


はじめに
このたびは、「SoftBank 830P」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

!SoftBank 830Pをご利用の前に、この「取扱説明書」（本書）、「らくらくスタートブック」および画面で見る
「使いこなし読本」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
!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（ZP.15-30）までご連絡ください。
!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 830P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、予告な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漏れなどお気づきの点がございましたら
お問い合わせ先（ZP.15-30）までご連絡ください。

!乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 830P」には、この「取扱説明書」（本書）と「らくらくスタートブック」が付属されています。
!  基本的な使いかたや利用方法を知りたい場合は「らくらくスタートブック」をお読みください。
!  各機能の詳しい使いかたを知りたい場合はこの「取扱説明書」をお読みください。
!  各機能のより詳細な内容を参照したい場合は画面で見る「使いこなし読本」を下記サイトからダウンロードしてください。

 　4パソコンから　http://www.softbank.jp/mb/r/support/830p/
 　4携帯電話から　http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/830p/
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索引 ZP.15

目次 ZP.vi

機能やサービスの
名前がわかっているとき

したいこと検索 ZP.ii

索引 ZP.15

したいことや目的が
決まっているとき

できること検索 ZP.iv

目次 ZP.vi

この電話機でできること
を知りたいとき

機能一覧 ZP.15

ディスプレイ ZP.1-

画面の表示やマークの
意味を知りたいとき

目次 ZP.vi

各章目次 Z各章

この取扱説明書の内容を
知りたいとき

故障かな？と思ったら ZP.15

保証とアフターサービス ZP.15

おかしいな…
故障かな？と思ったとき

本
書
の
構
成
と
検
索
方
法



カメラ／ビデオとして使いたい
蔵のカメラで静止画や
画を撮影できます。

お気に入りの着うた®を入手したい
単なメニュー操作で着うた®サイト
らダウンロードできます。

メールアドレスを変更したい
好きなメールアドレスに変更でき
す。

止画の撮影ZP.5-5
画の撮影ZP.5-6

ールアドレスの変更ZP.11-3

楽のダウンロードZP.6-5

電話としてすぐに使いたい
声電話はもちろんテレビ電話も利用
きます。

声電話をかけるZP.2-2
VコールをかけるZP.2-5
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音楽プレイヤーとして使いたい
音楽のダウンロードも
簡単にできます。

電話やメール以外
でも楽しく便利に
使いたい

内
動

着うた®などを着信音に設定したい
着信音設定で着うた®を選ぶだけでOK
です。着信音 Flash®も利用できます。

自分だけの
ケータイに
カスタマイズしたい

簡
か

自分の電話番号を確認したい
自分の電話番号は、本機の画面で簡単
に確認できます。新しいケータイを

友達に知らせたい

お
ま

し
た
い
こ
と
検
索

メディアプレイヤーZP.6-4
静
動

自分の電話番号を確認するZP.1-25

着信音を変えるZP.14-2

メ

音

操作の基本を覚えたい
メニューからの機能選択が操作の基本
です。ボタンの使い方なども覚えてお
きましょう。

音
で

機能の呼び出しかたZP.1-18
各部の名称と機能ZP.1-4

音
T

とにかく早く
基本操作を覚えたい



iii

近くの友達にアドレスを伝えたい
赤外線通信が便利です。オーナー情報
に自分のメールアドレスを登録してか
ら操作しましょう。

赤外線送信ZP.4-11

各機能を手早く使いたい
よく使う機能のショートカットを待受
画面上に登録して、すぐに呼び出すこ
とができます。

待受ウィンドウZP.1-17

インターネットを利用したい
ソフトバンクならではのYahoo!連動
サービスが利用できます。

Yahoo!ケータイZP.12-2
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待受画面をアレンジしたい
壁紙を利用しましょう。選んだ壁紙の
上に時計やカレンダーを表示できます。

壁紙設定ZP.7-16
画面表示設定ZP.14-4

電話帳に自分の情報を登録したい
自分のメールアドレスや住所などを
登録しておくと、友達に情報を伝える
ときなどに便利です。

友達に一斉にアドレスを伝えたい
メールを送るだけで伝えられます。
複数の人にも、同じメールを同時に
送信できます。

オーナー情報ZP.4-8
メール送信ZP.11-4
宛先を追加／編集するZP.11-15

以前のケータイと同じ感覚で
使いたい

S!おなじみ操作を試してみましょう。
以前使っていたケータイに近い
メニュー操作に変更できます。
S!おなじみ操作ZP.1-20

文字入力のしくみを覚えたい
メールや電話帳では文字入力が必要で
す。便利な入力機能も活用しましょう。

メールを使ってみたい
メールを目的に応じて使い分けましょう。
表現力豊かなメールも利用できます。

文字入力ZP.3-1

メールZP.11-2
フィーリングメールZP.11-5
デコレメールZP.11-6

ゲーム機として使いたい
S!アプリを使ってみ
ましょう。Yahoo!
ケータイからダウン
ロードもできます。

最新ニュースが知りたい
最新ニュースなどを登録したコンテン
ツの最新情報を確認できます。

S!アプリZP.13-1 S!速報ニュースZP.6-2



ビューブラインド
ールや電話帳などのプライベート
報が周りの人からのぞき見されない
うに、ディスプレイを見えにくくし
す。

P.1-25

データバックアップ／管理
機とパソコンの間でデータをやり
り。バックアップや編集ができます。

デコレメール
ール本文の文字色や背景などを
コレーションしたり、画像などを
入して表現豊かなHTMLメールを
成できます。

外線通信ZP.8-2
SBZP.8-5

P.11-6

フィーリングメール
ールを送る人の気持ちを着信音や
ルミネーションの変化で表現。より
が伝わるメールをやりとりできま
。

P.11-5
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シンプルモード
各機能を通常モードより簡単な操作で
使用できます。同時に表示文字と受話
音量も大きくなります。

ZP.1-22

830Pだから
できること

メ
情
よ
ま

で
き
る
こ
と
検
索

Z

PCサイトブラウザ
パソコン用サイトをフル表示。
パソコン並みの情報表示を可能にし
ます。

本
と

Yahoo!ケータイサイト
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
便利に利用できます。

ソフトバンク
ケータイだから
できること

メ
デ
挿
作

ZP.12-5
赤
U

ZP.12-2 Z

電話帳／S!電話帳バックアップ
本機の電話帳は基本機能が充実。大切
な電話帳の控えはオンラインサーバー
にバックアップし、保管することもで
きます。

メ
イ
心
す

ZP.4-1、P.4-7 Z

おなじみの機能も
さらに使いやすく

パソコンとも
親密な関係に
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3Gハイスピード
HSDPA（High Speed Downlink 
Packet Access）規格に準拠した
高速データ通信サービスで、音楽や
動画もより快適にダウンロードでき
ます。

ケータイ書籍／ブックサーフィン®

電子書籍用の便利な
ビューア。ダウンロード
した電子書籍などが閲覧
できます。
ZP.6-10
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S!おなじみ操作
以前使っていたケータイに近いメニュー
操作に変更できます。

拡大ルーペ
本機のカメラを拡大鏡のように使って、
細かい文字などを本機の画面に大きく
表示できます。

プライベートメニュー
よく使う機能をプライベートメニュー
に登録しておくと、少ない操作で呼び
出すことができます。

ZP.5-7 ZP.1-21

S!ループ
ソフトバンク独自のコミュニケーショ
ンサービス。仲間どうしのコミュニ
ティや情報交換の場を提供します。

ZP.13-4

カレンダー／アラーム
予定を登録して管理できます。
朝の目覚めはアラームで。

メディアプレイヤー
本機が携帯音楽／動画
プレイヤーに変身。音楽
／動画のダウンロードな
どが簡単にできます。

ZP.10-2、P.10-5

ZP.1-20

ZP.6-4

microSDカード
小型で大容量データの保存が
可能なmicroSDカードに対応。
パソコンとのやりとりも手軽に
行えます。
ZP.7-10
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トバンクが指定した充電器（オプション
い。
その他の付属品・オプション品につきま
先（ZP.15-30）までご連絡ください。
ョン品としても取り扱っています。
ード（以降「メモリカード」と記載しま
、本製品にはメモリカードは同梱されて
ドに関する機能をご利用いただくために
ドをご購入ください。本機は記憶容量が
リカードに対応しています（2008年9月
いるすべてのメモリカードの動作を保証
ん。あらかじめご了承ください。
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お買い上げ品の確認
830P本体

電池パック（PMBAK1）

取扱説明書
First Step Guide
らくらくスタートブック
ユーティリティーソフトウェア（CD-ROM）※

※ 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ださい。なお、ユーティリティーソ
フトウェアの最新版は、ソフトバンクホームページ
「 http://www.softbank.jp 」よりダウンロードいただけます。

