発信する

電話帳に登録する 

メンバー登録
応答設定

登録要求
する方法

常に確認 登録

電話帳未登録者

のみ無視

電話

通知

を常

登録

です

常に無視

登録

を返

くな

応答状況一括
設定

応答状況
ザー設定の



 

覧を確認できます。 

作３「コミュニケーション機能一覧画

」を選び、 %を押す。  

押す。 
通知リスト」を選び、 %を押す。 

リストが表示されます。

知の詳細を確認する： S!ともだち状況通知

んだとき： AP.19-7 

状況の情報は自動で更新されます。次

で更新することもできます。 

作３「コミュニケーション機能一覧画

」を選び、 %を押す。  

押す。 
設定」を選び、 %を押す。 
を選び、 %を押す。 

報が更新されます。

状態設定
私の状況で表示す る状態アイコンや状 態ラベルの その他の操作 

知リストを確認する 

情報を手動で更新する
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「 S!ともだち状況」選択 S%SB（メニュー） S「 S!とも

だち状況設定」選択 S%S「状態設定」選択 S%S状態

アイコン選択 S%S「状態アイコン」選択 S%Sアイコ

ン選択 S%S「状態ラベル」選択 S%S文字入力 S%
操作の終了：上記操作のあと■  A（保存） 

.「状態アイコン」で選択できるアイコンは、絵文字と同じです。

（絵文字一覧： AP.21-16） 

.「状態ラベル」は最大４文字まで入力できます。 

S!ともだち状況通知の一

.以下の操作は、 P.19-2操

面」で行います。 
1「 S!ともだち状況

2B（メニュー）を

3「 S!ともだち状況

S!ともだち状況通知

■ S!ともだち状況通

選択 S% 
,登録要求通知を選

.基本的に、 S!ともだち

の操作を行うと、手動

.以下の操作は、 P.19-2操

面」で行います。 
1「 S!ともだち状況

2B（メニュー）を

3「 S!ともだち状況

4「最新情報更新」

S!ともだち状況の情

組み合わせや内容を変更できます。

S!ともだち状況通

S!ともだち状況の
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バー総数  
バーの名前

名前が表示されます。また電話帳に登

電話番号が表示されます。  
バー接続状況

 

注意 X .ご利用前に IPサービス設定（ AP.9-23）を「 On」にして

私の状況のともだち状況接続（ AP.19-

ン」に設定してください。

ときには、 S!一斉トークは利用できませ

通話 中、または 他の S!一斉トーク 中は、 
発信できません。  
対応機種どうしだけでご利用いただけま

1

3
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S! 一斉トークは、簡単な操作で複数の人（お客様も含めて

最大 11人）と通話できるサービスです。

グループ内での連絡や、短い用件を伝えるときなどに便利

にご利用いただけます。 
.

 
S!一斉トーク中は、 Hを押して発言権を得たときに発言で

きます。このとき、発言者以外のメンバーは聞くだけになり

ます。（発言できるのは常に一人です。） 

.

 
S!一斉トークの利用には、 S!ともだち状況のお申し込みが必

要です。 

.

 
S!一斉トーク中は、通信料がかかります。  

1

 

S!一斉トーク参加メン

2S!一斉トーク参加メン

電話帳に登録している

録していないときは、

3S!一斉トーク参加メン

4発信状況／発言状況欄

S!一斉トーク

着信者着信者

発信者

着信者

着信者

着信者
（発言者）

Hを
押して発言

発信

ください。また、

9）を「オンライ

「オフライン」の

ん。 

.音声 ／ TVコール

S!一斉トークを

. S!一斉トークの

す。 

S!一斉トーク画面

4

2



 

6もう一度発言するときは、画面の発言状況欄に

ます」と表示されているときに 

画面の発言状況欄に「話し終わったら 
。 

言中のときなど、発言できない場合は、

に「今は話せません」と表示され、発

のときは、再度操作６を行います。  

了するときは、 "を押す。 

加メンバーが残り１人になると、 S! 一

ます。 

S!一斉トークを発信する 

斉トークの再参加

たあ とに、待 受画面で 次の操作を 行う

一斉トークに再参加できます。 
示）／ d（着信履歴一覧表示） S直

の発信履歴／着信履歴選択 SB（メ

トーク再参加」選択 S% 
 S!一斉トークに参加していたメンバーす

を終了していたり、 11人で S!一斉トーク

、再参加できません。

ン On／ Offを切り替える

操作を行うと、スピーカーホン On／ Off
きます。 

／ Off切替）  

のスピーカーホン On／ Offを設定するこ

P.19-18）
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S!一斉トークを発信する方法を説明します。 

.

 
S! 一斉トークをはじめて利用するときは、 S! 一斉トークメン

バーリストの登録確認画面が表示されます。メ ンバーやグ

ループを登録し、 S!一斉トークメンバーリストを作成すると、 
S!一斉トークを簡単に利用できます。（ AP.19-17） 
1 電話番号を入力する。 
2

 

H（ S!一斉トーク）を押す。

■ S!一斉トーク参加メンバーを追加／削除する： AP.19-16 
3

 

%（発信）を押す。 

.

 

S! 一斉トーク参加メンバーの誰か１人が接続すると、 S!
一斉トークが開始されます。 

4 発言する。 

S!一斉トークの開始直後は、発信者が発言できる状態にな

ります。 

.発言内容は、発言者以外のメンバー全員に伝わります。 

.１回あたり最大 30秒間発言できます。 

.発言時間が残り５秒になると、警告音が鳴ります。 
5 発言を終了するときは、 Hを押す。 

.発言時間を過ぎたときは、自動的に発言が終了します。 

「 ]ボタンで話せ

Hを押す。

発言できるときは、

]」と表示されます

.他のメンバーが発

画面の発言状況欄

言できません。こ

7 S!一斉トークを終

.お客様を含めた参

斉トークは終了し

S!一

■ S!一 斉トークを 終了し

と、直前に終了した S!

c（発信履歴一覧表

前の S!一斉トーク

ニュー） S「 S!一斉

. 再参加する場合に、

べてが S!一斉トーク

を行っているときは

スピーカーホ

■ S!一斉トーク中に次の

を切り替えることがで

%（押すたびに点灯

. S!一斉トーク開始時

ともできます。（ A
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作３「コミュニケーション機能一覧画

」を選び、 %を押す。  

、 H（ S!一斉トーク）を押す。

メンバーを追加／削除する： AP.19-16  

。 

る  

を選び、 %を押す。

歴から発信する  
または着信履歴を表示する。 
 H（ S!一斉トーク）を押す。

メンバーを追加／削除する： AP.19-16  

。

注意 X S!一斉トーク中に電話着信やアラーム動作があると S!ともだち状況メンバーリストから発信する

／着信履歴から発信する
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.あらかじめ、 S!一斉トークメンバーリストにメンバーまたは

グループを登録しておいてください。（ AP.19-17） 
1

 

H（ S!一斉トーク）を押す。 
2

 

S! 一斉トークメンバーリストから

メンバーまたはグループを 選び、 
%を押す。

■ S!一斉ト ーク参加メンバ ーを追加／削

除する： AP.19-16 
3

 

%（発信）を押す。 

.以下の操作は、 P.19-2操

面」で行います。 
1「 S!ともだち状況

2gで発信先を選び

■ S!一斉トーク参加

3%（発信）を押す

1 電話帳から発信す

1bを押す 

2発信する相手

発信履歴／着信履

1fで発信履歴

2電話番号を選び、

■ S!一斉トーク参加

3%（発信）を押す

.音声／ TVコール着 信時は「着 信時優先動 作」の設定 に

従って動作します。（ AP.19-18） 

.

 
S!一斉トーク中にアラーム設定時刻を過ぎると、 S!一斉

トーク終了後にアラームが鳴ります。 

S!一斉トークメンバーリストから発信する 

電話帳や発信履歴



 

3 S!ともだち状況メンバーリストから追加する 

状況メンバーリスト」を選び、 %

を選び、追加するメンバーを選ぶ。 

バーリストから追加する 

クメンバーリスト」を選び、 %を

バーまたはグループを選ぶ。

る 

選び、 %を押す。 

帳を選ぶ。
数登録されている電話帳選択時： %S電

て追加する 

力」を選び、 %を押す。 

力する。  

力した電話番号が追加されます。 

グループを追加するときは、操作１〜

。 

S!一斉トーク着信を受ける
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S!一斉トーク着信を受ける方法を説明します。 
1

 

S!一斉トーク着信中に H（ S!一斉

トーク）、 !、 Bのいずれかを押す。 

S!一斉トークが開始されます。

■ S!一斉トーク中に発言する： 

AP.19-14

 

2

 

S!一斉トークを終了するときは、 
"を押す。 

S! 一斉トーク発信前、または S! 一斉トーク中に次の操作を

行うと、 S!一斉トーク参加メンバーを追加できます。 
1

 

B（メニュー）を押す。 
2「メンバー追加」を選び、 %を押す。  

1「 S!ともだち

を押す。 

2

 
fでグループ

S!一斉トークメン

1「 S!一斉トー

押す。 

2追加するメン

電話帳から追加す

1「電話帳」を

2追加する電話
電話番号が複■

話番号選択

電話番号を入力し

1「電話番号入

2電話番号を入

4%を押す。

選択した相手や、入

.複数のメンバーや

４をくり返します

注意 X 私の状況の応答状況（ S!一斉トーク）が「自動参加」のと

きは、自動的に S!一斉トークが開始されます。また、応答

状況（ S!一斉トー ク）が「参加 NG」のと きは、自動的に 
S!一斉トークの着信を拒否します。（ AP.19-8） 

S!一斉トーク参加メンバーを追加／削除する 

S!一斉トーク参加メンバーを追加する
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3 メンバー（個人）として登録する 

び、 %を押す。 

状況メンバーリスト」または「電

、 %を押す。 

を選び、 %を押す。
が、 S! 一斉トークメンバーリストに登

数登録されている電話帳選択時：電話番

録する 

を選び、 %を押す。  

入力し、 %を押す。 

：」〜「メンバー 10：」のいずれ

を押す。 

状況メンバーリスト」または「電

、 %を押す。 

を選び、 %を押す。
数登録されている電話帳選択時：電話番

くり返し、グループにメンバーを

 
押す。

ープ名で、グループが登録されます。 

S!一斉トーク参加メンバーを削除する 

ープに登録したメンバーは、登録後に変

ます。

L286_insatsu.book 17 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
S! 一斉トーク発信前に次の操作を行うと、 S! 一斉トーク参

加メンバーを発信するリストから削除できます。 
.

 
S! 一斉トーク中は、 S! 一斉トーク参加メンバーを削除できま

せん。 
1 削除する参加メンバーを選び、 B（メニュー）を押

す。 
2「メンバー削除」を選び、 %を押す。 
3「はい」を選び、 %を押す。

選択した参加メンバーが、発信するリストから削除され

ます。 

S! ともだち状況メンバーリストや電話帳から、 S! 一斉トー

クメンバーリストに電話番号を登録しておくと、 S!一斉

トークを簡単に利用できます。 

.

 
S!一斉トークメンバーリストには、個人とグループが登録で

きます。同じ複数の相手によく S!一斉トーク発信するときは、

グループに登録すると便利です。 

.

 
S!一斉トークメンバーリストには、メンバーとグループ合わ

せて最大 30件まで登録できます。また、１つのグループには、

最大 10件までメンバーを登録することができます。 
1

 

H（ S!一斉トーク）を押す。 

2「新規登録」を選び、 %を押す。

はじめて■  S!一斉トークを利用するとき：「はい」選択 S% 

1「個人」を選

2「 S!ともだち

話帳」を選び

3登録する相手
選択した相手

録されます。

電話番号が複■

号選択 S%

グループとして登

1「グループ」

2%を押す。 
3グループ名を

4「メンバー１

かを選び、 %
5「 S!ともだち

話帳」を選び

6登録する相手
電話番号が複■

号選択 S% 
7操作 4〜 6を

登録する。 
8A（保存）を

入力したグル

S!一斉トークメンバーリストを作成する

補足 X グループ名やグル

更することもでき



 

DOn

 SB（メニュー） S「スピーカー

 On」／「 Off」選択 S% 

音声着信／ TVコール着信：着信拒否動作 
 SB（メニュー） S「着信時優先

音声着信」／「 TVコール着信」選択 

のとおりです。 

S!一斉トークメンバーリストを編集する S!一斉トーク設定

ーク中のスピーカーホンの On／ Offを設
。

ーク中の音声着信、 TVコール着信の動作
ます。

／ TVコール着信時、 S!一斉トークは終

、着信が受けられるようになります。

／ TVコールは着信せず、 S!一斉トーク

続します。

手には話し中となります。）
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S! 一斉トークメンバーリストに登録したメンバーやグ

ループを変更／削除できます。 

1

 

H（ S!一斉トーク）を押す。 
2 メンバー（個人）を変更する 

1変 更 する メ ン バー（個人）を 選 び、 B（メ

ニュー）を押す。 

2「編集」を選び、 %を押す。 

3

 
%を押す。 

4

 

P.19-17「メンバー（個人）として登録する」操

作 2〜 3を行い、メンバーを登録する。

グループを変更する 
1変更するグループを選び、 B（メニュー）を

押す。 
2「編集」を選び、 %を押す。 
3

 

P.19-17「グループとして登録する」操作 2〜 
8を行い、グループを保存する。 

1

 

H（ S!一斉トーク）を押す。 
2 削除するメンバーまたはグループを選び、 B（メ

ニュー）を押す。 
3「削除」を選び、 %を押す。 

4「はい」を選び、 %を押す。

選択したメンバーまたはグループが削除されます。   

H（ S!一斉トーク）

ホン」選択 S%S「

D

H（ S!一斉トーク）

動作」選択 S%S「

S%S動作選択 S% 
.設定できる動作は、次

メンバーやグループを変更する

メンバーやグループを削除する 

スピーカーホン  
On／ Off 

S!一斉ト
定します

着信時優先動作 S!一斉ト
を設定し

着信優先動作
音声

了し

着信拒否動作

音声

は継

（相
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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.19-20（お買い上げ時「 On」）

／ Off設定を「 Off」にすると、 S!アプリ

は利用できません。    

／ Off設定および Bluetooth ®自分の電話

にすると、周りの Bluetooth ®対応機器

電話の名称を公開します。他の機器から

ことがありますので、ご注意ください。   
の電話の公開および S! アプリ通信設定

と、相手からの開始要求でちかチャット

はできません。

動すると、 Bluetooth ®設定は「 On」に、  

電話の公開設定 は常時「 On」になりま

を終了しても、 Bluetooth ®設定は「 On」

uetooth®自分の電話の公開設定は、ちか

る前の設定に戻ります。

L286_insatsu.book 19 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
.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「 S!アプリすべてリセット」

（ AP.16-8）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。 

.利用制限機能について詳しくは、 S!アプリ「ちかチャット」の

「使い方」を参照してください。 

.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。

［ P.19-20「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「いいえ」を選び、 %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 S!アプリが必要

です。本機には、あらかじめ S! 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 S!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®自分の電話の公

S!アプリ通信設定 

注意 X . Bluetooth ®  On
「ちかチャット」

. Bluetooth® On
の公開 を「 On」

に本機の自分 の

接続要求される

. Bluetooth®自分

を「 Off」にする

を開始すること

補足 X ちかチャットを起

Bluetooth®自分の

す。ちかチャット

のままですが、 Bl 
チャットを起動す



 

■ S!アプリ通信設定 

ャットの開始要

プリ開始要求の

認画面が表示さ

 30 秒間何も操作し

 S!アプリ開始要求

確認画面のあと、お

す。 

信の履歴は、「最新受信情報」（ A 下

とができます。 
 を押す。 

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、 S!アプリ

「使い方」を参照してください。
え」選択 S% 
了するときは、 S!アプリを終了さ

4）

 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 外部接続（ f） S Bluetooth  

 S S!アプリ通信設定
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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）：「はい」選択 S% 

.以下の操作は、 P.19-2操作３「コミュニケーション機能一覧画

面」で行います。 
1「ちかチャット」を選び、 %を押す。

■ Bluetooth ®機能 Off時：「はい」選択 S% 
2

 

S!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。 
3 ちかチャットを終了するときは、 S!アプリを終了さ

せる。（ AP.16-4） 

1相手から、ちかチ

求があると、 S! ア

受信音が鳴り、確

れる。 

.受信音停止後、約

ないでおくと、再び

の受信音が鳴り、

知らせ表示されま

.最新の開始要求受

記）で確認するこ

2「はい」を選び、%
S!アプリ「ちかチャ

できる状態になりま

.ちかチャットの操

「ちかチャット」の
開始しない：「いい■

3ちかチャットを終

せる。（ AP.16-

「最新受信情報」選択

確認の終了：上記■

メニュー X 設定 S 外部接続（ f） S Bluetooth  

S 自分の電話の設定 S S!アプリ通信設定 S On／ Off設定

本機の操作でちかチャットを開始する

最新受信情報 最新のち

メニュー X 設定 

S 自分の電話の設定
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Abridged English Manual

 

For more information about handset operations and 
functions, please go to the SOFTBANK MOBILE Corp. 
Website (http://www.softbank.jp) for the full manual* or 
dial 157 from a SoftBank 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 
SoftBank Website again at a later date.
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Accessories

tility Software (CD-ROM)*★ 

nk.jp) without prior notice.

eneral Information (P.20-50).
emory Card functions.

L286_insatsu.book 2 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
20-2

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

20

■ Lithium-ion Battery (Type 1)
(SHBAY1)

■ AC Charger (SHCAA1) ■ U

*Software updates/upgrades may be released via the SoftBank Website (http://www.softba
Please check for the newest versions of Utility Software and download as required.

★ Complimentary sample, not available for purchase. 

Note 

 

X

 

Supplied Utility Software (Japanese) is designed exclusively for 812SH s

 

B

 

.

 

Tip 

 

X

 

.

 

For accessory-related information, please contact SoftBank Customer Center, G

   

.

 

812SH s

 

B

 

 takes microSD

 

TM

 

 Memory Card (not included). Purchase one to use M

 

.

 

In this manual, microSD

 

TM

 

 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 
 jewelry. 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.
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.Read safety precautions before using handset.

.Observe precautions to avoid injury to self or others, or 
damage to property.
. SoftBank 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 only.

 

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. 
emove battery and unplug Charger, 
ank Customer Center, Customer 

  

ff and Charger disconnected near 
places with fire/explosion risk.

 

petrochemicals or other flammables 
plosion; turn handset off before using 
ations (cancel IC Card Lock 

  

andset to strong shocks or 

 

pacts to handset, Charger or Desktop 
 malfunction or injury. Should handset 
ve battery then contact SoftBank 

Customer Assistance. Discontinue 
r electric shock may occur.

  

y occurs:

 

an unusual sound, smoke or odor, 
ay cause fire or electric shock. Turn 
e battery and unplug Charger; contact 
r Center, 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 SoftBank 
Customer Center, Customer Assistance for repairs.
« Do not modify handset, Charger or Desktop Holder; 

fire or electric shock may result.

Turn off handset, r
then contact SoftB
Assistance.

6
Keep handset o
gas stations or 
Handset use near 
may cause fire/ex
S! FeliCa at gas st
beforehand).

1
Do not subject h
impacts.
Strong shocks or im
Holder may cause
be damaged, remo
Customer Center, 
handset use; fire o

7
If an abnormalit
If a handset emits 
discontinue use; m
off handset, remov
SoftBank Custome
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Handset

                  

Charger

  

ecified voltage.

 

ages may cause fire or electric shock.

 

 100V-240V Input

  

t liable for problems resulting from 
ry abroad.

 

 DC 12V-24V Input

  

er adapters.

 

 with step-up/step-down transformer 
ectric shock or damage.

  

ar Charger in positive earth 

 

e In-Car Charger in negative earth 

  

h wet hands. Electric shock may 

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.
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1 Take measures to prevent accidents.
« Do not use handset while driving; park beforehand. 

Mobile phone use while driving is prohibited by the 
Road Traffic Law (revised November 1, 2004).
« Do not use Headphones while driving or riding a 

bicycle. Accidents may result.
« Moderate volume outside, especially near road/rail 

crossings, etc. to avoid accidents.

1
Do not swing handset by strap.
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
Adjust 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
, SoftBank is no

charging batte
« In-Car Charger:

1
Do not use pow
Using AC Charger
may cause fire, el

1
Do not use In-C
vehicles.
Fire may result. Us
vehicles only.

4

1

Charger care
« Do not touch wit

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 handset.

 

f in hospitals, including lobbies.
cility rules on mobile phone use.

ic medical equipment vendor on 
cts.
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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; discontinue use and 
purchase a new Charger.

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 odor, avoid fire 

sources. Battery may catch fire or burst.

6
If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration 
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
« Obey medical fa

6
Consult electron
radio wave effe
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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 

   

 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, 
discoloration 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.

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 

ttery to a SoftBank shop, or follow the 
ulations.

f children's reach.

n ambient temperatures between 5°C 
e this range, battery may leak/
rformance may deteriorate.
ing handset, explain all instructions 
age.
al odor or excessive heat, stop using 

SoftBank Customer Center, Customer 

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 battery 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.

0
In-Car Charger installation
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 ba
local disposal reg

6 Keep battery out o

0
« Charge battery i

and 35°C; outsid
overheat and pe
« If your child is us

and supervise us
« If there is abnorm

battery and call 
Assistance.
« 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 
delines when used with accessories 
at position handset a minimum of 
se of other accessories may not 

h RF exposure guidelines.

 

General Notes

 

Inside Vehicles

 Waves
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. SoftBank 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 gui
containing no metal, th
15 mm from the body. U
ensure compliance wit

General Use

Aboard Aircraft

Electromagnetic



                                 

.

 

Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids 
and high humidity.

  

 from precipitation.

  

nditioning, etc. may condense 

  

dset in damp places (toilet, 

  

 handset away from water and 

  

ep inside handset causing 

  

 or excessive pressure. May cause 
.

  

 handset in a back pocket.

  

 objects on handset in a bag.

  

d products to Headphone Port. 
alfunction or cause damage.

  

et before removing battery.
while saving data or sending mail, 
nged or destroyed.

 sounds, images, computer 
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 

 

Handset Care
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. If handset is left with no battery or an exhausted one, 
data may be altered/lost. SoftBank is not liable for any 
resulting damages.
.Use handset between 5°C - 35°C (35% - 85% humidity). 

Avoid extreme temperatures/direct sunlight.
. Exposing lens to direct sunlight may damage color filter 

and affect image color.
.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.
. Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/
replacement or service cancellation: Camera; Media 
Player; S! Applications. After a period of disuse, these 
functions may be unusable; retrieve Network Information 
(P.20-34) to restore usability.

, Keep handset away
, Cold air from air co

causing corrosion.
, Avoid dropping han

bathroom, etc.).
, On the beach, keep

direct sunlight.
, Perspiration may se

malfunction.
.Avoid heavy objects

malfunction or injury
, Do not sit down with
, Do not place heavy
.Connect only specifie

Other devices may m
.Always turn off hands

If battery is removed 
data may be lost, cha

Copyright laws protect
programs, databases, 
holders. Duplicated ma
Use of materials beyon
copyright holders may
and be subject to crim
copyright laws when u
camera.

Copyrights



 

20-11

 

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

 

20

    

This device was tested for typical body-worn operations 
with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To 

ith FCC  RF exposure 
ssories that maintain a 1.5  cm 

tween the user's body and the back 
 of beltclips, holsters and similar 

t contain metallic components in its 

 that do not satisfy these 
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 the 
 (see table on the left).
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 

 

FCC Notice

           

posure Information
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. This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
.Changes or modifications not expressly approved by the

manufacturer responsible for compliance could void the

user’ s authority to operate the equipment.

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 .
Highest SAR value:

maintain compliance w
requirements, use acce
separation distance be
of the handset. The use
accessories should no
assembly.
The use of accessories
requirements may not 
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
corresponding FCC ID
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.

FCC RF Exposure Information

Model FCC ID At the Ear On the Body

812SH APYHRO00054 1.27 W/kg 0.77 W/kg

813SH APYHRO00055 1.45 W/kg 1.10 W/kg

European RF Ex



    

The guidelines use a unit of measurement known as the  
Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile 

munications of Europe Ltd, declares
nce with the essential

 relevant provisions of Directive

eclaration of conformity for each 
he following Internet address:
-tai/

Declaration of Conformity
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devices is 2  W/k g  and the highest SAR value for this 
device when tested at the ear was 1.647  W/k g *. As mobile 
devices offer a range of functions, they can be used in 
other positions, such as on the body as described in this 
user guide**. In this case, the highest tested SAR value is 
1.258  W/k g .
As SAR is measured utilizing the device's highest 
transmitting power the actual SAR of this device while 
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. 

 

*Values are measured in accordance with international 
guidelines for testing.

 

**

 

Please see General Notes (Electromagnetic Waves) on 

 

P.20-9

 

 for important notes regarding body-worn operation.

Hereby, Sharp Telecom
that 812SH is in complia
requirements and other
1999/5/EC.
A copy of the original d
model can be found at t
http://www.sharp.co.jp/k
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 automatically mute all sounds 
 for incoming transmissions.

 incoming transmission alerts.

et in public, decrease or mute 
n alerts or S! Application tones.

 all handset transmissions 
ndset power.

s inappropriate/unsafe to 

r incoming calls; if unanswered 
s and Answer Phone activates.

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 theaters, museums and other places where 

silence is the norm.
.Refrain from using it in restaurants, hotel lobbies, and 

elevators, etc.
.Observe signs and instructions regarding handset use 

aboard trains, etc.
.Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or 

vehicle traffic.

■ Manner Mode 
Press Manner Key to
and activate vibration

■ Vibration Mode 
Activate vibration for

■ Volume Settings 
When carrying hands
incoming transmissio

■ Offline Mode 
Temporarily suspend
without turning off ha

■ Answer Phone 
Handle incoming call
answer.

■ Drive Mode 
Small Light flashes fo
driving message play

  



             

e/return to previous window.

     

s, open Symbol/Pictogram Lists.

    

ll.