お知らせ

!本機の充電には、ソフ
品）を使用してくださ

!本機の充電器および、
しては、お問い合わせ

!電池パックは、オプシ
!本機は、microSDカ
す）を利用できますが
いません。メモリカー
は、市販のメモリカー
2Gバイトまでのメモ
現在）が、市販されて
するものではありませ



ix

ン（ ）を押す表記について
記しています。

）を押す表記について
記しています。
]､S[戻る]
]、[戻る]は左記の例の場合です。
って変わります。

上
上下 上下左右

下

左
左右 真ん中

右
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本書の見かた

本書において、あらかじめご了承いただきたい内容
!「SoftBank 830P」を「本機」と表記しています。
!本書では、「microSDカード」を「メモリカード」と記載してい
ます。

!説明用画面およびイラストは、実際の画面表示や字体、形状など
と異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際
の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

!特に説明がない限り待受画面から操作を開始する手順を記載して
います。

!ボタンを1秒以上押す操作を、「長押し」と表記しています。

画面下部に表示されているナビゲーション表示の内容を実行
する場合は、それぞれの表示に対応するボタンを押します。
例）

※ 表示は画面によって変わります。

本書での表記や画面表示について

ナビゲーションボタン（ナビボタン）／ 
ソフトボタンについて

ナビゲーションボタ
本書では次のように表

ソフトボタン（
本書では次のように表
例） A[メニューテーマ

![メニューテーマ
表示は画面によ

右

上

左

下 真ん中



便利に使いこなす機能や設定を変えて
、次のようにまとめて記載しています。

る「便利な機能」を参照してください。
タマイズ）」を参照してください。
ンで「使いこなし読本」をダウンロードし、
。（ZP.xi）

て記載
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!ここで記載している操作手順や応用操作の内容は説明用のイメー
ジです。実際の内容とは異なります。

本書では次のように設定操作手順を簡略化して記載している箇
所があります。

主な操作手順の他に、
使う機能がある場合は

その章の最後にあ
14章「設定（カス
本機またはパソコ
参照してください

操作手順の表記について

手順記載の簡略化

電話帳の画面で を押してグループ設定を選び、
を押します

グループ名を入力します。

メニュー選択手順

詳細手順

メニュー選択手順 詳細手順

メインメニューで を押して電話帳を選び、
を押します。

待受画面で を押し、メインメニューを表示させます。

グループ編集の画面で を押して名称変更を選び、
を押します。

グループ設定の画面で を押してグループを選び、
A[メニュー ]を押します。

応用操作をまとめ



xi

て読む補足説明書です。本機をより使い
載しています。
イト（Z下記）から ダウンロードし、
ZP.6-10）を使ってご覧ください。
P.10-8）で下記の
、使いこなし読本を
るサイトが表示され
かかります。）

.softbank.jp/f/manual/830p/

する場合は、下記のURLを入力してアクセ

jp/mb/r/support/830p/

、別途インターネットのご利用契約が必
）
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「 便利な機能」や「 設定（カスタマイズ）」のページで
は、共通の操作や操作を開始する条件を次のように記載してい
ます。

本機の画面に表示させ
こなすための情報を掲
ソフトバンクの情報サ
本機のケータイ書籍（
バーコードリーダー（Z
バーコードを読み取ると
無料でダウンロードでき
ます。（パケット通信料が

http://broadband.mb

パソコンでダウンロード
スしてください。
http://www.softbank.

共通操作／操作開始条件の記載

共通操作
各操作を始めるまでの共通操作を記載しています。

操作手順
共通操作のあとに行います。

操作開始条件
操作を開始する条件を記載しています。上記例の場合は、文字
入力中の画面で英字入力モードに切り替えてから操作を開始し
ます。

使いこなし読本

お知らせ

!情報サイトの表示には
要です。（ZP.12-2



行為の強制（必ず実行していただくこと）を

コンセントから抜いていただくことを示しま

、充電器（オプション品）の
（共通）

電池パックおよび充電器は、ソフトバンクが指
用してください。
のを使用した場合は、電池パックを漏液、発
させる原因となります。

ださい。
などの液体が入ると発熱や感電、故障などの原
風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用
い。

ないでください。
電などの事故または故障の原因となります。

危険
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安全上のご注意
■ご使用の前に、この「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大切に保管してくださ
い。

■ここに示した注意事項は、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ぐための内容を記載していますので、必ずお守り
ください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ
る危害や損害の程度を説明しています。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

危険
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また
は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定
される」内容です。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また
は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意
この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負
う可能性が想定される場合および物的損害のみ
の発生が想定される」内容です。

禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。

分解禁止

分解してはいけないことを示します。

水ぬれ禁止

水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけ
ないことを示します。

ぬれ手禁止

ぬれた手で扱ってはいけないことを示します。

指示

指示に基づく
示します。

電源プラグ
を抜く

電源プラグを
す。

本機、電池パック
取り扱いについて

指示

本機に使用する
定したものを使
指定品以外のも
熱、破裂、発火

水ぬれ禁止

ぬらさないでく
水やペットの尿
因となります。
しないでくださ

分解禁止

分解、改造をし
火災、けが、感



xiii

かない場所に保管してください。
因となります。

場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてくだ
用中においても、指示どおりに使用しているか
さい。
となります。

扱いについて

記載
電池
い。

ないでください。
液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでく

液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

機に接続するときに、うまく接続できない場合
しないでください。電池パックの向きが間違っ
ります。
液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

の金属類で接続しないでください。また、金属
どと一緒に持ち運んだり、保管しないでくださ

液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

危険

表示 電池の種類
Li-ion リチウムイオン電池
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禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、本
機や充電器を入れないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、本機、充電器
の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させたりする原因となり
ます。

禁止

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原
因となります。

指示

ガソリンスタンドなど、引火ガスが発生する場所に立ち入る場
合は、必ず事前にソフトバンク携帯電話の電源をお切りくださ
い。また充電もしないでください。
ガスに引火する恐れがあります。

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をや
めてください。
電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させる原因となります。

禁止

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当た
る場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないでくだ
さい。 
また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布
の中、携帯カイロのそばのポケット内など）においても同様の
危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。
機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原
因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの
原因となることがあります。

禁止

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・発火の原因となります。

警告

注意

指示

乳幼児の手の届
感電、けがの原

指示

子供が使用する
さい。また、使
を注意してくだ
けがなどの原因

電池パックの取り

電池パックのラベルに
されている表示により、
の種類を確認してくださ

禁止

火の中に投入し
電池パックを漏

禁止

釘を刺したり、
ださい。
電池パックを漏

禁止

電池パックを本
は、無理に接続
ていることがあ
電池パックを漏

禁止

端子を針金など
製ネックレスな
い。
電池パックを漏



ついて

転中に使用しないでください。
となります。運転をしながら携帯電話を使用す
で禁止されています。運転者が使用する場合
止されていない安全な場所に止めてからご使用

微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本
てください。
作するなどの影響を与える場合があります。
だきたい電子機器の例
型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、
機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制
込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動
用電気機器をご使用される方は、当該の各医用
もしくは販売業者に電波による影響について
い。

など、使用を禁止された区域では、本機の電源
い。
電気機器に影響を及ぼす場合があります。
ける使用については各医療機関の指示に従っ

での携帯電話の使用は法律で禁止されていま

どを装着している場合は、胸ポケットや内ポ
はおやめください。
機器などの近くで使用すると、電波の影響で医
の故障の原因となる恐れがあります。

、着信時のバイブレーション（振動）や着信音
してください。
える可能性があります。

警告
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指示

電池パック内部の液が目のなかに入ったときは、こすらず、す
ぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の診療を受けてくだ
さい。
失明の原因となります。

指示

電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに火
気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

禁止

電池パックの使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、
変形など、いままでと異なるときは、本機から取り外し、使用
しないでください。
そのまま使用すると電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ
る原因となります。

指示

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使
用をやめてきれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害をおこす原因となります。

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電
池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからソフトバ
ンクショップにお持ちいただくか、回収を行っている市町村の
指示に従ってください。

警告

注意

本機の取り扱いに

禁止

自動車などを運
交通事故の原因
ることは、法律
は、駐停車を禁
ください。

指示

高精度な制御や
機の電源を切っ
電子機器が誤動
※注意していた
補聴器、植込み
その他医用電気
御機器など。植
器、その他の医
電気機器メーカ
確認してくださ

指示

航空機内や病院
を切ってくださ
電子機器や医用
医療機関内にお
てください。
また、航空機内
す。

禁止

医用電気機器な
ケットへの装着
本機を医用電気
用電気機器など

指示

心臓の弱い方は
量の設定に注意
心臓に影響を与
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体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが
ります。異常が生じた場合は、直ちに使用をや
を受けてください。
いる各部品の材質は次のとおりです。

材質／表面処理
ディス
側）

PC+ABS樹脂／
アクリル系UV硬化塗装処理

ィスプ
）

PC+ABS樹脂／
アクリル系UV硬化塗装処理

タン側） PC樹脂／
アクリル系UV硬化塗装処理

、電池
含）

PC+ABS樹脂／
アクリル系UV硬化塗装処理

プレイ面）アクリル樹脂／表面ハードコート

ル
ベース：PC樹脂
表面：アクリル樹脂／表面ハード
コート
アクリル樹脂／表面ハードコート
ボタン：PC樹脂
外枠パネル：PET樹脂
エラストマー樹脂

ャップ PC樹脂、エラストマー樹脂／
アクリル系UV硬化塗装処理

タン PC樹脂／
アクリル系UV硬化塗装処理
アルミ／アルマイト着色処理
PC樹脂／クロムメッキ（下地
ニッケルメッキ）
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禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に影響を与える可能性があります。
また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影
響を与えることがあります。

指示

屋外で使用中に雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って安全な
場所に移動してください。
落雷、感電の原因となります。

指示

本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなるこ
とがありますのでご注意ください。
長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れ
があります。

禁止

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器
に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

禁止

着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生していると
きなどはスピーカーに耳を近づけないでください。
難聴になる可能性があります。

指示

ヘッドホンを使用するときは音量に気をつけてください。
長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいた
めたりする原因となります。

注意

指示

お客様の体質や
生じることがあ
め、医師の診療
本機で使用して

使用箇所

外装ケース

（メイン
プレイ
（サブデ
レイ側

（操作ボ

（電池側
カバー

外装パネル（サブディス

メインディスプレイパネ

カメラパネル

操作ボタン面

外部接続端子キャップ

メモリカードスロットキ

ワンプッシュオープンボ

ヒンジ側面化粧パネル

サイドボタン



際は、指やストラップなどを挟まないようご注

や破損の原因となります。

ン品）の取り扱いについて

器および卓上ホルダー（オプション品）をぐら
傾いた所など、不安定な場所に置かないでくだ
電器および卓上ホルダーを布や布団でおおった
ないでください。
、熱がこもり、火災、故障の原因となったりし

器を抜き差ししないでください。
因となります。

圧で使用してください。
用すると火災や故障の原因となります。
C100V～240V
充電器：DC12V・24V
車専用）

ら、本機、充電器には触れないでください。
因となります。

ートさせないでください。
電、傷害の原因となります。

警告
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禁止

磁気カードなどを本機に近づけたり、挟んだりしないでくださ
い。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フ
ロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあ
ります。

禁止

ストラップなどを持って本機をふり回さないでください。
本人や他の人などに当たったり、ストラップが切れたりして、
けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

禁止

人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオープンボタン
を使用しないでください。
本人や他の人に当たり、けがの原因となります。

使用箇所 材質／表面処理

充電端子
本体 PPS樹脂

充電端子 りん青銅／
金メッキ（下地ニッケルメッキ）

操作ボタン面開閉ストッパーシート ウレタン樹脂

ネジ（電池収納部） アルミキルド鋼／
ニッケルメッキ処理

電池収納面 ステンレス

電池端子

電池端子
コネクター本体 PPS樹脂

電池端子 ベリリウム銅／
金メッキ（下地ニッケルメッキ）

電池パック
電池パック本体 樹脂部：PC樹脂

ラベル：PET樹脂

端子部 ガラスエポキシ基板／
金メッキ（下地ニッケルメッキ）

指示

本機を開閉する
意ください。
けがなどの事故

充電器（オプショ

禁止

充電中は、充電
ついた台の上や
さい。また、充
り、包んだりし
本機が外れたり
ます。

ぬれ手禁止

ぬれた手で充電
感電・故障の原

指示

指定の電源、電
誤った電圧で使
急速充電器：A
シガーライター
（マイナスアース

禁止

雷が鳴り出した
落雷、感電の原

禁止

充電端子をショ
火災、故障、感
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クを充電しないでください。
裂させる原因となることがあります。

での取り扱いについて

は、「医用電気機器への電波の影響を防止する
使用に関する指針」（電波環境協議会［平成9
びに「電波の医用機器等への影響に関する調査
3月「社団法人 電波産業会」）の内容を参考に

ースメーカおよび植込み型除細動器を装着さ
、ペースメーカ等の装着部位から 22cm以上
び使用してください。
み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動
を与える場合があります。

では次のことを守って使用してください。
治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）
を持ち込まないでください。
携帯電話の電源を切ってください。
あっても付近に医用電気機器がある場合は、携
を切ってください。
々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定め
、その医療機関の指示に従ってください。

ど混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペー
植込み型除細動器を装着している方がいる可
ので、携帯電話の電源を切るようにしてくださ

み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動
を与える場合があります。

警告
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禁止

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
アース車には絶対に使用しないでください。
火災の原因となります。

電源プラグ
を抜く

長時間使用しない場合は、充電器のプラグをコンセントから抜
いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

指示

シガーライター充電器のヒューズが万一切れた場合は、必ず指
定のヒューズを使用してください。
誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。
指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書で確認してくださ
い。

電源プラグ
を抜く

万一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシ
ガーライターソケットから充電器のプラグを抜いてください。
感電や発煙、火災の原因となります。

指示

充電器のプラグについたほこりは、ふき取ってください。
火災の原因となります。

電源プラグ
を抜く

お手入れの際は、充電器のプラグをコンセントやソケットから
抜いて、行ってください。
感電の原因となります。

指示

充電器のプラグをコンセントやソケットから抜く場合は、充電
器コードを引っ張らず、充電器を持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災の原因となり
ます。

注意

禁止

ぬれた電池パッ
発熱、発火、破

医用電気機器近く

ここで記載している内容
ための携帯電話端末等の
年4月］）に準拠、なら
研究報告書」（平成13年
したものです。

指示

植込み型心臓ペ
れている場合は
離して携行およ
電波により植込
器の作動に影響

指示

医療機関の屋内
･ 手術室、集中
には携帯電話

･ 病棟内では、
･ ロビーなどで
帯電話の電源

･ 医療機関が個
ている場合は

指示

満員電車の中な
スメーカおよび
能性があります
い。
電波により植込
器の作動に影響



機やメモリカードに登録したデータ（電話
消失・変化したときの損害につきましては、
ますのであらかじめご了承ください。大切な
控えをとっておかれることをおすすめしま

いるため、特に屋内や地下街、トンネル内な
なり、通話が困難になることがあります。ま
悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れる
らかじめご了承ください。
用いただくときは、周囲の迷惑にならないよ

た無線局です。従って、電波法に基づく検査
あります。あらかじめご了承ください。
ラジオなどをお使いになっている近くで使用
の影響を与えることがありますので、ご注意

ご利用される場合は、あらかじめメモリカー
読みになり、安全に正しくご使用ください。

を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を
通常の手段を超える方法をとられたときは第三
ースもまったくないとは言えません。この点を
で、ご使用ください。

者が別の受信機で故意または偶然に受信するこ
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xviii

お願いとご注意

!事故や故障などにより本
帳・画像・音楽など）が
当社では責任を負いかね
電話帳などのデータは、
す。

!本機は、電波を利用して
どでは電波が届きにくく
た、通話中に電波状態の
ことがありますので、あ

!本機を公共の場所でご利
うにご注意ください。

!本機は電波法に定められ
を受けていただくことが

!一般の電話機やテレビ、
すると、雑音が入るなど
ください。

!メモリカード（市販）を
ドの取扱説明書をよくお

!傍受にご注意ください。
本機は、デジタル信号
利用している関係上、
者が故意に傍受するケ
ご理解いただいたうえ
傍受（ぼうじゅ）とは
無線連絡の内容を第三
とです。

指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよ
び植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合に
は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに
確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合がありま
す。

ご利用にあたって



xix

!本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。
ートの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅
ください。
どに入れるときは、重たいものの下にならない
い。
さい。修理をお受けできないことがありま

きは、必ず本機の電源を切ってから取り外し
を接続して充電しているときは、必ず急速充
本機の電源を切ってから取り外してくださ
メールの送信などの動作中に電池パックを取
・変化・破損することがあります。
に精密度の高い技術で作られていますが、画
素がありますのであらかじめご了承くださ

定品以外のものは取り付けないでください。
機が破損することがあります。
手の届く所に置かないでください。誤って飲
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに

こえなくなるほど、ヘッドホンの音量を上げ
音が聞こえにくくなり事故の原因となりま

るときは、スピーカーをふさがないようにご

ときは、下記の機能が利用できなくなります。
しなかった場合も利用できなくなる可能性があ
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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。

!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、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避
けてください。

!使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなることがありますが、
異常ではありませんので、そのままご使用ください。

!カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルター
が変色して、映像が変色することがあります。

!端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますの
で、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。

!お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。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。

!本機のディスプレイを堅いものでこすったり、傷つけたりしないよう
ご注意ください。

!本機は防水仕様にはなっていません。水にぬらしたり、湿度の高い所
に置いたりしないでください。
･ 雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩いたりしな
いでください。

･ エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化によ
り結露し、内部が腐食する場合があります。

･ 洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れ
て、身体をかがめると、洗面所に落としたり、水でぬらしたりする
場合があります。

･ 海辺などに持ち出すときは、バッグなどに入れて、海水がかかった
り、直射日光が当たらないようにしてください。

･ 汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れたりし
ないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障する場
合があります。

･ 本機をズボンやスカ
子などに座らないで

･ 荷物のつまった鞄な
ようにご注意くださ

!銘板をはがさないでくだ
す。

!電池パックを取り外すと
てください。急速充電器
電器を取り外したあと、
い。またデータの登録や
り外すと、データが消失

!液晶ディスプレイは非常
素欠けや常時点灯する画
い。

!本機の外部接続端子に指
誤動作を起こしたり、本

! USIMカードを乳幼児の
み込む恐れがあります。
医師にご相談ください。

!歩行中は、周囲の音が聞
ないでください。周囲の
す。

!本機を手に持って使用す
注意ください。

本機を機種変更、解約した
また、本機を長時間使用
ります。
･ カメラ
･ メディアプレイヤー
･ S!アプリ

お取り扱いについて

機能制限について



いて

られたり、撮られた写真を無断で公表された
とがないように主張できる権利が肖像権です。
められている人格権と、タレントなど経済的利
ブリシティ権）があります。したがって、勝手
を撮って公開したり、配布したりすることは違
適切なカメラ機能のご使用を心がけてくださ

タ・プログラム、データベースなどは著作権法
び著作権者の権利が保護されています。こうし
は、個人的にまたは家庭内で使用する目的での
上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを
を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク
、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損
を受けることがあります。本製品を使用して複
、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心が
お願いいたします。
機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使
きましても、上記と同様の適切なご使用を心が
お願いいたします。

ent Portfolio Licenseに基づきライセンスさ
かつ非営利目的において以下に記載する行為
ライセンスされておりません。
に準拠する動画（以下、MPEG-4 ビデオ）

に従事する消費者によって記録された
する場合　
スをうけた提供者から入手されたMPEG-4ビ

PEG LA, L.L.C. 
m)をご参照下さい。
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!カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
!カメラのレンズに太陽の光が進入する状態で放置しないでください。
レンズの集光作用により、故障の原因となります。

!大切なシーン（結婚式など）を撮影される場合は、必ず試し撮りを
し、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

!カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除
き、著作権者（撮影者）などの許諾を得ることなく使用したり、転送
することはできません。

!撮影が禁止されている場所での撮影はおやめください。

著作権などにつ

他人から無断で写真を撮
り、利用されたりするこ
肖像権には、誰にでも認
益に着目した財産権（パ
に他人やタレントの写真
法行為となりますので、
い。

音楽、映像、コンピュー
により、その著作物およ
た著作物を複製すること
み行うことができます。
複製（データ形式の変換
上での配信などを行うと
害賠償の請求や刑事処罰
製などをなされるときは
けていただきますよう、
また、本製品にはカメラ
用して記録したものにつ
けていただきますよう、

モバイルカメラについて
肖像権について

著作権について

本製品は、MPEG-4 Pat
れており、お客様が個人的
に係る個人使用を除いては
! MPEG-4 Visualの規格
を記録する場合

!個人的かつ非営利的活動
MPEG-4 ビデオを再生

! MPEG-LAよりライセン
デオを再生する場合

詳細については米国法人M
(http://www.mpegla.co
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機能として株式会社ACCESSのNetFrontを

CESSの日本およびその他の国における登録商

部分に、Independent JPEG Groupが開発
います。
製品はAdobe Systems Incorporatedによ
Flash®、Flash®Lite™および／もしくは
eader®技術を含んでいます。
opyright© 1995-2006 Adobe 
acromedia Software LLC. All rights 
eserved.
dobe 及びFlashはアドビ システムズ社の商
です。
バンクの名称、ロゴは日本国およびその他の
式会社の登録商標または商標です。
ルモジ、インプットメモリ、S!メール、デコ
ール、S!ループ、PCサイトブラウザ、S!速
クアップ、S!おなじみ操作、安心遠隔ロッ
フトバンクモバイル株式会社の登録商標また

o!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.
。
echnology社からのライセンスに基づき生

いる会社名および製品名は、各社の登録商標
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JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米
国およびその他の国における米国Sun Microsystems, 
Inc.の商標または登録商標です。

アプリックス、microJBlend 及びJBlend、並びに、
アプリックスまたはJBlendに関連する商標並びにロゴ
は、米国、日本国及びその他の国における株式会社アプ
リックスの商標または登録商標です。

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。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

microSDロゴは商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテイン
メントの登録商標です。
下記の一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
Powered by MascotCapsule®
MascotCapsule® is a registered trademark of HI 
CORPORATION ©2008 HI CORPORATION. All Rights Reserved.

本製品は、インターネット
搭載しています。
NetFrontは株式会社AC
標または商標です。
本製品のソフトウェアの一
したモジュールが含まれて

本
る
R
C
M
r
A
標

SOFTBANKおよびソフト
国におけるソフトバンク株
TVコール、S!アプリ、デ
レメール、フィーリングメ
報ニュース、S!電話帳バッ
ク、3G HighSpeedはソ
は商標です。
「Yahoo!」および「Yaho
の登録商標または商標です
本製品は、InterDigital T
産・販売されています。
その他、本書に記載されて
または商標です。



波比吸収率(SAR)に

電話機は、国が定めた電波の人体吸収に
しています。
頭部のそばで使用する携帯電話機などの
る電波が人間の健康に影響を及ぼさない
づいて定められたものであり、人体側頭
平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: 
 Rate)について、これが2W/kg※の許
しています。この許容値は、使用者の年
係なく十分な安全率を含んでおり、世界
関係にある国際非電離放射線防護委員会
的なガイドラインと同じ値になっていま

のSARは、0.491W/kgです。この値
従い、携帯電話機の送信電力を最大にし
です。個々の製品によってSARに多少の
りますが、いずれも許容値を満足してい
機は、携帯電話基地局との通信に必要な
るよう設計されているため、実際に通話
常SARはより小さい値となります。
詳しい情報をお知りになりたい方は、次
照ください。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権など
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携帯電話機の電
ついて
この機種830Pの携帯
関する技術基準に適合
この技術基準は、人体
無線機器から送出され
よう、科学的根拠に基
部に吸収される電波の
Specific Absorption
容値を超えないことと
齢や身体の大きさに関
保健機関(WHO)と協力
(ICNIRP)が示した国際
す。
この携帯電話機830P
は、国が定めた方法に
て測定された最大の値
差異が生じることもあ
ます。また、携帯電話
最低限の送信電力にな
している状態では、通
SARについて、さらに
のホームページをご参

をはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権
法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修
正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、
逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないで下さい。第三
者にこのような行為をさせることも同様です。
ワンプッシュオープン™はパナソニック株式会社の商標です。
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------------------------------------------------------------------------------------------- 「米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報」
針は、独立した科学機関が定期的かつ周到
結果策定された基準に基づいています。こ
齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値

る電波の人体に対する影響は、比吸収率
ption Rate）という単位を用いて測定しま
るSARの許容値は、1.6W/kgとなってい

CCが定めた基準で実施され、下記のとおり
って身体に装着した場合は0.518W/kgで

帯電話機830Pでは、一般的な携帯電話の
.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を
試験を実施しています。FCCの電波ばく露
身体から1.5センチの距離に携帯電話を固
、ベルトクリップやホルスター等には金属
のを選んでください。

装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさ
を避けてください。
るさらに詳しい情報をお知りになりたい方
参照してください。

ications & Internet Association (CTIA)

ts.net（英文のみ）
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総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html
※ 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の

2）で規定されています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
「ソフトバンクのボディSARポリシー」について
＊ボディ（身体）SARとは：携帯電話機本体を身体に装着した状態
で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合
の最大送信電力時での比吸収率（SAR）のことです。
＊＊比吸収率（SAR）：6分間連続通話状態で測定した値を掲載して
います。
当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員
会（FCC）の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細
は「米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報」
「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。
＊＊＊身体装着の場合：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。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。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。
http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