 

Parts & Functions

 

o

s

r

q

p

w

t
u

v
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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

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
9 Internal Camera

Use during Video Ca

Handset

e

f

c

d

8

3
4

2

1

5

6

b

9

a

7

n

l

m

g

h

i

j

k
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a

 

Multi Selector & Keypad Lock Key

 

Select menu items, move cursor, scroll, etc. Press for 1+ 

                            

p

 

Small Light

 

Flashes for incoming calls/new mail and new 
tes red while charging.

   

cation

 

ns cover)

   

n) Selector

s IC Card embedded. 

na
 no 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 .
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seconds to activate/cancel Keypad Lock.
bYahoo! Keitai Key

Open Yahoo! Keitai Main 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 change character entry mode.

e# Key
fMicrophone
gStrap Eyelet

Attach straps as shown; avoid metallic straps.
hMemory Card Slot

Insert Memory Card here.
iHeadphone Port

Connect optional Headphones, etc.
j Infrared Port

Use for infrared data transmissions.
kCharger Terminal
lS! Circle Talk Key

Press to speak during S! Circle Talk.
mVolume/Zoom Key

Adjust Earpiece Volume or zoom mobile camera.
nMulti Job/Manner Key

Toggle multiple active function windows. Press for 
1+ seconds to activate/cancel Manner mode.

oExternal Device Port
Connect Charger here.

information; illumina
qExternal Display
rSpeaker
s Internal Antenna Lo
tExternal Camera (le
uPortrait (o)/Macro (
vm Logo

S!  FeliCa contactles 

w

 
Battery Cover

 

Note 

 

X

 

Internal Anten

 

.

 

Handset has
transmits/rec

 

.

 

Do not cover
containing In

 

.

 

Voice quality

 

.

 

For better rec



    

tomer and authentication 
k entries and SMS messages. 
ting/removing USIM Card.

    

ce or result in lost data.

  

or handset upgrade/replacement.

    

 Card replacement.

    

 removed USIM Card.

  

SIM 

   

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 handset off before inser
.Do not force USIM Card into or out of handset; damage may result.
.Avoid contact with USIM Card IC chip and Battery terminals; may hinder performan
. Some downloaded files may be inaccessible after repairs, USIM Card replacement 
. S! Applications, BookSurfing®, S! Town and Near Chat may be disabled after USIM

1 Slide in USIM Card with 
IC chip facing down

2 Reinstall battery

Take care not to lose

1 Gently slide out U
Card as shown

2 Reinstall 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 
to a SoftBank shop, or follow the 
ns.

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.)

 

.

 

Handset 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 battery 
local disposal regulatio

  

Battery & Charger



                   

then disconnect handset

  

tabs to remove connector.

  

er to protect External Device Port.

 

Charging (AC Charger)

ver

Small Light

     

end or twist AC Charger cord.

  

s compatible with household currents 
100V and 240V.

  

ot liable for problems resulting from 
tery abroad.
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1 Open Port Cover to connect Charger
.Use slot to gently pull Port Cover 

down and out as shown.
. Insert connector until it clicks.

2 Plug Charger into AC outlet
. Small Light illuminates red while 

charging; may take up to 
approximately 150 minutes.
.When charging completes Small Light goes out.
. Extend Charger blades. 

(Fold back when not in use.)

3 Unplug Charger, 
. Squeeze release 
.Replace Port Cov

AC 100V Outlet

Blades

AC Charger2

3

Release Tabs

Charger Connector

Arrows Up

External Device Port

1
Port Co

Use specified AC Charger only.

Slot

Note X . Do not pull, b
. AC Charger i

between AC 
. SoftBank is n

charging bat
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8C: Multiple Functions (Multi Job) Active
-: IC Card Lock Active

 Ready 
 in Progress
n in Progress 

sion in Progress 
ission Ready

hen Visibility is set to Hide My Phone.
ission in Progress

 Progress
 Use

 

y

 

: Original

  

tive, 

 

_

 

: Microphone Muted

  

tive & Microphone Muted

     

rate, 

 

7

 

: Low, 

 

8

 

: Empty
 vertically (e.g. 

 

l

 

).

   

tive

  

tive & Message Recorded

  

nceled & Message Recorded

  

icemail Active

  

s

 

 (forwarding condition) is set 

   

ilure

     

r Set), 

 

o

 

: Schedule (Reminder Unset)

 

 Active, r: Password Lock Active
ve

ng Volume, s: Vibration Active
ctive

ived
 memory is low, g (below 10 %) or 
ears.
nsmission Ready
te Monitor Active

Display Indicators
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The following indicators appear at the top of Display.

1 Signal Strength
g: Within 3G range, k: Within GSM range
g: Strong, a: Moderate, b: Low, c: Weak

^: Out-of-Range
2|: Incoming Voice Call, @: Voice Call in Progress
: : Incoming Video Call, * : Video Call in Progress 
[: Incoming S! Circle Talk Request
f: Offline Mode, W: SSL
9: Packet Transmission Protocol Ready
[: Waiting*/Packet Transmission in Progress
p: Packet Transmission Available
*Appears constantly if IP Service Setting is On and 
S!  Friend's Status Connection Setting is  Online . 

3
 

Mail
 

z

 

: Unread Mail, 

 

f

 

: Unread Delivery Report

 

z

 

 (red): Memory Low

 

]

 

: Receiving Mail, 

 

:

 

: Sending Mail

 

4

 

S! Friend's Status*

 

>

 

: S! Friend's Status Online

 

<

 

: Unread S! Friend's Status Notification

 

?

 

: S! Friend's Status Registration Request Received

 

*

 

Appears constantly if IP Service Setting is 

 

On

 

 and 
S!  Friend's Status Connection Setting is  Online .

5
 

3
 

: Auto Delivery Info, 
 

E
 

: Cast Info
 

A

 

: Software Update, 

 

B

 

: Software Update Result

 

q

 

: S! Quick News Info

 

6

 

6

 

: Active S! Application, 

 

5

 

: Paused S! Application

 

1

 

: Music Player Active
7

 

Memory Card Status 

 

i

 

: Inserted, 

 

L

 

: In Use, 

 

J

 

: Formatting

 

/

 

: Unusable/Poor Connection

     

9

 

X

 

: USB Transmission

 

n

 

: USB Transmission

 

|

 

: Infrared Connectio

 

W

 

: Infrared Transmis

 

Y

 

: Bluetooth

 

®

 

 Transm

 

Appears in gray w

   

y

 

: Bluetooth

 

®

 

 Transm

 

z

 

: Bluetooth

 

®

 

 Talk in

 

d

 

: PC Site Browser in

 

a

 

Mode

 

v

 

: Manner, 

 

;

 

: Drive, 
-: Loudspeaker Ac
c: Loudspeaker Ac

b Battery Strength
5: Strong, 6: Mode
Indicator may appear

cw: Answer Phone Ac
@: Answer Phone Ac
[: Answer Phone Ca

dCall Forwarding or Vo
Appears when Alway
for Voice Calls.

eNew Voicemail
fMessage Delivery Fa
gk: Alarm Set
n: Schedule (Reminde

hq: Show Secret Data
0: Keypad Lock Acti

iRingtone/Vibration
u: Silent, t: Increasi
>: Silent & Vibration A

jCopyright Information
K: Content Key Rece

When Content Key
M (below 5 %) app

| (gray): Infrared Tra
kAuto Answer or Remo
lWeather Indicator

g[z>36i-Xv   5
w.x;kquK/aGbDE

1

ecd f ij lkgh

234 65 789a b



                

ove cursor and scroll, etc. In this 
r operations are indicated as 

perations

                     

 or 

 

d

   

u items. 

 

ings

 

 and press 

 

%

 

.

ppears in a title, Japanese ability 
 range of the function or service.

 

External Display Indicators

        

Using This Manual

ions & Services

d

b

%
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Press D, E or F with handset closed to turn 
External Display Backlight on. When new mail 
arrives, press D to read the message. 
See major External Display indicators below.

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.

Select menu items, m
manual, Multi Selecto
follows.

Basic Multi Selector O
,e : Press a or b
,f : Press c or d
,g : Press a, b, c

Use g to select men
Example: Select Sett

When "(Japanese)" a
is required to use full

Additional Indicators

Missed Calls Z New Delivery Report ?

Answer Phone Message Y Message Delivery Failure _

Missed Call Notification A Content Key *

New Voicemail B Bluetooth® Notification F

Alarm K New Cast Info G

Schedule Reminder ; Cast Reception Failure +

Task Reminder : S! Friend's Status Notification G

New Messages ) Weather Indicator Update H

1Signal Strength
2Battery Strength
3Date
4Time

1 2

3 4

Multi Selector

Menu Items

Japanese Funct

cÇ

aÅ
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r Access Code and Network 
d for handset use.
oftBank Customer Center, 
(

 

P.20-50

 

).

  

 by default) required to use or 
t functions. 

 

*

 

 appears as digits 

 

et code is incorrect!

 

 appears, 

ed at initial subscription; 
icemail via landlines or change 

 

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 SoftBank Customer Center, General 
Information (P.20-50).
*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 unauthorized persons.

Handset Code, Cente
Password are neede
For details, contact S
General Information 

4-digit number (9999
change some handse
are entered. If Hands
enter again.

4-digit number select
required to access Vo
contract details.

PIN1 & PIN2

PIN1 Prevent unauthorized use of handset

PIN2 Required to clear Call Costs and to set Max Cost

PIN Lock & Cancelation (PUK Code*)

Note X . Entering incorrect PUK Code ten consecutive 
times locks USIM Card, disabling handset. Write it 
down.
. To learn how to unlock USIM Card, call SoftBank 

Customer Center, General Information (P.20-50).

Handset Code

Center Access C



                 

conds

    

定  and press  %    

 and press 

 

%

    

d press 

 

%

        

Network Password

          

Basic Operations

 

On/Off

  

er
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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 Center Access Code 
must be changed. For details, contact SoftBank 
Customer Center, General Information (P.20-50).

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, Center Access Code 
and Network Password.
. Do not reveal Handset Code, Center Access Code 

and Network Password. SoftBank is not liable for 
misuse or damages.

Tip X Handset Code/Network Password are changeable.

Handset Power 

Turning On

Turning Off

English Interface

My Phone Numb



 

20-23

 

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

 

20

                                                

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 %
ank handsets, always select 

Setting Clock Placing an International Call

tside Japan

  

 

 

0

 

 of the area code except when 

  

ontact SoftBank Customer Center, 
mation (

 

P.20-50

 

).
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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 Use f to select Network Settings

3 Select Select Service and press %

4 Select Auto, 3G/GSM, 3G or GSM and press %

1 Enter a phone number

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 SoftB
日本  (JPN) . 

5

 

Press 

 

!

 

Network Services

 

Tip 

 

X

 

For details, please see the full English manual.

 

Initiating a Voice Call

 

Calling within Japan

Calling from Ou

 

Note 

 

X . Omit the first
calling Italy.
. For details, c

General Infor



                                       

es, open handset

press %
oice only, choose No.

 and press %

nd press %

s and press %

lls or Received Calls and 

icrophone is muted, other 
heard through Earpiece.

ss A Æ
A ¨.

Answering a Voice Call Answering a Video Call

 Call Time

S Call/Video Call (f) S Call Time & Cost

ne
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1 When a call arrives, open handset

2 Press !

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 arriv

2 Press % Å

3 Choose Yes and 
. To answer with v

1 Select Call Costs

2 Select All Calls a

1 Select Call Timer

2 Select Dialled Ca
press %

Even when handset m
party's voice can be 

1 During a call, pre
. To cancel, press 

Redial

Calling from Received Calls

Initiating a Video Call

Tip X Alternatively, enter a phone number and press ! 
for 1+ seconds to initiate a Video Call.

Total Charges &

Main Menu X Settings

Total Charges

Total Call Time

Muting Micropho
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d caller messages.

 

Answer Phone & Voicemail

 

Voicemail

 

Voicemail Center

                                          

elect 

 

Settings

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

   

select 

 

Call/Video Call

 

  

   

cemail/Divert

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

 

 

   

cemail

 

 

 

S Press % 
ivate S Press % 
ays or No Answer S Press % 
 time (for No Answer) S Press %

Not Required

x

elect Phone S Press % S 
oicemail S Press % S 
ice guidance after handset connects 
Center

fter playback, press 7

Available

Available

L286_insatsu.book 25 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
Activate Answer Phone or transfer incoming calls to Voicemail Center to recor

Answer Phone

Message Recorded Handset

Activate

Press % S Select Settings S Press % 
S Use f to select  Call/Video Call 
S Select Answer Phone S Press %
S Select Switch On/Off S Press %
S Choose On S Press %

Press % S S
S Use f to 
S Select Voi
S Select Voi
S Select Act
S Select Alw
S Select ring

Additional Contract Not Required

Message Indicator @/[

Play
Press % S Select Phone S Press %
S Select Play Messages S Press %

Press % S S
Select Call V
Follow the vo
to Voicemail 

Delete
During playback, press B H 
S Choose Yes S Press %

A

When Handset is Off Not Available

When Handset is 
Out-of-Range

Not Available

Tip X Activating Voicemail cancels Call Forwarding for Voice Calls.



                                               

 change character entry mode.

 mode and press %
 Symbols, corresponding list 
ode remains unchanged.)

 upper/lower case mode. In double or 
umerics mode, press ' to toggle 
er case and lower case modes.