米国連邦通信委員会の指
に科学的研究を行なった
の許容値は、使用者の年
となっています。
携帯電話機から送出され
（SAR: Specific Absor
す。FCCで定められてい
ます。
測定試験は機種ごとにF
本取扱説明書の記載に従
す。

身体装着の場合：この携
装着法として身体から1
身体に向ける位置で測定
要件を満たすためには、
定出来る装身具を使用し
部品の含まれていないも

上記の条件に該当しない
ない場合もあるので使用
比吸収率（SAR）に関す
は下記のホームページを

Cellular Telecommun
のホームページ
http://www.phonefac



「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」
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この携帯電話830Pは無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨
する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、
独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が
策定したものであり、その許容値は、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。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場
合のSARの最高値は0.805W/kg※です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、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。これ
は、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通
信を行なうように設計されているためです。
世界保健機構は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報で
は人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電
波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携
帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフ
リー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りに
なりたい場合には世界保健機構のホームページをご参照ください。
（http://www.who.int/emf）（和文非対応）

※ 身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施
されています。値は欧州の条件に基づいたものです。
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y & Charger (sold separately)

attery, charger and holder.
es other than those specified may result in 
andset or battery. Leaking, overheating, 
 may occur.

dset, battery and charger wet.
 water or pet urine get into battery and charger, 
overheating, electric shock or malfunction. Do 
 in damp places like bathrooms.

mble or modify handset.
ents such as fire, bodily injury, electric shock or 
nction.

andset, battery or charger inside cooking 
ch as microwave ovens or high-pressure 

, overheat, explode or catch fire, and handset 
 overheat, emit smoke or catch fire. The internal 
be damaged.

or otherwise subject to strong force or 

, overheat, explode, catch fire, or cause damage 

Danger

Warning
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Safety Precautions
■Before use, read these safety precautions carefully and use your 

handset properly. Keep this manual in a safe place for future reference.
■These safety precautions contain information intended to prevent bodily 

injury to the user and to surrounding people, as well as damage to 
property, and must be observed at all times.

■These symbols indicate exposure levels to bodily harm from failure to 
observe cautions or improper usage:

■Symbol Explanations

Danger Great risk of death or serious injury 
from improper use

Warning Risk of death or serious injury from 
improper use

Caution Risk of injury or damage to property 
from improper use

Prohibited Action Avoid Moisture

Disassembly 
Prohibited

Always Dry Hands 
First

Compulsory Action Disconnect Power 
Source

Handset, Batter

Use specified b
The use of devic
malfunction of h
explosion or fire

Do not get han
If liquids such as
they may cause 
not use handset

Do not disasse
May cause accid
equipment malfu

Do not place h
appliances, su
containers.
Battery may leak
and charger may
circuit may also 

Do not throw 
impacts.
Battery may leak
to handset.



nfirm 

battery into fire.
, overheat, explode or catch fire.

battery with a nail or other sharp object, 
mmer, or step on it.
, overheat, explode or catch fire.

essive force to attach battery to handset 
 cannot attach it successfully. Battery 

ong way around.
, overheat, explode or catch fire.

erminals with metallic objects or carry/
ith metal jewelry, etc.

, overheat, explode or catch fire.

 gets into eyes, do not rub; flush with 
d see a doctor immediately.

may cause blindness.

Danger

Label Battery Type

Li-ion Lithium-ion
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Keep handset off and charger disconnected in filling 
stations or places where flammable gas is generated.
Handset use in such areas may lead to fire.

If battery does not charge after specified time, stop 
charging.
Battery may leak, overheat, explode or catch fire.

Do not use or leave handset or related hardware in 
locations subject to high temperatures, such as near an 
open flame/heater, in sunlight or inside a car on an 
extremely hot day.
Do not charge, leave, use, or be carrying handset or 
related hardware in a warm place or where heat 
collects, such as under a kotatsu (blanketed warming 
table) or electric blanket, next to a kairo (worn warming 
patch), etc.
Battery may leak, overheat, explode, or ignite. Handset or related 
hardware may deform or malfunction. Part of the casing may also 
become hot and cause burns.

Do not use handset in dusty places.
May hinder heat release, or cause burnout or fire.

Keep handset out of the reach of young children.
May result in electric shock or bodily injury.

If for use by child, guardian should teach proper
handling and ensure handset is used as directed.
May result in bodily injury.

Caution

Battery

See battery label to co
battery type.

Do not throw 
Battery may leak

Do not pierce 
hit it with a ha
Battery may leak

Do not use exc
even when you
may be the wr
Battery may leak

Do not touch t
store battery w
Battery may leak

If battery fluid
clean water an
Failure to do so 
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et near high-precision electronic devices 
g weak electronic signals.

ssibly cause these devices to malfunction.
es that may be affected: Hearing aids, 
iac pacemakers, implantable cardioverter 
er medical electronic devices, fire alarms, 

 and other automatically controlled devices.
 implantable cardiac pacemaker or cardioverter 
ther electronic medical devices, should consult 
facturer or vendor for advice on possible radio 

et where use is prohibited, such as aboard 
ospitals.
rfere with the operation of sensitive devices and 

al equipment.
ctions given by the respective medical facilities 
e of mobile phones on their premises. In 
 such as speaking on a mobile phone aboard 
ibited and may be punishable by law.

g electronic medical equipment, do not 
 your breast pocket or in the inside pocket 

 close proximity to electronic medical equipment 
quipment to malfunction.

eak heart, take extra precautions when 
ns such as Vibration or Ringer Volume for 

smissions.
.

 infrared port at eyes when using infrared 
n.
fect eyes. Also, aiming it towards other infrared 
rfere with the operation of these devices.
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If battery leaks or emits an unusual odor, immediately 
stop use and move it away as far as possible from any 
flame or fire.
Battery fluid is flammable and could ignite, causing fire or 
explosion.

If battery leaks or emits an unusual odor, immediately 
remove it away from handset.
Battery may leak, overheat, explode or catch fire.

If battery fluid comes into contact with your skin or 
clothing, stop using handset immediately and rinse it off 
with clean water.
Battery fluid is harmful to your skin.

Do not dispose of battery with ordinary refuse.
May cause fire and environmental damage. Place tape over the 
terminals to insulate battery, and take it to a SoftBank retailer or 
institution that handles used batteries in your area.

Handset

Do not use handset while driving a vehicle.
Doing so may interfere with safe driving and cause an accident. 
Stop your vehicle to park in a safe place before using handset. 
Drivers using handsets while driving are subject to prosecution.

Warning

Caution

Warning

Turn off hands
or devices usin
Handset may po
*Electronic devic
implantable card
defibrillators, oth
automatic doors
Persons using an
defibrillator, or o
the device manu
wave effects.

Turn off hands
aircraft or in h
Handset may inte
electronic medic
Follow the instru
regarding the us
addition, actions
aircraft are proh

If you are usin
put handset in
of your jacket.
Using handset in
may cause the e

If you have a w
setting functio
incoming tran
May affect heart

Do not aim the
communicatio
Doing so may af
devices may inte



handset on fingers or objects when 

ury or damage to display.

ay cause itching, rashes, eczema or other 
ending on the user's physical condition. 
mediately stop use and seek medical 

parately)

and Desktop Holder on a stable surface 
g. Do not cover or wrap charger or 
r.
eating, fire or malfunction.

 charger with wet hands.
ctric shock or malfunction.

e specified power supply/voltage.
oltage may cause malfunction/fire.
00V-240V

DC12V, 24V
negative earth only)

ndset/charger in thunderstorms.
 being struck by lightning and suffering electric 

ircuit charging terminals.
, electric shock, equipment malfunction or bodily 

Warning
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In a thunderstorm, immediately turn off handset and 
seek shelter.
There is a risk of being struck by lightning and suffering electric 
shock.

Handset may become hot while used in a hot 
environment. Avoid prolonged skin contact that may 
result in burns.

If handset affects car electronics, stop use.
Handset use may affect electronics in some models. In this case, 
stop use; could impede safe driving.

Do not place your ear too close to the speaker while 
ringer sounds or sound files play.
May impair hearing.

Do not turn up the volume unnecessarily high when 
using headphones.
Using headphones with volume turned up for an extended period 
may impair hearing or injure ears.

Do not place a magnetic card near or in handset.
The stored magnetic data in cash cards, credit cards, telephone 
cards and floppy disks, etc. may be erased.

Do not swing handset by its strap, etc.
Handset may strike you or others resulting in injury or damage to 
handset or other property.

Do not use One-push Open button to open handset near 
your or another person's face.
Handset may cause accident and injury.