Forwarding a Call Text Entry

dicator Mode

! Kanji (hiragana)

" Double-byte katakana

# Single-byte katakana

$
Double-byte alphanumerics 
(upper/lower case)

%
Double-byte alphanumerics 
(lower case)

&

 

Single-byte alphanumerics 
(upper/lower case)

 

'

 

Single-byte alphanumerics 
(lower case)

  

(

 

Single-byte number

  

A

 

Character Code
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Transfer incoming calls to a specified phone number.

1 Press %, select Settings and press %

2 Use f to select Call/Video Call

3 Select Voicemail/Divert and press %

4 Select Diverts and press %

5 Select call type and press %

6 Select Always or No Answer and press %

7 Select Phone Book or Enter Number and press %

8 Select an entry/enter a phone number and press %

9 Select ring time and press % (for No Answer)

Activate Manner mode for proper handset etiquette.

1 Press D for 1+ seconds
Manner Mode Settings:
! Mutes Keypad Tones, Power On/Off sounds and error tones.
@ Simultaneously silences incoming and general 

volumes and activates vibration (default).

Follow these steps to

1 Press &

2 Use e to select a
. For Pictogram or

appears. (Entry m
.Available Modes:

$ and & appear in
single-byte alphan
between upper/low

Activating Call Forwarding

Note X Activating Call Forwarding for Voice Calls cancels 
Voicemail.

Manner Mode

Tip X Canceling Manner Mode
Press D for 1+ seconds.

Entry Modes

Menu Item In

Kanji

アイウ  

アイウ  

Ａｂｃ     

Abc

 

123

Character Code
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r deleting text with 

 

$

 

 (Long Press).)

 

Key Assignments

 

Single-byte
Numbers

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

   

0 +

 

1

   

*

 

 P (Pause) ? -

 

2

 

Symbol List, Log, Pictogram List

    

#

             

s3
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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

Upper/Lower Case Lower Case

1 @./_-1 (Space) @./_-1 (Space)

2 ABCabc2 abc2

3 DEFdef3 def3

4 GHIghi4 ghi4

5 JKLjkl5 jkl5

6 MNOmno6 mno6

7 PQRSpqrs7 pqrs7

8 TUVtuv8 tuv8

9 WXYZwxyz9 wxyz9

0 0 0

( Symbol List, Log, Pictogram List

# , .L(Line Break) ? ! (Space)

a Cursor Up

b Cursor DownL(Line Break)

c Cursor Left

d Cursor Right

& Change 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 character

% OK



                                 

dow, press 

 

B

 

 

 

ø

    

 and press 

 

%

  

1 - 50) to jump to 
igned to the 

  

n and press 

 

%

 

Tip X Entering Characters Assigned to the Same Key Emoticons
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1 In a text entry window, press ( 
to open Symbol List
. To see Pictograms, press B; 

toggles as follows: 
Pictogram Lists → Log.
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
.Alternatively, press $ to exit list.

1 In a text entry win

2 Select Emoticons
. Enter two digits (0

the emoticon ass
number.

3 Select an emotico

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, Pictograms & Emoticons

Symbols & Pictograms

Tip X . Single-byte Symbols do not appear in Log List.
. Double-byte Symbols appear only in double-byte 

entry modes. (All Pictograms are double-byte.)
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ccording to card specifications. 
ry limits or number of Categories may 

 

Saving to Phone Book

                 

Description

  

Save URLs. Enter up to 
1,024 bytes.

   

Add personal details. Enter 
up to 256 characters.

   

Enter birth date

   

Set an image to appear for 
incoming calls/mail

 

ll:

 

1

 

Set ringtone/ringvideo or 
Vibration by caller/sender

 

ll:

 

1

 

sage:

 

1

 

ll:

 

1

 

e:

 

1

   

Restrict access to Phone 
Book entries by saving them 
as Secret entries

    

lost; handset damage may also affect 
d data.
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Save names with phone numbers, mail addresses, etc. to Phone Book.

1Not supported on USIM Card.
2Image may not appear while an S! Application is active, etc.
,Save up to 750 entries in handset Phone Book; USIM Card Phone Book entry limit varies a

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 on some USIM 
Cards). Category names can be changed. Set 
ringtone/ringvideo and Vibration by Category 
(handset only).

Address:1

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:1

Note:1

Birthday:1

Picture:1, 2

Tone/Video for Voice Ca

Tone/Video for Video Ca

Tone/Video for New Mes

Vibration for Incoming Ca

Vibration for New Messag

Secret:1

Note X Back Up Important Information
When battery is exhausted/removed for long periods, Phone Book entries may be 
handset information recovery. SoftBank is not liable for damages from lost/altere



                                              

ct an entry

ress %

d press %

 press %
l addresses, select an icon and 

Creating Phone Book Entries Note X To save an entry, enter at least one of the following: 
) first name; c) phone number; or 
s.

t Storage Media

     

lect 

 

Phone

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

 

 

 

S

 

 Select 

 

ngs

 

 

 

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 or mail 
address.

1 Press %, select Phone 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 Press %

11113333 Select an icon and press %

11114444 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 

 

%

 

.

   

a) last name; b
d) mail addres

 

Tip 

 

X

 

Setting Defaul
Press % S Se
Ph.Book Setti
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 SAB or 
t changes; add to/update SAB 
 lost/altered Phone Book entries
s a separate contract. 
oftBank Customer Center, 
(P.20-50) or access the SoftBank 

/mb/en/support/useful/sab/

Saving from Received Calls Tip X Switching Between Handset & USIM Card
ess B ø S Select Ph.Book 
ess % S Select Select Phone Book 
Select Phone, USIM Memory or Both 

tries in both storage media appear.

ing

ers
ct other numbers.

ook Back-up (SAB)
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1 Select a record (P.20-24 "Calling from Received 
Calls")

2 Press B ø, select Save to Phone Book and 
press %

3 New Entry
1 Select As New Entry and press %
2 Perform Steps 3 - 14 on P.20-30

Add to Existing Entry
1 Select an entry and press %
2 Press A ß

1 Press %, select Phone and press %

2 Select Ph.Book 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 SAB. SAB require
For details, contact S
General Information 
Website via PC: 
http://mb.softbank.jp

Dialing 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
Settings S Pr
S Press % S
S Press %
. For Both, en

Search by Read

Tip X Multiple Numb
Use e to sele

S! Addressb



    

Camera Shake 
Handset movement may blur images; hold handset firmly or 

ce and use Self-timer.

amera and press %

Display
mode, press A (#) to switch to 

Mobile Camera

udges from lens cover (P.20-15 t) 
h 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 
 color filter.

ages

L286_insatsu.book 32 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
20-32

A
b

rid
g

e
d

 E
n

g
lish

 M
a

n
u

a
l

20

Select from two different shooting modes. Use Photo 
Camera for still images and Video Camera for video.

■ Photo Camera 

*Save W 480 

 

×

 

 H 640 dots or larger images.

■ Video Camera 

*MPEG-4 (.3gp) only.

  

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 (UXGA)
W 960 

 

×

 

 H 1280 dots (Quad-VGA)
W 480 

 

×

 

 H 640 dots (VGA)
W 240 

 

×

 

 H 320 dots (QVGA)
W 120 

 

×

 

 H 160 dots (QQVGA)

 

File Format

 

JPEG (.jpg)

 

Save Location

 

Handset Data Folder (Pictures) or 
Memory Card Data Folder (Pictures/DCIM*)

 

Image Size

 

W 176 

 

×

 

 H 144 dots
W 128 

 

×

 

 H 96 dots
W 320 

 

×

 

 H 240 dots
W 240 

 

×

 

 H 176 dots*

 

File Format

 

MPEG-4 or
H.263 (.3gp)

MPEG-4 
(.3gp)

MPEG-4 
(.ASF)

 

Save Location

 

Handset or Memory 
Card Data Folder 

(Videos)

Memory 
Card Data 

Folder 
(Videos)

Memory 
Card (SD 
VIDEO)

 

Note 

 

X

 

Lens Cover

 

Clean dust/sm

    

with a soft clot

 

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 

     

Change 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 S! Mail
p 3 on P.20-37)

Data Folder Opening Data Folder

nts
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Handset files are organized in folders by file format.

1 Press %, select D

2 Select a folder an
. To switch betwee
B ø, select 
Memory Card, th

3 Select a file and p

4 Press $ to retur

Example: Attaching 
to S! 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

S! Appli

My Pictograms

Videos

Lifestyle-Appli

Music

Books

Custom Screens

Flash®

Flash®Ringtones

Other Documents

Pictures

DCIM

Still Images Large Still Images 
on Memory Card

Downloaded
Pictograms

Shortcut to
S! Applications

Video Images

Downloaded
E-Books, etc.

Downloaded
Flash® Files

Other Files (vFiles,
Dictionary Files, etc.)

Downloaded
Melodies and other
Sound Files

Downloaded 
Chaku-Uta Full® 
Files

Downloaded 
Lifestyle-Appli

Shortcut to 
Custom Screens

Downloaded
Flash® Ringtones

S! Mail Attachme



          

i Mobile Internet and PC sites.

obile Internet sites via Yahoo! 
wnload news/info as well as 
et.

ser to view websites designed 
nt files are downloadable and 
y incur higher charges.

ahoo! Keitai and press %

itai and press %

d press %   

d press 

 

%

  

 item and press 

 

%

  

open additional links

    

 choose 

 

Yes

 

 and press 

 

%

 

Network Information

  

Yahoo! Keitai

  

 Keitai Menu

   

ain Menu is subject to change.
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To use Messaging, Internet and other Network-
related services, first retrieve Network information. 
Handset initiates information retrieval when B, A or 
% is pressed for the first time. If Japanese appears, 
choose いいえ  and press  % , then change interface to 
English (

 

P.20-22

 
).
 

1

 

Press 

 

B

 

, 

 

A

 

 or 

 

%

 

2

 

Choose 

 

Yes

 

 and press 

 

%

 

Handset connects to the Internet and retrieves 
required information.

 

Access Yahoo! Keita

Access compatible M
Keitai Main Menu; do
files for use on hands

Activate PC Site Brow
for PCs; only docume
browsing PC sites ma

 

1

 

Press 

 

%

 

, select 

 

Y

   

2

 

Select 

 

Yahoo! Ke

   

3

 

Select メニューリスト  an  

4 Select English an

5 Highlight a menu

6 Repeat Step 5 to 

7 To exit, press ",

Retrieving Network Information
Yahoo! Keitai

PC Sites

Opening Yahoo!

Note X Yahoo! Keitai M
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 for messaging.

ging service to exchange up to 
aracters with other SoftBank 
e is the ideal solution for fast 
ging!

0 characters with e-mail 
 handsets or other devices; 
c.

 

Yahoo! Keitai Options Menu

                             

Messaging

      

ompatible with Greeting, Coordinator, 
tline and Polling service messages.

    

l contract is required to use S! Mail 
e-mail from PCs, etc.

  

esends undeliverable messages at 
als until delivered. Messages not 
pecified expiry are deleted.
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Open a page and press B ø to use the following 
functions.

Use SMS and S! Mail

Use this basic messa
160 alphanumeric ch
handsets. This servic
and short text messa

Exchange up to 30,00
compatible SoftBank
attach media files, et

Item Description

Bookmark
Save new site links, access saved links 
(requires Internet connection) or edit list

Saved Pages
Save page content; handset opens saved 
pages without connecting to the Internet

Copy Text Copy text

Reload Update page content

Enter URL Enter URL directly to access sites

Save Items Save images, sounds, etc. to Data Folder

Convenient 
Functions

Send URL via SMS/S! Mail, open 
properties, search within site, etc.

Change to 
PC Browser

Activate PC Site Browser

History Previously visited site links

Yahoo! Keitai Return to Yahoo! Keitai Main Menu

Settings
Set font size, scroll unit, download 
parameters; select cookie acceptance; 
customize pointer settings, etc.

Open in 
New Tab/
Tab Menu

Open link in new tab; switch/close tabs or 
open another via Tab Menu

Help See key assignments

Exit Exit Yahoo! Keitai

SMS

S! Mail

Note X 812SH sB is inc
Relay Mail, Ho

Tip X . An additiona
and receive 
. The Center r

regular interv
received by s



                                                   

saging and press % to open 

Opening Messages Messaging Menu

Description

ceived messages

eate and send new message

trieve Server Mail Box messages 
nually

omplete/unsent messages

range Mail created/downloaded as 
plates

nt messages

delivered, canceled, failed or Send  
servation messages

quest Center message list and then 
lect messages to retrieve

mpose SMS messages

stomize SMS/S! Mail settings, set 
ders to appear in Received Msg. and 
nt Messages folders or save 
quently used numbers/addresses to 
eed Mail List to send from Standby

mory usage of Messaging Folders 
cept Templates)
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1 Press %, select Messaging and press %

2 Select Received Msg., Drafts, Templates, Sent 
Messages or Unsent Messages and press %

3 Select a message and press %

1 Select a draft, sent or 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. Customizing handset mail 
address helps reduce spam.

1 Press %, select Messaging and press %

2 Select Settings and press %

3 Select Address Setting and press %
Handset connects to the Internet.

4 Select English and press %
Follow onscreen instructions.

Press %, select Mes
Messaging menu.

Editing Messages

Customizing Handset Address

Note X This procedure may change without prior notice. 
For further information, contact SoftBank Customer 
Center, General Information (P.20-50).

Item

Received Msg. Re

Create Message Cr

Retrieve New Msg.
Re
ma

Drafts Inc

Templates
Ar
tem

Sent Messages Se

Unsent Messages
Un
Re

Server Mail Box
Re
se

Create New SMS Co

Settings

Cu
fol
Se
fre
Sp

Memory Status
Me
(ex
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Direct Entry
1 Select Enter Number or Enter Address and 

s is not available for SMS.
's SoftBank handset number or 
nd press %

 press % (S! Mail only)

nd press % then enter a 

essage text field and press % or a 
essage.

il only)
 (Attach) and press %

and press %
 and press %
d press %

nd press %
 and press %
d press %

nd press %
ideos and press %

d press %

ess A S to send

Sending Text Messages
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1 Press %, select Messaging and press %

2 Select Create Message (S! Mail) 
or Create New SMS and press %

3 Select recipient field and press %

4 Enter a recipient

Phone Book
1 Select Phone Book and 

press %
2 Select a recipient and press %
.When multiple items are saved, 

select one and press %.

Contact Groups
1 Select Select Group and press %
2 Select a Group and press %

Sent Mail Records
1 Select a recipient and press %

Speed Mail List
1 Select Speed Mail List and press %

2 Select a recipient and press %

press %
.Enter Addres

2 Enter recipient
mail address a

5 Enter subject and

6 Select X (Text) a
message
. For SMS, select m

key then enter a m

7 Press %

8 Attach files (S! Ma
Use f to select Y

Image Files
1 Select Picture 
2 Select a folder
3 Select a file an

Melody Files
1 Select Sound a
2 Select a folder
3 Select a file an

Video Files
1 Select Video a
2 Select Saved V
3 Select a file an

9 When finished, pr

Mail Composition 
Window (S! Mail)



                                          

message (left)

  

eply All and press %

ank Handset
S, select SMS or SMS (History) 

ail, select S! Mail or 
y) and press %

il
r S! Mail (History) and press %

istory) or S! Mail (History) to quote 
ssage text.

nd message (perform from Step 

message (left)

nd press %
then select S! Mail or SMS and 

(P.20-37) and press %

Incoming Text Messages Replying & Forwarding

sages

sages
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Delivery Notice appears and Information window 
opens (z appears) for new mail. Press % to open 
Received Msg. folder.

1 Press %, select Messaging and press %

2 Select Received Msg. and press %

3 Select a message and press %

Center sends initial portion of S! Mail message when:
. The message was sent to multiple recipients
. Files are attached to the message

1 Perform Steps 1 - 2 above

2 Select a message with L and press %

3 Press A m

1 Open a received 

2 Press B ø

3 Select Reply or R

4 Replying to SoftB
1 To send as SM

and press %
2 To send as S! M

S! Mail (Histor

Replying to E-ma
1 Select S! Mail o
. Select SMS (H

the original me

5 Complete and se
5 or 6 on P.20-37)

1 Open a received 

2 Press B ø

3 Select Forward a
. To forward SMS, 

press %.

4 Enter a recipient 

5 Press A S

Receiving Messages

Opening Received Text Messages

Retrieving Complete S! Mail Messages

Replying to Mes

Forwarding Mes
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es IC Card-equipped mobile
ey or credit functions/services.
es a range of IC Card-based 
 FeliCa-compatible SoftBank
upports Osaifu-Keitai/S! FeliCa.

cketing and reward points, etc.,
compatible reader/writer at a
tc.

S! Appli Osaifu-Keitai/S! FeliCa (Japanese)

FeliCa

d technology enabling wireless data 
ompatible reader/writer terminals

IC Card

edded in FeliCa-compatible handsets
quired to use S! FeliCa

ifestyle-Appli

ired to use S! FeliCa
tyle-Appli is preloaded on handset.
e-money service run by bitWallet Inc.

ontent varies by service and usage 
ures to delete IC Card data vary by 

; contact service providers for details.
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Enjoy a variety of compatible S! Applications.
.Download S! Applications via Yahoo! Keitai.
. Enjoy network gaming or access real-time news/info.
. Set an S! Application that activates in Standby.

1 Press %, select Data Folder and press %

2 Select S! Appli and press %
■ To open Java TM  License information, select  

Information
 

 and press 
 

%
 

.
 

1

 

Press 

 

%

 

, select 

 

Data Folder

 

 and press 

 

%

 

2

 

Select 

 

S! Appli

 

 and press 

 

%

 

3

 

Select 

 

Download

 

 and press 

 

%

 

4

 

Open a Mobile Internet site offering 
S! Applications

 

5

 

Select an S! Application and press 

 

%

 

6

 

Press 

 

B

 

 

 

Y

 

Downloaded S! Application is automatically saved and 
a confirmation appears.

 

7

 

Choose 

 

Yes

 

 and press 

 

%

 

Osaifu-Keitai describ
handsets with e-mon
S! FeliCa encompass
services available on
handsets. 812SH s

 

B

 

 s
To use e-money, e-ti
hold handset over a 
shop or restaurant, e

  

Opening S! Appli Library

Downloading S! Applications

  

Basics

 

■ A contactless IC car
transmissions with c
 

■ The FeliCa chip emb

■ Holds information re 

L

■ S! Applications requ 

.

 
Edy e-money Lifes
 

,

 

Edy is a prepaid 

 

Note 

 

X

 

IC Card data c
history. Proced
Lifestyle-Appli



    

ivate a service Lifestyle-Appli 
 registration, setup, charge, 

   

ppli

 

 and press 

 

%
festyle-Appli, select Download S 

tion and press %
ts.
le-Appli, press ".

Service Usage Outline

               

Starting Lifestyle-Appli

   

itai

  

 cannot be started during calls or 
plication is active.

   

 settings and usage patterns resemble 
S! Applications (

 

P.20-39

 

). However, 
 cannot be set as Screensaver.
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To use S! FeliCa, act
and complete service
balance check, etc.

1 Select Lifestyle-A
■ To download a Li    

Press 

 
%
 

2

 

Select an applica

  

Lifestyle-Appli star
■ To end the Lifesty    

Download Lifestyle-Appli

 

Download Lifestyle-Appli via Internet site.

 

.

 

Lifestyle-Appli is saved to Lifestyle-Appli folder.

 

V

 

Complete Registration/Set Up

 

Activate Lifestyle-Appli, complete registration/customize 
settings.

 

.

 

Charge accounts, check balance or payment records, etc.

 
V

Use Service
To use S! FeliCa at shops, restaurants, and locations, place 
m logo over reader/writer.
. Use e-money/e-tickets to shop/travel; earn reward points.

Note X . Lifestyle-Appli registration and usage vary; 
contact the service provider for details.
. SoftBank is not liable for damages resulting from 

accidental loss/alteration of IC Card data/settings.
. Keep service passwords/customer service 

contact information, etc. in a separate place.

Main Menu X Osaifu-Ke

Note X Lifestyle-Appli
when an S! Ap

Tip X Lifestyle-Appli
those of other 
Lifestyle-Appli
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strict access to/prevent 
! FeliCa on handset.

  

y default.

    

ress 

 

%
e Off S Press %

de and press %

   

ress 

 

%

 

Using S! FeliCa

             

When Handset Power is Off

le; Lifestyle-Appli does not start 

stalling battery, always turn on 
se S! FeliCa.

n Battery is Low

able. Charge it beforehand.

itai S IC Card Settings S IC Card Lock

mation on S! FeliCa settings, please 
lish manual.
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Follow these steps to conduct a transaction.
Example: making an electronic payment:
.Complete registration, setup and charge in advance.
.Complete transactions without activating a Lifestyle-Appli.

1 Place m logo over reader/writer

. The illustration above is for reference only.

.Confirm scan results on reader/writer display.

. If recognition is slow, move handset around slightly.

Use this function to re
unauthorized use of S
IC Card Lock is Off b

1 Choose On and p
■ To cancel, choos      
2

 

Enter Handset Co

  

3 Choose Yes and pNote X . Align handset parallel to reader/writer.
. Foreign articles can block/hamper recognition.

Tip X .When placed over sensor, handset may display a 
message, vibrate or activate mail, Internet or an 
S! Application for some services. 
. Reader/writer will scan FeliCa IC Card even 

during calls or Internet transmissions. (It may take 
some time.)

Place this part
over reader/writer

■ Transactions possib
automatically.
 

.

 

After installing/rein
handset power to u

 

Whe

■ S! FeliCa is not avail 

IC Card Lock

 

Main Menu

 

X

 

Osaifu-Ke

    

Tip 

 

X

 

For more infor
see the full Eng



                                                    

communication application. 
nter this 3D virtual town, where 
 events and meet other users.

re-installed S! Town S! Application.
n cannot be deleted.
 required; may incur high charges.

 for the first time, agree to the 
 complete free user registration.

All Menus and press %

ation and press %

nd press %

wn S! Application's help menu for 
ctions.

ication service.

All Menus and press %

ation and press %

d press %
to the Internet and S! Loop Main 

op help menu for operational 

S! Cast (Japanese) S! Town (Japanese)

anese)
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Subscribe to Japanese mobile periodicals that 
download to handset automatically overnight.
. S! Cast service has been discontinued as of September 

2007. Launch of an improved automatic content delivery 
service is planned. Please address questions to SoftBank 
Customer Center, General Information (P.20-50).
. Internet connection is required.
.Retrieve Network information (P.20-34) beforehand.

1 Press ', select All Menus and press %

2 Select Entertainment and press %

3 Select S! CAST/Weather Icon and press %

4 Select Registration/Cancel and press %
Handset connects to the Internet and service 
registration page opens. Follow onscreen instructions.

1 Delivery Notice appears and Information window 
opens (E appears) for new information

2 Select S! CAST and press %
Follow onscreen instructions.

3 Press " to exit

S! Town is an online 
Select an avatar to e
you can participate in
.Usage requires the p
. S! Town S! Applicatio
. Internet connection is

When using S! Town
terms of service then

1 Press ', select 

2 Select Communic

3 Select S! Town a
S! Town starts.
.Refer to the S! To

operational instru

S! Loop is a commun

1 Press ', select 

2 Select Communic

3 Select S! Loop an
Handset connects 
Menu opens.
.Refer to the S! Lo

instructions.

Service Registration & Content Subscription

Note X Registration and subscription require Internet use 
(connection fees apply). Confirm signal strength 
beforehand.

Newly Arrived Information

Using S! Town

S! Loop (Jap
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lkie-Talkie type communication 
y to speak to up to ten parties 

    

 floor and speak; other participants 
he floor is released.

  

riend's Status is required.

  

tion fees apply during S! Circle Talk.

 

Near Chat (Japanese)

       

S! Circle Talk

    

cle Talk session cannot begin during 

  

le on compatible 3G handsets.
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Exchange real-time text messages wirelessly with 
compatible Bluetooth® devices within ten meters.
.Because this application employs Bluetooth® wireless 

technology transmission/connection fees do not apply.
.Usage requires the pre-installed Near Chat S! Application.

Exchange current usage status, mood, etc. with 
compatible handsets.
.A separate subscription is required.
.Only available on compatible 3G handsets.

S! Circle Talk is a Wa
service. Press one ke
simultaneously.
. Press H to take the

may only listen until t
.A subscription to S! F
. Transmission/connec

Note X . Near Chat range may vary by ambient conditions.
. Near Chat S! Application cannot be deleted.

S! Friend's Status
Note X . A new S! Cir

a call.
. Only availab



                     

te Precautions (left) beforehand.

   

pdate

 

 and 

  

ars.

  

instructions. 

  

g update.)

  

 up to 
 minutes.

  

ears for 
e then handset 
ion message 
rmation window 

  

s).
 message appears, 
wledge update 

ancel Information 

Software Update Updating Software

S Phone Settings (f) S Software Update

Confirmation

Update Complete
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Check for firmware updates and download as required.

.Choose to begin update or schedule update.

.Handset 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 handset 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 

handset beforehand.

Read Software Upda

1 Select Software U
press %
Confirmation appe
. Follow onscreen 

(A appears durin
.Update may take

approximately 30
.Confirmation app

successful updat
restarts. Complet
appears and Info
opens (B appear

■ While completion
press 
 

%
 

 to ackno
completion and c
window.

  

Precautions

 

Before updating software, turn power off to end all 
active functions/applications, then restart handset.

  

Main Menu

 

X

 

Settings
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Note 

 

X

 

Update failure may disable 

   

Scheduled Update

s at scheduled 
 or wait about 
te to start.
t while handset is 
rrent operation 

 appears. After 
uled update is 
eled.
lly cancels 

ne Book entries, media files, and 
t are not affected by firmware 
users should always back up 
ormation (note that some files cannot 
oftBank is not liable for damages 
rmation, etc.
es not return to Standby after update, 
ff, reinsert battery, then restart it.

Confirmation
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handset. Contact SoftBank 
Customer Center, Customer 
Assistance (P.20-50).

Update Result

■ While Information window appears, 
select 
 

Update Result
 

 
 

S
 

 Press 
 

%
 

,

 

Press 

 

%

 

 again to exit.

■ In Standby, press  %   S  Select  
Settings

 
 
 
S
 

 Press 
 

%
 

 
 

S
 

 Use 
 

f
 

 to 
select 

 

Phone Settings

 

 

 

S

 

 Select 

 

Software Update

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

 

 

 

S

 

 
Select 

 

Update Result

 

 

 

S

 

 Press 

 

%

 

,

 

Press 

 

%

 

 again to return.