Caution

Avoid closing 
opening it.
May result in inj

Handset use m
symptoms dep
In this case, im
treatment.

Charger (sold se

Place charger 
during chargin
Desktop Holde
May cause overh

Do not handle
May result in ele

Always use th
Using incorrect v
AC Charger: AC1
In-Car Charger: 
(vehicles with a 

Do not use ha
There is a risk of
shock.

Do not short-c
May result in fire
injury.
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Medical Equipment

n "Guidelines on the Use of Radio 
pment such as Cellular Telephones and 
nic Medical Equipment" 
patibility Conference, April 1997) and 
on of the Effects of Radio Waves on 
tc." (Association of Radio Industries and 
1).

mplantable cardiac pacemaker or 
efibrillator, keep handset more than 
om the implant at all times.
aves may affect implantable cardiac pacemaker 
efibrillator operations.

llowing in medical facilities.
andset into operating rooms, Intensive Care 
nary Care Units.
set inside hospital wards.
set even outside hospital wards (in hospital 

; electronic medical equipment may be in use 

ical facility has specific instructions prohibiting 
nd use of mobile phones, observe those 
trictly.

et in crowded places such as rush hour 
able cardiac pacemakers or cardioverter 
ay be in use nearby.

aves may affect implantable cardiac 
rdioverter defibrillator operations.

Warning

Aera.book  Page xxix  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
Use In-Car Charger in vehicles with a negative (-) earth. 
Do not use In-Car Charger if vehicle has a positive (+) 
earth.
May cause fire.

Unplug AC Charger during periods of disuse.
May cause electric shock, fire or malfunction.

If In-Car Charger fuse blows, always replace it with 
specified fuse.
Using the incorrect fuse may cause fire or malfunction. Refer to 
the respective manuals for information on the correct fuse 
specifications.

If liquid such as water or pet urine get into charger, 
unplug it immediately.
May cause electric shock, smoke emission or fire.

Wipe off any dust on the plug.
May cause fire.

Always unplug charger before cleaning it.
May result in electric shock.

Pull charger (not cord) to unplug charger.
Pulling on the cord may damage the cord and cause electric 
shock or fire.

Do not charge battery if it is wet.
May cause battery to overheat, catch fire or explode.

Caution

Near Electronic 

This section is based o
Communications Equi
Safeguards for Electro
(Electromagnetic Com
"Report of Investigati
Medical Equipment, e
Businesses, March 200

If you use an i
cardioverter d
22 cm away fr
Handset radio w
or cardioverter d

Observe the fo
• Do not take h

Units or Coro
• Turn off hand
• Turn off hand

lobbies, etc.)
nearby.

• Where a med
the carrying a
instructions s

Turn off hands
trains; implant
defibrillators m
Handset radio w
pacemaker or ca



cautions

e for damages from accidental loss/
t/Memory Card information (Phone Book 
d files, etc.). Back-up important 

ns may be disrupted inside buildings, 
und, or when moving into/out of such 

t disturbing others.
as stipulated by the Radio Law. Under the 
 must be submitted for inspection upon 

ndlines, TVs or radios may cause 

anual beforehand for proper use.
pping.
terception, however transmissions may be 
ccidental interception of communications 
ing.
s radio communication is received by another 
accidentally.

ation, this mobile phone has been tested 
ure guidelines when used with an 
 no metal and positioning the handset a 

m the body. Use of other accessories may 
ce with RF exposure guidelines.

 Waves
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Handling Pre

! SoftBank is not liabl
alteration of handse
entries, images/soun
information.

! Handset transmissio
tunnels or undergro
places.

! Use handset withou
! Handsets are radios 

Radio Law, handsets
request.

! Handset use near la
interference.

! Read Memory card m
! Beware of eavesdro

Digital signals reduce in
overheard. Deliberate/a
constitutes eavesdropp
"eavesdropping" mean
receiver deliberately or 

! For body worn oper
and meets RF expos
accessory containing
minimum 15 mm fro
not ensure complian

Persons using electronic medical equipment outside 
medical facilities should consult the vendor about 
possible radio wave effects.
Handset radio waves may affect electronic medical equipment 
operations.

General Notes

Electromagnetic
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The use of accessories that do not satisfy these requirements may not 
ure requirements, and should be avoided. The 
ment Authorisation for this model handset with 
luated as in compliance with the FCC RF 
nformation on this model handset is on file with 
 under the Display Grant section of 
/ after searching on FCC ID UCE208008A. 
Specific Absorption Rates (SAR) can be found on 
ations & Internet Association (CTIA) website at 
t.

io transmitter and receiver. It is designed not to 
ure to radio waves recommended by 
hese guidelines were developed by the 
anization ICNIRP and include safety margins 
tection of all persons, regardless of age and 

f measurement known as the Specific Absorption 
it for mobile devices is 2 W/kg and the highest 
hen tested at the ear was 0.491 W/kg*. As 

ge of functions, they can be used in other 
ody as described in this user guide**. In this 
R value is 0.805 W/kg. As SAR is measured 

st transmitting power the actual SAR of this 
ypically below that indicated above. This is due 
e power level of the device to ensure it only uses 
d to reach the network.
ation has stated that present scientific 
ate the need for any special precautions for the 
y note that if you want to reduce your exposure 
iting the length of calls or using a hands-free 
 phone away from the head and body.
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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/kg. The tests are performed in positions and 
locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for 
each model.
The highest SAR value for this model handset when tested for use at the 
ear is 0.456 W/kg and when worn on the body, as described in this user 
guide, is 0.518 W/kg.
Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn 
operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To 
maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories 
that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and 
the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar 
accessories should not contain metallic components in its assembly.

comply with FCC RF expos
FCC has granted an Equip
all reported SAR levels eva
emission guidelines. SAR i
the FCC and can be found
http://www.fcc.gov/oet/ea
Additional information on 
the Cellular Telecommunic
http://www.phonefacts.ne

Your mobile device is a rad
exceed the limits for expos
international guidelines. T
independent scientific org
designed to assure the pro
health.
The guidelines use a unit o
Rate, or SAR. The SAR lim
SAR value for this device w
mobile devices offer a ran
positions, such as on the b
case, the highest tested SA
utilizing the devices highe
device while operating is t
to automatic changes to th
the minimum level require
The World Health Organiz
information does not indic
use of mobile devices. The
then you can do so by lim
device to keep the mobile

FCC Notice

FCC RF Exposure Information
European RF Exp



 *The tests are carried out in accordance with international guidelines for ! Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. 

ng or scratching handset displays.
oof. Avoid exposure to liquids and high 

ndset to precipitation.
ir may condense causing corrosion.
et in damp places like bathrooms.
p handset away from sun and surf.
ndset may cause malfunction.
set to excessive force.
ith handset in a back pocket.
y objects on handset in a bag.

eplate; doing so invalidates warranty.
set before removing battery. If battery is 
g or sending mail, data may be altered or 

 with high precision technology, 
ls may appear darker/brighter.
ed products to External Port.
 of the reach of young children. If 
ctor immediately.
erate headphone volume to make sounds 
and help avoid accidents.
et in use, do not cover Speaker.

abled after handset replacement/upgrade 
: Camera; Media Player; S! Applications.
e, these functions may become unusable.

Limits
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testing.
** Please see Electromagnetic Waves on page xxx for important notes 
regarding body worn operation.

We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe 
Ltd., declare that SoftBank 830P conforms with the essential 
and other relevant requirements of the directive 1999/5/EC.
A declaration of conformity to this effect can be found at
http://panasonic.net/pmc/support/index.html
! This product is only intended for sale in Japan.
! Compliance to the European RTTE directive applies to: 

SoftBank 830P handset, Battery (PMBAK1) and AC Charger 
(SoftBank ZTDAA1).

! 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 within temperatures of 5°C to 35°C and humidity 
35% to 85%. Avoid extreme temperatures/direct sunlight.

! Handset may become warm during use or charging. This is not 
malfunction.

! Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and 
affect image color.

! Soiled terminals may cause poor connection. If the terminals 
are dirty, use a dry cloth or cotton swab to wipe them clean.

may damage it.
! Avoid forceful rubbi
! 830P is not waterpr

humidity.
• Do not expose ha
• Air conditioned a
• Do not put hands
• On the beach, kee
• Perspiration in ha

! Do not subject hand
• Do not sit down w
• Do not place heav

! Do not remove nam
! Always turn off hand

removed while savin
lost.

! LCD is manufactured
however, some pixe

! Connect only specifi
! Keep USIM Card out

swallowed, see a do
! While walking, mod

around you audible 
! When holding hands

These functions are dis
or service cancellation
After a period of disus

Declaration of Conformity

Handset Care

Function Usage 
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d Others

ht of an individual to refuse to be 
rs and protects from the unauthorized 
 individual's photograph by others. Right 
rait right applicable to all citizens and 
ortrait right (property right) designed to 
erests. Be careful when taking pictures 
ra. Photographing, publicizing and 
hs of citizens and celebrities without 

uter programs, databases, other 
 their respective works and copyright 
by copyright laws. Duplicated materials 
se only. If duplications (including 

es), modifications, transfer of duplicates 
orks are made without permission of 

 constitutes "Literary Piracy" and 
right Holder Rights" and a criminal action 
minal punishment may be filed. If 
ing handset, please observe the 
als captured with handset camera are 
ve.
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! Be sure to observe proper etiquette when using the camera.
! Do not expose the camera lens to direct sunlight. 

Concentrated sunlight through the lens may cause the 
handset to malfunction.

! Be sure to try taking and previewing pictures before using the 
camera on important occasions like wedding ceremonies.

! Do not commercially use or transfer pictures taken with the 
camera without the permission of the copyright holder 
(photographer), except for personal use.

! Do not use the camera in locations where taking photos and 
recording videos are prohibited.

Copyrights an

Portrait right is the rig
photographed by othe
publication or use of an
of personality is a port
right of publicity is a p
protect celebrities' int
with the handset came
distributing photograp
permission are illegal.

Sounds, images, comp
copyrighted materials,
holders are protected 
are limited to private u
conversion of data typ
or distribution on netw
copyright holders, this
"Infringement of Copy
for reparations and cri
duplicates are made us
copyright laws. Materi
also subject to the abo

Mobile Camera
Right of Portrait

Copyrights
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機能の呼び出しかた
メインメニューか
メニュー番号で機
他の携帯電話のメ
（S!おなじみ操作）
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プライベートメニ
よく使う機能をプ

シンプルモード.....
シンプルモードを
シンプルモード設

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

のぞき見されないよ
（ビューブラインド
自分の電話番号を確



!本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく
あります。その場合、「USIMをリセットし
と表示され、リセット終了後に待受画面に
ありません。また、「USIM未挿入です」と
源を切り、USIMカードが正しく装着され
電源を入れ直してください。

権は当社に帰属します。
は、USIMカードを当社にご返却ください。
るUSIMカードの再発行は有償となります。
フトバンク携帯電話（USIMカード装着済）
場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ
用停止の手続きについては、お問い合わせ
までご連絡ください。
IMカードに登録された情報内容は、別途、
管することをおすすめします。万一、登録
失した場合でも、当社では一切責任を負い
ください。
、性能は予告なしに変更する可能性があり

挿入すると、お買い上げ時に登録されてい
サーフィン®が利用できなくなる場合があ

ただいたUSIMカードは、環境保全のため
ます。

ときやUSIMカードを変更したとき、本機
機やメモリカードに保存した着うた®／着
止画／動画／S!アプリ／ブックなどのファ
ることがあります。あらかじめご了承く
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1 USIMカードのお取り扱い

USIM（ユーシム）カード（以下「USIMカード」）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、
インターネットなどの機能が利用できません。

! USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を参
照してください。

! USIMカードに保存したデータは、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カードはソフトバンクが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。

!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
いかねますのでご注意ください。

! IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
! IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしな
いでください。データの消失、故障の原因となります。

!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。

認識しなくなることが
ます　お待ち下さい」
戻りますが、故障では
表示された場合は、電
ているか確認のうえ、

USIMカードをご利用になる前に

IC部分
USIMカード

その他ご注意
! USIMカードの所有
!解約・休止などの際
!紛失・破損などによ
! USIMカードや、ソ
を盗難・紛失された
てください。緊急利
先（ZP.15-30）

!お客様ご自身でUS
メモなどに控えて保
された情報内容が消
かねますのでご了承

! USIMカードの仕様
ます。

!別のUSIMカードを
るS!アプリ／ブック
ります。

!お客様からご返却い
リサイクルされてい

お知らせ

!解約／機種変更をした
を修理したときは、本
うたフル®／音楽／静
イルが利用できなくな
ださい。
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1

IN1コード」と「PIN2コード」という
す。

《お買い上げ時》9999
ンク携帯電話の無断使用を防ぐための
。

るには（ZP.9-3）
（ZP.9-2）をONにすると、電源を入れ

を入力しないと本機を使用することができな

《お買い上げ時》9999
P.14-8）に使用する暗証番号です。
るには（ZP.9-3）

外しを行うと、USIMカードや本機が破損
で、ご注意ください。
ドは紛失しないよう、ご注意ください。
け／取り外しを行うときは、IC部分に不用
けたりしないでください。IC部分に汚れ
SIMカードを正しく認識しなくなることが
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!必ず電源を切り、電池パックを取り外してから（ZP.1-12）、
行ってください。

取り付ける

1 金色のIC部分を下に
して、右図に示す向きで
USIMカードをゆっくり
奥まで差し込む

取り外す

1 USIMカードをスライド
させながら、ゆっくり
と引き抜く

USIMカードには、「P
2つの暗証番号がありま

PIN1コード

第三者によるソフトバ
4～8桁の暗証番号です
! PIN1コードを変更す
! PIN1のON／OFF設定
たときにPIN1コード
くなります。

PIN2コード

通話料金の各設定（Z
! PIN2コードを変更す

USIMカードを取り付ける／取り外す

切り欠き

お知らせ

!無理な取り付け／取り
することがありますの

!取り外したUSIMカー
! USIMカードの取り付
意に触れたり、傷を付
などが付着すると、U
あります。

PINコード



PINロック解除コード（PUKコード） 能
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1
PIN1コードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN
コードがロックされます。
「PINロック解除コード（PUKコード）」は、このPINロックを
解除（ZP.9-3）するための暗証番号です。
! PINロック解除コードについては、お問い合わせ先（ZP.15-
30）までご連絡ください。

各部の名称と機

お知らせ

! PINロック解除コードの入力を10回間違えると、USIMカード
がロックされ、本機が使用できなくなります。PINロック解除
コードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注
意ください。

! USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要となり
ます。お問い合わせ先（ZP.15-30）までご連絡ください。

本体

正面図
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1受話口 ナビゲーションボタン P～Oダイヤルボタン
･ 電話番号や文字の入力を行う
･ それぞれのボタンに割り当てられた行の
電話帳を開く（長押し／クイック電話帳
設定中のみ有効）

H♯／マナーモードボタン
･「♯」を入力
･ マナーモードの設定／解除（長押し）
･ 文字入力中にメモ帳一覧を表示（長押し）
外部接続端子
･ 急速充電器、ステレオイヤホン変換ケー
ブルなどの各種オプション品を接続
ヒンジ
サブディスプレイ
着信／充電ランプ
･ 電話着信時、メール受信時などに点滅
･ カメラ使用時に点滅
･ 充電中は点灯
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メインディスプレイ
Aメールボタン
･ メールメニューを表示
･ S!メール新規作成画面を表示（長押し）
･ ナビゲーション表示の内容を実行
（ZP.ix）
DTVコール／文字／運転中モードボタン
･ カレンダーを開く
･ TVコールをかける
･ 文字入力中に文字入力モードを切り替え
る

･ 運転中モードの設定／解除（長押し）
Kクリア／メモボタン
･ 入力した文字を消去
･ 各種メニューのキャンセル
･ 簡易留守録リストを開く
･ 簡易留守録を設定／解除（長押し）
J開始ボタン
･ 電話をかける／受ける
･ 文字入力中に大文字／小文字切り替え
Ge／絵文字／記号／シンプルモード
ボタン
･「e」を入力
･ 文字入力中に絵文字／記号一覧を表示
･ シンプルモードの設定／解除（長押し）
送話口
赤外線ポート
･ 赤外線通信に使用

･ カーソルを移動したりメニュー操作を行
う（ZP.ix）

･ メインメニューを開く／誤操作防止
の解除／誤操作防止の設定（長押し）

･ 待受ウィンドウの表示／選択（シン
プルモード設定中は無効）

･ 電話帳を開く
･ 着信履歴を表示／最新未読メールの
本文を表示（長押し）※

※未読メールがない場合は、受信ボック
スを表示

･ 発信履歴を表示／送信済みボックス
を表示（長押し）

SY!ボタン
･ Yahoo!ケータイに接続
･ ナビゲーション表示の内容を実行
（ZP.ix）
･ Yahoo!ケータイメニューを表示（長押
し）

･ 撮影した画像を待受画面に設定
Fカメラ／改行ボタン
･ カメラを起動
･ 拡大ルーペを起動（長押し）
･ 文字入力中に改行する
･ 文字変換候補を逆順に表示
L電源／終了ボタン
･ 電源を入れる／切る（ZP.1-14）
･ 通話を終了する
･ 待受画面に戻る