Update Failure

 

Update Result

 

■ Confirmation appear
update time. Press 
 

%
 

ten seconds for upda

 

.

 

Update will not star
in use. When the cu
ends, confirmation
ten minutes, sched
automatically canc

 

.

 

Update automatica
Keypad Lock.

 

Note 

 

X

 

.

 

Handset Pho
other conten
updates, but 
important inf
be copied). S
from lost info

 

.

 

If handset do
turn power o



    

Function List

       

Sub Menu

−  
Pictures
DCIM
My Pictograms
Ring Songs

 

•

 

Tones
S! Appli
Music
Videos
Lifestyle-Appli
Books
Custom Screens
Flash

 

®

 

Flash

 

®

 

Ringtones
Other Documents
Memory Status

  

Calendar
Alarms
Calculator
Tasks
World Clock

  

Voice Recorder
Document Viewer
Stopwatch
Countdown Timer

  

Expenses Memo
Text Templates
Barcode
Phone Help
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Main Menu Sub Menu

Yahoo! Keitai

Yahoo! Keitai
Bookmarks
Saved Pages
Enter URL
History
S! Quick News
PC Site Browser
Common Settings

Media Player
Music
Videos
Streaming

Messaging

Received Msg.
Create Message
Retrieve New Msg.
Drafts
Templates
Sent Messages
Unsent Messages
Server Mail Box
Create New SMS
Settings
Memory Status

Main Menu
Camera

Data Folder

Tools

Tools 1

Tools 2

Tools 3
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Main Menu Sub Menu

     

Main Menu Sub Menu
Bluetooth
Infrared
Mass Storage
Memory Card

all

Call Time & Cost
Answer Phone
Voicemail/Divert
Video Call
Show My Number
~ Missed Calls
Int'l Calling
Disp. Time/Call
Call Barring
Minute Minder
Auto Answer
Call Waiting

tings

Select Network
Select Service
Offline Mode
Retrieve NW Info
Location Info
Network Info
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Osaifu-Keitai
Lifestyle-Appli
IC Card Settings

Phone

Phone Book List
Add New Entry
Information
Call Log
Play Messages
Call Voicemail
Category Control
My Details
Speed Dial List
Contact Groups
S! Addressbook Backup
Ph.Book Settings
Manage Entries

Settings Phone Settings

Mode Settings
Display
Custom Screens
Sounds & Alerts
Date & Time
言語選択  (Language)
User Dictionary
S! Appli Settings
Ringer Output
Earpiece Volume
Change Menu
Locks
Software Update
Master Reset

 

Settings

Connectivity

  

Call/Video C

    

Network Set

 



   

 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 handset closed without 
 Standby with stable signals. 
 less than half this value if handset 
 is weak. Standby Time may vary 
ry status, ambient temperature, etc.
me decrease with frequent use of 
lights.
me may decrease when an 
e.
me decrease with handset use in 
s.
ision technology, however, some 
ighter/darker.

Specifications
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■ SoftBank  812SH s B 

.

 

Above values calculated with battery installed.

 . 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
is out-of-range/signal

 

by environment: batte

 

.

 

Talk Time/Standby Ti
Display/Keypad back

 

.

 

Talk Time/Standby Ti
S! Application is activ

 

.

 

Talk Time/Standby Ti
poor signal condition

 

.

 

Display employs prec
pixels may appear br

  

Weight

 

Approximately 105 

 

g

 

Continuous
Talk Time

 

Approximately 150 minutes (3G)
Approximately 240 minutes (GSM)

 

Continuous 
Standby Time 
(handset closed)

 

Approximately 330 hours (3G)
Approximately 320 hours (GSM)

 

Continuous 
Video Call 
Talk Time

 

Approximately 80 minutes
(with Internal Camera in use)

 

Charging Time 
(power off)

 

AC Charger: Approximately 150 minutes
In-Car Charger: Approximately 150 minutes

 

Dimensions 
(W

 

 

 

×

 

 

 

H

 

 

 

×

 

 

 

D)

 

Approximately 49 

 

×

 

 97 

 

×

 

 17.6 mm 
(handset closed, without protruding parts)

 

Maximum Output

 

0.25 W (3G)
2.0 W (GSM)
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■ AC Charger ■ Battery                     

m-ion

mAh

       

oximately 44.5

 

 

 

×

 

 

 

4.5

 

 

 

×

 

 

 

37.7 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°C to 35°C

Dimensions 
(W × H × D)

Approximately 55 × 45 × 22 mm
(without protruding parts, cord)

Cord Length Approximately 1.5 m

Voltage 3.7V

Battery Type Lithiu

Capacity 820 

Dimensions 
(W × H × D)

Appr
(with



    

airs, call Customer Assistance.

Customer Service

Global Call Center
pan, dial +81-3-5351-3491
onal charges apply.)

 Center Phone Number

formation ƒ 0088-240-157

Assistance ƒ 0088-240-113

formation ƒ 0088-241-157

Assistance ƒ 0088-241-113

formation ƒ 0088-242-157

Assistance ƒ 0088-242-113

formation ƒ 0088-250-157

Assistance ƒ 0088-250-113
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For SoftBank handset or service information, call General Information. For rep

■ Call these numbers toll free from landlines. 

SoftBank Customer Centers
From a SoftBank handset, dial toll free at 157

for General Information or 113 for Customer Assistance

SoftBank 
From outside Ja

(Internati

Subscription Area Service

General InHokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, 

Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, 

Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui Customer 

General In
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka

Customer 

General In
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama

Customer 

General InHiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, 

Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, 

Kagoshima, Okinawa Customer 
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サブメニュー 参照先

 AP.6-2

クチャー AP.8-2

ジタルカメラ AP.8-2

イ絵文字 AP.8-2

うた・メロディ AP.8-2 
!アプリ AP.16-2

楽 AP.8-2

デオ AP.8-2

活アプリ AP.17-2

ック AP.8-2

スタムスクリーン AP.9-6 
lash

 

®  AP.8-2

信音  Flash ® AP.8-2

の他ファイル AP.8-2

用容量確認 AP.8-2

レンダー AP.12-2

覚まし AP.12-11

卓 AP.12-15

定表 AP.12-8

界時計 AP.12-14

イスレコーダー AP.12-16

キュメントビューア AP.12-18

トップウォッチ AP.12-24

ッチンタイマー AP.12-25

計簿 AP.12-25

モ帳 AP.12-26

ーコードリーダー AP.12-19

イド機能 AP.12-27
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機能一覧

メインメニュー サブメニュー 参照先 

Yahoo!ケータイ 

Yahoo!ケータイ AP.15-3

ブックマーク AP.15-9

お気に入り AP.15-9 
URL入力 AP.15-4

閲覧履歴 AP.15-4 
S!速報ニュース AP.15-15 
PCサイトブラウザ AP.15-18

設定 AP.15-21

メディアプレイヤー

音楽 AP.7-6

ビデオ AP.7-8

ストリーミング  AP.15-13

メール

受信ボックス AP.14-23

新規作成 AP.14-7

新着メール受信  AP.14-19

下書き AP.14-18

例文 AP.14-14

送信済みボックス AP.14-23

未送信ボックス  AP.14-23

未受信メール操作 AP.14-22 
SMS新規作成 AP.14-6

設定 AP.14-33

メール容量確認  AP.14-3

メインメニュー

カメラ ─

データフォルダ

ピ

デ

マ

着

S

音

ビ

生

ブ

カ

F

着

そ

使

ツール

ツール１

カ

目

電

予

世

ツール２

ボ

ド

ス

キ

ツール３

家

メ

バ

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

luetooth  AP.10-2

外線通信 AP.10-10

ードリーダモード AP.11-9

モリカード AP.11-2

信時間・料金 AP.2-14

易留守設定 AP.2-9

守番・転送電話 AP.13-2 
Vコール設定 AP.5-6

番号通知・表示 AP.13-10

信お知らせ機能 AP.13-5

際発信設定 AP.9-26

話明細表示 AP.9-27

着信規制 AP.13-7

話時間お知らせ AP.9-27

動応答（イヤホン） AP.9-27

込通話 AP.13-5

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

ットワーク自動調整 AP.10-15

置情報設定 AP.10-15

ットワーク状態表示 AP.10-15
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おサイフケータイ
生活アプリ  AP.17-2 
ICカード設定 AP.17-4

電話機能

電話帳 AP.4-2

電話帳新規登録  AP.4-4

お知らせ AP.2-7

通話履歴 AP.2-13

簡易留守録再生  AP.2-10

留守電サービス再生  AP.13-4

グループ設定 AP.4-11

自分の電話番号  AP.4-19

短縮ダイヤル設定 AP.4-13

メールグループ登録  AP.4-12 
S!電話帳バックアップ AP.4-15

設定 AP.4-9

電話帳管理 AP.4-8

設定 本体設定

マナーモード設定 AP.9-2

画面表示設定 AP.9-3

カスタムスクリーン  AP.9-6

音・バイブ・ライト  AP.9-11

日時設定 AP.9-15 
Language  AP.9-6

ユーザー辞書 AP.9-16 
S!アプリ設定 AP.16-7

着信音出力切替  AP.9-14

受話音量調節 AP.9-14

メニュー切替 AP.1-28

セキュリティ設定 AP.9-17

ソフトウェア更新 AP.21-8

初期化 AP.9-25

設定

外部接続 

B
赤

カ

メ

通話／ 

TVコール設定

通

簡

留

T
発

着

国

通

発

通

自

割

ネットワーク

設定

ネ

3
オ

ネ

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.9-21）

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
の旨が表示されるときは、 USIMカード

る可能性があります。 

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.1-22） 

クを解除してください。（ AP.9-22）

解除してください。（ AP.1-22） 

クを解除してください。（ AP.9-22）

モードに設定してください。

 

止を解除してください。（ AP.9-23）

所に移動してかけ直してください。 

地域に適した モードを選択 してくださ
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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？ 

.電池パックが本機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

未挿入の旨が表示される 

.

 

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

が破損してい

.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（ AP.1-22）が設定されていませんか？ 

.キー操作ロック（ AP.9-22）が設定されていませんか？ 

.誤動作防止を

.キー操作ロッ

ダイヤルを押しても電話

がかけられない 

.誤動作防止（ AP.1-22）が設定されていませんか？ 

.キー操作ロック（ AP.9-22）が設定されていませんか？ 

.誤動作防止を

.キー操作ロッ

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.9-24）

.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 くい場所では あり

ませんか？ 

.

 
3G／ GSM設定（ AP.2-16）で「 GSM」に設定され

ていませんか？ 

.電波の届く場

.お 使いになる

い。
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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。

― 

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、本機を長時間肌に触れたまま使用し

温やけどになる恐れがあります。

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（ AP.2-20）が設定されていませ

んか？ 

.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 ネクターが本 機または卓上 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？ 

.電池パックが本機に装着されていますか？ 

.本機が卓上ホルダーに確実に装着されていますか？ 

.本機、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、本機の外部機器端子、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。 

.電池パックの寿命、または電池パックが異常の場合は

充電時間が短くなることがあります。
.新しい電池パ

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、本機が熱くな

ることがあります。 

.手 で触れるこ

ません。ただ

ていると、低

（ AP.xix）



 

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）

―

―

連絡ください。

症状 確認すること 処　置

画面表示

原因／処置

」

」 

.一時停止中の S!アプリがあります。 
V  

.一 時停止中の S!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。
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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」表示が出ているとき

誤動作防止が設定されています。（ AP.1-22）

設定を解除し ないとボタン 操作はできませ ん。ただし、電

話がかかって きたときは、エニー キーアンサーの各 ボタン

（ AP.2-6）を押して電話に出ることができます。

■「 r」表示が出ているとき

キー操作ロックが設定されています。（ AP.9-22）

キー操作ロックを解除しないと電話はかけられません。

ただし、電話がかかってきたときは、エニーキーアンサーの

各ボタン（ AP.2-6）を押して電話に出ることができます。

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

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。

照明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.21-27）までご

こんなときはご利用になれません S!アプリに関する

画面表示

「一時停止中の S!アプ リが

あります。終了しますか？

「一時停止中の S!アプ リが

あります。再開しますか？

「○○を 本体に ダウンロ ー

ドします。ダウンロードサ

イズ： XXKB 保存サイズ

XXKB ダウ ンロ ー ドし 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 カードに ダ

ウンロードします。本体の

空 き容 量 が不 足 して い る

ためです。ダウンロードサ

イズ： XXKB 保存サイズ

XXKB ダウ ンロ ー ドし ま

すか？」 
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できないとき

られます。詳しくは、「 http://www.
てください。 

ーパーメール／ロングメールなどの契

していないとき 

ル対応機やロングメール対応機などの

ータ容量が異なります。 

していないとき 

応しているときは、 JPEG形式の画像を 
送信できます。（ AP.8-16）

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、

蓄積されます。 

除してください。（ AP.14-29）

るメモリができると、自動的に未受信

され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.14-36） 

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.14-29）

画面表示 原因／処置 こんなときは（メール）
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■写メールがうまく送信

次のような原因が考え

softbank.jp」を参照し

.相手が S! メール／ス

約をしていないとき 

.相手が S!メールに対応

,相手がスーパーメー

ときは、受信できるデ

.相手が JPEG形式に対応

,相手が PNG形式に対

PNG 形式に変換して

■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

未受信メールボックスに

.不要な受信メールを削

新しいメールを保存す

メールボックスに蓄積

.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

「本 体の登 録可能件 数を超

えて い るた め 保存 で きま

せん」 

.すでに本機に S! 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 S!アプリを削除してから、や

り直してください。（ AP.16-5）

「す でに登 録されて いるア

プ リ ケ ー シ ョ ン と 同 じ

バ ージ ョ ン で す。ダ ウン

ロードを続けますか？」 

.ダウ ンロード しようと している S!
アプリと同じバージョンが、本機に

登録されています。 
V  

.「はい」／「いいえ」を選び、 %を

押し て、ダウン ロード してく ださ

い。

「す でに登 録されて いるア

プリ ケ ーシ ョ ンよ り 新し

いバージョンです。ダウン

ロードを続けますか？」 

.ダウ ンロード しようと している S!
アプリの古いバージョンが、本機に

登録されています。 
V  

.「はい」を選び、 %を押すと、ダウ

ンロードを継続します。

「いいえ」を選び、 %を押すと、ダ

ウンロードを中止します。

補足 X 次 のような 内容が表 示され たときは ダウン ロードで きま

せん。 

.「無効なデータのためダウンロードできません」 

.「サイズが大きいため受信できません」



 

フトウェアを更新する前に」をお読

新」を選び、 %を

確認画面が表示さ

に従って操作して

中は「 A」が表示

時間がかかること

完了の画面が表示

動されます。再起動

ージが表示され、お

す。（「 B」表示） 

表示時に %を押し

せは表示されませ

ソフトウェアを更新する

S 本体設定（ f） S ソフトウェア更新

ソフトウェア
更新の確認画面

更新完了の画面
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ネットワーク を利用して、本機の 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、本機は使用できません。 

.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。 

.本機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。 

.本機とパソコンを 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。

操作の前に、左記「ソ

みください。 

1「ソフトウェア更

押す。

ソフトウェア更新の

れます。 

.以降は、画面の指示

ください。

（ソフトウェア更新

されます。） 

.更新完了までには

があります。 

.更新完了後は、更新

されたあと、再起

後に、完了メッセ

知らせ表示されま

,完了メッセージ

たときは、お知ら

ん。

ソフトウェアの更新

ソフトウェアを更新する前に

ソフト ウェア 更新を行 う前に すべて の動作を 終了さ せる

ため、必ず電源 をいったん切り、再 度電源を入れ てから、

ソフトウェア更新を実行してください。

メニュー X 設定 
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注意 X ソフトウェア更新に失敗すると、本機
予約更新を利用すると

トウェア更新の確

。このあと、 %を

ままにしておくと、

更新が実 行されま

いるときは、ソフト

れません。他の機能

ウェア更新の確認

。（ 10分以上他の機

、ソフトウェア更新

す。） 

防止 が設定 されて

ウェア更新後、誤動作防止は解除されま

更新は、本機に登録されたデータ（電話

など）を残したまま行うことができます

（故障・破損・水濡れなど）によっては、

データが破棄されることがあります。必要

ト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

ア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

電 池を装着してから電源を入れ直してく

新については、ソフトバンクホームペー
softbank.jp」でもご案内しています。

ソフトウェア更新の
確認画面（予約時）
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が使 用できなくな ることがあ ります。

このときは、ご契約いただいたソフト

バンクの故障受付（ AP.21-27）にご

相談ください。

更新結果を確認する

■お知らせ表示されているときは、次の操作

を行うと、更新結果が表示されます。

「ソフトウェア更新結果」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと %

■待 受画面 からは、次 の操作 で表示 できま

す。 
%S「設定」選択 S%Sf（「本体設

定」選択） S「ソフトウェア更新」選
択 S%S「更新結果表示」選択 S% 
, 確認の終了：上記操作のあと %

ソフトウェア
更新失敗画面

ソフトウェア
更新結果画面

■予約時刻になると、ソフ

認画面が 表示されま す

押すか、約 10秒間その

自動的 にソフト ウェア

す。 

. 他の機能を操作して

ウェア更新は実行さ

を終了すると、ソフト

画面が表示されます

能を使用していると

の予約が解除されま

. 予約更 新前に 誤動作

いたときは、ソフト

す。

注意 X .ソフトウ ェアの

帳／画像 ／音楽

が、本機の状況

保存されている

なデータは、ソフ

おかれることを

タなど、バック

なお、データが消

は責任を負いか
.ソフトウェア 書

池を外し、再度

ださい。

補足 X ソフトウェアの更

ジ「 http://www.
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姑 孤己 庫弧戸 故枯 湖狐
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蛔蛞蛩 蛬蛟 蛛蛯 蜒
蜀蜃蛻 蜑蜉 蜍蛹 蜊
蜷蜻蜥 蜩蜚 蝠蝟 蝸
蝴蝗蝨 蝮蝙

蝓蝣 蝪蠅 螢螟 螂
螽蟀蟐 雖螫 蟄螳 蟇
蟯蟲蟠 蠏蠍 蟾蟶 蟷
蠑蠖蠕 蠢蠡 蠱蠶 蠹
衄衂衒 衙衞 衢衫 袁
衵衽袵 衲袂 袗袒 袮
袍袤袰 袿袱 裃裄 裔
裝裹褂 裼裴 裨裲 褄
褓襃褞 褥褪 褫襁 襄
褸襌褝 襠襞

襦襤 襭襪 襯襴 襷
覈覊覓 覘覡 覩覦 覬
覺覽覿 觀觚 觜觝 觧
訃訖訐 訌訛 訝訥 訶
詒詆詈 詼詭 詬詢 誅
誨誡誑 誥誦 誚誣 諄
諚諫諳 諧諤 諱謔 諠

637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716

717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
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区点1〜 区点4桁目 区点1〜 区点4桁目 区点1〜 区点4桁目 区点1〜
3桁目

区点4桁目

８９ ０１ ２３ ４５ ６７ ８９
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3桁目 3桁目 3桁目０ １２ ３４ ５６ ７８ ９ ０ １２ ３４ ５６ ７８ ９ ０１ ２３ ４５ ６７

閹 閾闊 濶闃闍 闌闕 闔闖
關 闡闥 闢阡阨 阮阯 陂陌
陏 陋陷 陜陞

陝陟 陦陲陬 隍隘 隕隗
險 隧隱 隲隰隴 隶隸 隹雎
雋 雉雍 襍雜霍 雕雹 霄霆
霈 霓霎 霑霏霖 霙霤 霪霰
霹 霽霾 靄靆靈 靂靉 靜靠
靤 靦靨 勒靫靱 靹鞅 靼鞁
靺 鞆鞋 鞏鞐鞜 鞨鞦 鞣鞳
鞴 韃韆 韈韋韜 韭齏 韲竟
韶 韵頏 頌頸頤 頡頷 頽顆
顏 顋顫 顯顰

顱顴 顳颪颯 颱颶 飄飃
飆 飩飫 餃餉餒 餔餘 餡餝
餞 餤餠 餬餮餽 餾饂 饉饅
饐 饋饑 饒饌饕 馗馘 馥馭
馮 馼駟 駛駝駘 駑駭 駮駱
駲 駻駸 騁騏騅 駢騙 騫騷
驅 驂驀 驃騾驕 驍驛 驗驟
驢 驥驤 驩驫驪 骭骰 骼髀
髏 髑髓 體髞髟 髢髣 髦髯
髫 髮髴 髱髷

髻鬆 鬘鬚鬟 鬢鬣 鬥鬧
鬨 鬩鬪 鬮鬯鬲 魄魃 魏魍
魎 魑魘 魴鮓鮃 鮑鮖 鮗鮟
鮠 鮨鮴 鯀鯊鮹 鯆鯏 鯑鯒
鯣 鯢鯤 鯔鯡鰺 鯲鯱 鯰鰕
鰔 鰉鰓 鰌鰆鰈 鰒鰊 鰄鰮
鰛 鰥鰤 鰡鰰鱇 鰲鱆 鰾鱚
鱠 鱧鱶 鱸鳧鳬 鳰鴉 鴈鳫
鴃 鴆鴪 鴦鶯鴣 鴟鵄 鴕鴒
鵁 鴿鴾 鵆鵈

鵝鵞 鵤鵑鵐 鵙鵲 鶉鶇
鶫 鵯鵺 鶚鶤鶩 鶲鷄 鷁鶻
鶸 鶺鷆 鷏鷂鷙 鷓鷸 鷦鷭
鷯 鷽鸚 鸛鸞鹵 鹹鹽 麁麈
麋 麌麒 麕麑麝 麥麩 麸麪
麭 靡黌 黎黏黐 黔黜 點黝
黠 黥黨 黯黴黶 黷黹 黻黼

黽 鼇鼈 皷鼕 鼡鼬鼾 齊齒
齔 齣齟 齠齡 齦齧齬 齪齷
齲 齶龕 龜龠

堯槇 遙瑤 凜熙

797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836

837
838
839
840
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絵文字一覧

注意 X 絵文字非対応のソフトバンク携帯電話や、 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

ジションにした状態で通話や操作をせ

できる静止状態から算出した平均的な

きにくい場所（ビル内、車内、カバン

示状態の待受では、ご利用時間が約半

ります。また、使用環境（充電状態、気

ご利用可能時間が変動することがあり

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

。 

態での利用（インターネットご利用時

連続通話時間および連続待受時間は短

状態では、通話時間および待受時間が

す。 

ては、通話時間および待受時間が短く

 AP.1-13） 

度の高い技術で作られていますが、画

画素がありますので、あらかじめご了
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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。

■ SoftBank  812SH s B  

.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、本機をクローズポ

ず、電波が正常に受信

計算値です。電波の届

の中など）や、圏外表

分以下になることがあ

温など）によっては、

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

.照明が点灯している状

など）が多いときは、

くなります。 

.

 
S!アプリを起動させた

短くなる場合がありま

.操作や設定状態によっ

なることがあります。（

.液晶画面は非常に精密

素欠けや常時点灯する

承ください。

主な仕様

質量 約 105 g

連続通話時間
約 150分（ 3Gモード）

約 240分（ GSMモード）

連続待受時間

（クローズポジション時）

約 330時間（ 3Gモード）

約 320時間（ GSMモード） 

TVコール連続通話時間 約 80分（内側カメラ使用時）

充電時間

（本機の電源を切って

充電した場合）

急速充電器　　　　　：約 150分

シガーライター充電器：約 150分

サイズ

（幅×高さ×奥行）

約 49× 97× 17.6mm
（クローズポジション時、突起部  除く）

最大出力 
0.25W（ 3Gモード） 

2.0W（ GSMモード）



 

■急速充電器

済みボックス、未送信ボックスはメモリ

ルダとメモリを共有しています。

ォルダとメモリを共有しています。

とメモリを共有しています。

メール

５ Mバイト、最大 1000件

３ Mバイト※ 1

３ Mバイト、最大 500件※ 1

３ Mバイト※ 1

 64Mバイト※ 2 

S!アプリ 

 64Mバイト、 100件（本体）※

データフォルダ

 64Mバイト※
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■電池パック

※ 1 メールの下書 き、送信

を共有しています。

※ 2 S!アプリ、データフォ

※メールの例文、データフ

※メールの例文、 S!アプリ

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 44.5× 4.5× 37.7mm（突起部  除く）

メモリ容量一覧

受信ボックス 最大

下書き 最大

送信済みボックス 最大

未送信ボックス 最大

例文 最大

S!アプリ 最大

データフォルダ 最大
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L   ..............................................15-3
Gファイル  ................................. 8-7
へ変更  .......................................14-9
コール  ........................................ 5-2
コール画面設定  .......................... 5-5
コール設定  ................................. 5-6
L入力  ............... 15-4、 15-14、 15-20
Lをメール送信  ............. 15-4、 15-20
IMカード  .....................................1-4
L接続（インターネット）  ............ 7-7
L接続（カスタムスクリーン）  ..... 9-8
L接続情報表示  ..........................7-10
hoo!ケータイ  ............................15-2
hoo!ケータイに接続  .................15-3

イコン表示  .................................. 9-5
かさたな別検索（電話帳）  ............ 4-9
るさ調整（ TVコール）  ................. 5-6
るさ調整（カメラ）  .....................6-16
るさ調整（照明）  .........................9-10
ップロード  ............................... 15-21
ラーム音／ムービー  ........ 12-5、 12-9
ラーム動作設定  ..........................12-3
レンジメール  .............................14-11
証番号  ........................................1-30
証番号（ PINコード）  .....................1-6
証番号変更（操作用暗証番号）  ... 9-25
証番号変更（発着信規制用暗証番号）  .. 13-10
置情報設定  ............................... 10-15

あ
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１文字変換  .....................................3-11
3Gモード  ...................................... 2-16
Bccへ変更  ..................................... 14-9
Bluetooth

 
®   .................................. 10-2

Ccへ変更  ...................................... 14-9
Cookie   .......................... 15-21、 15-22
DPOF（印刷指定）  .........................11-7
Eメールアドレス  .............................4-3
FeliCa   ......................................... 17-2
Flash

 
®   ...........................................8-2

Flash
 

®取得規制   ......................... 15-23
GSMモード  ................................... 2-16
ICカード  ....................................... 17-2
ICカード情報  ................................ 17-4
ICカードロック  ............................. 17-4
IPサービス設定  .............................9-23
Language   .....................................9-6
PCサイトブラウザ  .......................15-18
PIN On／ Off設定  .......................... 9-21
PINコード  ............................. 1-6、 9-21
PINコード変更  ..............................9-22
QRコード作成  ............................ 12-22
Referer送出  ................................ 15-22
S!  FeliCa   ..................................... 17-2
S!アプリ  ....................................... 16-2
S!アプリ関連の設定  ...................... 16-7
S!アプリ設定リセット  ................... 16-8
S!アプリ通信設定  ....................... 19-20

S!アプリ点滅制御   ........................ 16-8
S!アプリの起動  ............................. 16-4
S!アプリの再開  ............................. 16-4
S!アプリの削除  ............................. 16-5
S!アプリの終了／一時停止  ............ 16-4
S!アプリのダウンロード  ............... 16-3
S!アプリ待受  ................................ 16-6
S!アプリライブラリ  ...................... 16-2
S!アプリをすべてリセット  ............ 16-8
S!一斉トーク  ............................... 19-13 

S!一斉トークメンバーリスト  .... 19-15、 19-17、 19-18 
S!おなじみ操作  ............................... 9-9
S!キャスト  .................................... 18-2
S!速報ニュース  ............................ 15-15
S!タウン  ....................................... 19-2
S!電話帳バックアップ  .................. 4-15
S!ともだち状況  ............................. 19-4
S!ともだち状況追加登録  ............... 19-6
S!ともだち状況通知  ...................... 19-5
S!ともだち状況通知リスト  ........... 19-12
S!メール  ....................................... 14-2
S!メール設定  .............................. 14-37
S!メールの続きを受信  ................. 14-21
S!ループ  ....................................... 19-3
SD固有データ   ............................... 11-7
SDビデオ内の動画の確認  ............... 6-11
Sharp Space Town  .................... 15-9
SMS  ............................................. 14-2
SMS設定  .................................... 14-36
SMSセンター番号  ....................... 14-37

SS
SV
To
TV
TV
TV
UR
UR
US
UR
UR
UR
Ya
Ya

ア
あ

明
明

明

ア
ア

ア
ア

暗

暗
暗

暗
位

索引

英数字



 

一括指定（ DPOF）  .........................11-8
一括データ送信（ Bluetooth ®）  ..... 10-7

音量（メディアプレイヤー）  ............ 7-6 簡易登録（スタンプ貼付）  ..............12-3
簡易留守録  ...................................... 2-9

易留守録設定（マナーモード）  ..... 9-2
算（電卓）  ................................. 12-15
単メール  .................................. 14-33
ー操作ロック  ............................. 9-22
器名の変更（自分の電話の名称）  ...10-9
号入力  ......................................... 3-8
ッチンタイマー  ....................... 12-25
動開始時間（ S!アプリ）  ..............16-6
能一覧  ........................................21-2
能の移動（ショートカット）  .......1-24
能の変更（ショートカット）  .......1-24
ャッシュ  ................................... 15-21
ャッシュメモリ  ..........................15-2
速充電器  ..................................... 1-17
を検索  ......................................... 7-3
替通話  ........................................13-6
り取り（文字）  ............................3-13
似予測変換  .................................. 3-6
イックオペレーション  ................1-25
点コード一覧  ............................ 21-10
点コード入力  ............................... 3-9
番号自動付加  ............................. 9-26
番号リスト  ................................ 9-26
り返し設定（カレンダー）  ...........12-6
ループ検索（電話帳）  ................... 4-9
ループ設定（電話帳）  .................. 4-11
ループ着信時動作設定  ................4-12
ローズポジション  ........................1-11
告画面表示設定  ....................... 15-22
外  ...................................... 1-9、 21-6
索  ............................................ 15-20
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一括データ送信（赤外線）  .............10-13
印刷指定（ DPOF）  .........................11-7
印刷指定状況確認  ...........................11-8
インデックス印刷指定  .................... 11-8
内側カメラ／外側カメラ切替  ........ 6-17
エニーキーアンサー  ............... 2-6、 9-2
絵文字入力  ......................................3-8
絵文字一覧  ...................................21-16
エラー音  ....................................... 9-14
エンタテイメント  ...........................18-1
応答状況一括設定  ......................... 19-11
オープンポジション  ....................... 1-11
お気に入り  .................................... 15-9
お気に入り編集  ............................ 15-11
おサイフケータイ（ S! FeliCa）  ...... 17-1
お知らせ  .........................................2-7
お知らせ表示  ............................... 14-20
お知らせライト設定  ...................... 9-13
お天気アイコン  ............................. 18-4
音・バイブ・ライト  .......................9-11
オフラインモード  ..........................2-20
音楽の再生  ......................................7-4
音響効果  .........................................7-7
音訓変換  ........................................3-11
音声切替（ TVコール）  .....................5-5
音声着信音設定  ..............................8-11
音量（ S!アプリ音量）  .................... 16-7
音量（簡易留守録）  ........................ 2-10
音量（受話音量）  .........2-11、 5-4、 9-14
音量（着信音量）  ............................9-11
音量（目覚まし）  ..........................12-13

カーソル  ....................................... 15-6
カーソル後消去  ............................. 3-14
カードリーダモード  ....................... 11-9
ガイド機能  .................................. 12-27
ガイド設定（顔認証）  ....................9-20
開封済みにする  ........................... 14-25
外部起動設定（ ICカード）  ............. 17-7
顔認証  ........................................... 9-17
顔文字入力  ...................................... 3-9
学習辞書リセット  ......................... 3-13
家計簿  ......................................... 12-25
画質設定（カメラ）  ........................ 6-16
カスタムスクリーン  ........................ 9-6
画像・音設定  ............................... 15-21
画像回転  ....................................... 8-16
画像加工  ....................................... 8-12
画像表示設定（メール）  ............... 14-38
カナ英数字変換  .............................. 3-11
壁紙  ................................................ 9-3
壁紙登録  ....................................... 8-10
カメラ  ............................................. 6-2
カメラ選択（ TVコール）  .................. 5-6
画面  .................................................1-9
画面ピクチャー  ............................... 9-3
画面表示時間  ................................ 9-10
画面表示設定  .................................. 9-3
カレンダー  .................................... 12-2
カレンダー色設定  ......................... 12-2
カレンダー書式  ............................. 9-16
カレンダー表示（待受画面）  ............ 9-5
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効果音（ S!一斉トーク）  ................. 9-13
効果音設定  .................................... 9-13

シーン別撮影  ................................ 6-16
シガーライター充電器  .................... 1-19

詳細情報（ S!アプリ）  .....................16-5
詳細情報（インターネット）  ........ 15-20

細情報（データフォルダ）  ....8-6、 14-30
細情報（動画／音楽）  ................... 7-7
細情報（メール）  .... 14-18、 14-22、 14-30
態設定  ...................................... 19-12
ョートカット  ..............................1-24
報画面  ........................................15-2
報の更新  .................................. 15-20
報表示画面  .................................16-3
明（ TVコール）  ............................ 5-7
明（ S!アプリ）  ............................16-7
明（画面／ボタン）  .....................9-10
明（メディアプレイヤー）  ...........7-10
用容量確認（ S!アプリライブラリ）  ... 16-2
用容量確認（データフォルダ）  ..... 8-2
用容量確認（メモリカード）  ....... 11-7
期化（ Yahoo!ケータイ）  .......... 15-21
期化（ S!アプリ）  ........................16-8
期化（設定）  ............................... 9-25
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スヌーズ設定（目覚まし）  .............12-13

送信詳細の設定  ............................ 14-15
送信済みボックス  ......................... 14-2

着信時優先動作（ S!アプリ）  ...........16-8
着信時優先動作（ S!一斉トーク）  ... 19-18

信通知表示  .................................16-8
信ビデオ設定  ..............................8-10
信優先動作  .................................16-8
信ライト設定  ..............................9-13
信履歴  ...............................2-8、 2-13
知不可着信拒否  ..........................13-9
話後料金表示  ............................. 9-27
話時間お知らせ  ......................... 9-27
話時間表示  ......................2-14、 9-27
話設定  ....................................... 9-26
話中発信（多者通話サービス）  ....13-6
話料金上限設定  ..........................2-15
話料金消去  .................................2-15
話料金表示  .................................2-15
きから再生  ............. 7-6、 7-8、 15-14
にハンズフリー通話  ...................10-9
ータフォルダ  ............................... 8-2
キスト貼付（静止画編集）  ...........8-14
ルモジ表示（メール）  ............... 14-24
ルモジ表示設定（メール）  ........ 14-24
ロップ編集  .................................7-12
源 Off音  ......................................9-14
源 On音  .......................................9-14
源 Onメッセージ  .......................... 9-5
源の入れ方／切り方  ...................1-20
言メッセージ再生  .......................13-4
子ブック  .....................................18-6
送電話サービス  ..........................13-2
送不可（メール）  ....................... 14-16
卓  ............................................. 12-15
池パック  ........................... 1-12、 1-16

L286_insatsu.book 22 ページ ２００７年１１月２２日　木曜日　午前１１時９分
21-22

索
引 

21

スピーカーホン On／ Off（ S!一斉トーク）  ...19-18
スピーカーホン（ TVコール）  ... 5-5、 5-7
スピーカーホン（音声通話）  ...........2-11
すべてリセット  .............................9-25
スモールライト  ..............................1-15
スライドメール  ........................... 14-23
生活アプリ  .................................... 17-2
静止画撮影モード  ............................6-5
製造番号通知  ............................... 15-22
世界時計  ......................................12-14
赤外線通信  ...................................10-10
セキュリティ確認画面  ................. 15-22
セキュリティ設定（インターネット）  .. 15-22
セキュリティ設定（本体）  .............. 9-17
セキュリティ保護情報画面表示  ..... 15-5
セキュリティレベル  ............9-21、 16-7
接写スイッチ  ................................... 1-8
設定リセット（ S!  FeliCa）  ............ 17-8
設定リセット（ S!アプリセキュリティレベル）  .. 16-7
設定リセット（ショートカット）  ... 1-24
設定リセット（短縮ダイヤル）  ....... 4-14
設定リセット（本体）  ....................9-25
設定リセット（モード）  ................... 9-2
セルフタイマー  ..............................6-11
全員へ返信  .................................. 14-25
全設定リセット（ DPOF）  ............... 11-8
全通話履歴  .................................... 2-13
操作用暗証番号  ............................. 1-30
操作用暗証番号変更  ......................9-25
送信画質設定（ TVコール）  ..............5-7
送信画像切替（ TVコール）  ..... 5-4、 5-6

送信済メール取消  ....................... 14-27
送信ボックス表示設定  ................... 14-4
送信予約  ......................................14-17
測位 On／ Off設定  ......................... 10-16
ソフトウェア更新  ......................... 21-8
ソフトキー  .................................... 1-23

代替画像（ TVコール）  ..................... 5-6
タイムアウト時間（ Bluetooth ®）  .. 10-9
ダイヤル表示設定（画面）  ............... 9-5
ダイヤルボタンの文字割り当て  ....... 3-3
ダウンロード辞書  ......................... 9-16
卓上ホルダー  ................................. 1-18
多者通話サービス  ......................... 13-6
縦横設定（電子ブック）  ................. 18-7
短縮ダイヤル設定  ......................... 4-13
ちかチャット  ............................... 19-19
着信（ TVコール着信）  ..................... 5-3
着信（音声着信）  ............................. 2-6
着信相手表示（サブ画面）  .............. 9-11
着信お知らせ機能  ......................... 13-5
着信音／ビデオ（電話帳グループ別）  ... 4-12
着信音／ビデオ（電話帳個別）  ........ 4-5
着信音／ビデオ（本体設定）  ........... 9-11
着信音  Flash ®  ................................ 8-2
着信音出力切替  ............................. 9-14
着信音選択（フィーリングメール）  .... 14-21
着信規制  ....................................... 13-8
着信拒否電話番号  ......................... 13-9

着
着

着
着

着

通
通

通
通

通

通
通

通
通

続

常
デ

テ
デ

デ

テ
電

電
電

電

伝
電

転
転

電
電

た



 

21-23

索
引 
21
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文字サイズ（電子ブック）  .............. 18-7
文字サイズ（メディアプレイヤー）  ... 7-13

連携予測変換  .................................. 3-6
連写撮影  ....................................... 6-12
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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。

は修理の際に本機に登録したデータ（電

楽など）や設定した内容が消失／変化し

つきましては、当社は責任を負いかねま

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

本機をお買い 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.21-4）

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

契約いただいたソフ トバンクの故障受付（ AP.21-27）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「ソフトバンクショップ」ま

たは「お問い合わせ先」（ AP.21-27）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

話帳／画像／ 音

た場合の損害 に

すのであらかじ

.本製品を分解 ／

ます。また、改

せんので、ご注
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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）

b0088-250-157（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

ソフトバンクお客さまセンター
総合案内 ： ソフトバンク携帯電話から157（無料）

紛失・故障受付： ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンク
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・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・

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
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