スピーカー イヤホンマイクを使用するには
外部接続端子に、下記オプション品(A)(B)
を接続して使用します。
(A)イヤホンマイク
(B)ステレオイヤホン変換ケーブル
＜接続手順＞
①(A)の平型プラグを(B)のイヤホンマイ
ク端子（平型）に差し込む

②(B)の本体側プラグを外部接続端子に差
し込む

!接続の際にイヤホンマイクの応答ボタ
ンを押さないでください。イヤホンマ
イクが正しく動作しなくなる場合があ
ります。その場合は、いったんイヤホ
ンマイクを抜いて、再度差し込んでく
ださい。

外部接続端子(A)

(B)

①
②
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1
充電端子
内蔵アンテナ部分
カメラ
メモリカードスロット
･ カバーを開けて、メモリカードを挿入
（ZP.7-10）
電池カバー
ストラップ取り付け穴
+サイドボタン
･ 着信音やアラーム音などを消す
【本機を開いた状態のみ】
･ プライベートメニューの表示（シンプル
モード設定中は無効）

･ ビューブラインドの設定／解除（長押し）
【本機を閉じた状態のみ】
･ サブディスプレイ表示切替
･ マナーモードを設定／解除（長押し）
ワンプッシュオープンボタン
･（ZP.1-7）

背面図

側面図
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1
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ワンプッシュオープンボタンを押すだけで本機を開くことが
できます。

!閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開い
てから閉じてください。

!本機を開く／閉じるだけで電話の着信応答や通話終了などが行え
る設定にできます。（ZP.14-9）

!ワンプッシュオープンボタンを押して本機を開くときは、反動で
本機を落とさないようにご注意ください。

ワンプッシュオープンボタンで本機を開く

ワンプッシュオープンボタン



PCサイトブラウザ起動中 時計表示
電池レベル表示

レベル3　 レベル2　 レベル1

レベル0 （電池残量を赤で表示）
S!メールがいっぱいのため、サー
バーに未受信メールあり
メール使用禁止

電話帳使用禁止

メール&電話帳使用禁止

音量設定がサイレント

バイブレーションがON
音量設定がサイレントでバイブレー
ションがON
S!速報ニュース未読情報あり
転送電話または留守番電話サービス
がON
留守番電話サービスのメッセージ
あり
簡易留守録設定がON

留守メッセージがいっぱいです

未確認留守メッセージあり
未確認留守メッセージあり＆
留守メッセージがいっぱいです
アラームがON

スケジュール登録あり（ZP.10-3）
日付表示
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1

電波状態表示
強　 中　 弱　 微弱

圏外

電波OFFモード
(赤で表示) パケット通信のみ
利用可能
シークレットモードがON

ローミング中
メモリカード

装着中　 使用不可

非対応　 書き込み不可
通話状態表示

TVコール中　 音声通話中

未読メールあり
ソフトウェア更新中／開始通知／
結果通知

赤外線通信がON

USBケーブル接続中
ネットワーク表示

3Gパケット通信可能

GSMパケット通信可能
データ通信状態表示

パケット回線利用時のデータ
通信中（モデムとして利用時）
電話回線利用時のデータ通信中
（モデムとして利用時）
3Gパケット接続中（待機中）

GSMパケット接続中（待機中）

3Gパケット接続中（送受信中）

GSMパケット接続中（送受信中）
セキュリティで保護されている情報
画面に接続中
S!電話帳バックアップ同期中

自動同期設定がON

S!アプリ実行中　 一時停止中
音楽／動画再生表示

BGM再生中　 一時停止中

ストリーミング中　 一時停止中

マナーモード

ユーザーモード

運転中モード

ディスプレイ

メインディスプレイアイコン
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1メモリカード 電池レベル表示
レベル3　 レベル2　 レベル1
レベル0
シークレットモードがON
転送電話または留守番電話サービス
がON
留守番電話サービスのメッセージ
あり
簡易留守録設定がON
留守メッセージがいっぱいです
未確認留守メッセージあり
未確認留守メッセージあり＆
留守メッセージがいっぱいです
アラームがON
スケジュール登録あり

インフォメーション表示と連動する
アイコン
メインディスプレイにインフォメーショ
ンが表示されたとき（ZP.1-16）、連動
してサブディスプレイの下段にもアイコ
ンが表示されます。

不在着信あり
着信のお知らせ
新着メールあり
新しい簡易留守録メッセージあり
留守番電話サービスのメッセージ
あり
ソフトウェア更新通知あり
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!本機を閉じると点滅し、約15秒後に消灯
します。
電波状態表示

強　 中　 弱　 微弱
圏外
電波OFFモード
パケット通信のみ利用可能

装着中　 使用不可
非対応　 書き込み不可
未読メールあり
ソフトウェア更新中／開始通知／
結果通知

ネットワーク表示
3Gパケット通信可能
GSMパケット通信可能

データ通信状態表示
パケット回線利用時のデータ
通信中（モデムとして利用時）
電話回線利用時のデータ通信中
（モデムとして利用時）
3Gパケット接続中（待機中）
GSMパケット接続中（待機中）
3Gパケット接続中（送受信中）
GSMパケット接続中（送受信中）
セキュリティで保護されている情報
画面に接続中
S!電話帳バックアップ同期中

音楽／動画再生表示
BGM再生中　 一時停止中
ストリーミング中　 一時停止中
マナーモード
ユーザーモード
運転中モード

サブディスプレイアイコン

日付 時刻

（右側面）

（右側面）



電池パックについて
電器の金属部分（充電端子）が汚れると、
が切れたり、充電できないことがあります。
いな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
す。電池パックを完全に充電しても使用で
なったら、交換時期です。新しい電池パッ
い。
た状態で、保管・放置はしないでください。
なくなることがあります。長期間保管・放
に1回程度、電池パックを充電してくださ

運ぶときは、袋などに入れてください。
によっては、寿命が近づくにつれて電池
ありますが、安全上問題はありません。

することはできません。本機に電池パック
電してください。
でも充電できますが、充電時間は長くなり

ビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電
所まで遠ざけてください。
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1 電池パックと充電器のお取り扱い

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。

充電時間と利用可能時間の目安

! 3Gモード／GSMモードについて（ZP.2-16）
!充電時間とは、本機を温度5℃～35℃の範囲で充電した場合の目
安です。

!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、
電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時
間の目安です。

!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、
本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる
状態で算出した、時間の目安です。

!電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所
の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

!電池パックや本機、充
接触が悪くなり、電源
汚れたら、乾いたきれ

!電池パックは消耗品で
きる時間が極端に短く
クをお買い求めくださ

!電池パックを使い切っ
電池パックが使用でき
置されるときは、半年
い。

!電池パック単体を持ち
!電池パックの使用条件
パックが膨れることが

充電を行うときは
!電池パック単体で充電
を取り付けた状態で充

!電源を入れた待受状態
ます。

!充電器を使用中、テレ
器を雑音の入らない場

電池パックと充電器（オプション品）をご利用
になる前に

項目 3Gモード GSMモード
充電時間 約130分
連続待受時間 約400時間 約300時間

連続通話時間
音声通話 約180分
TVコール 約100分 ー
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1電池パックの持ちについて !通話中のとき（音声電話／TVコール共通）
る旨のメッセージが表示され、受話口また
アラーム音が「プープー…」と鳴り、約1
断され、さらに30秒後に電源が切れます。
ください。

いて
使用の時間経過とともに変化します。電池
、P.1-9）とメッセージをご確認のうえ、
交換の目安にしてください。

このあたりで電池残量が不足して
いる旨のメッセージが表示されま
す。すぐに充電するか、充電され
ている予備の電池パックと交換し
てください。圧

温: 25℃で使用した場合の例） 使用時間

70% 約20% 約10%

3 レベル2 レベル1 レベル0
赤
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!次のような場合は、電池パックの消耗が早いため、電池パックの
利用可能時間が短くなります。
･ 極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
･ 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
･ 電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受にしてい
るとき

･ 操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
･ 音楽などを再生したり、S!アプリを起動しているときなど

!次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽
減できます。
･ メインディスプレイのバックライト点灯時間を短くする
（ZP.14-3）
･ ボタンの確認音量をサイレントにする（ZP.14-3）／キー
バックライトをOFFにする／点灯時間を短くする（ZP.14-
6）

など

電池が切れたら
!通話中以外のとき
電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池アラー
ム音が「プープー…」と鳴り、約2分後に電源が切れます。電池
アラーム音が鳴っているときにL／S／K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やエラー音設定がOFFの場合は、電池ア
ラーム音は鳴りません。

･ 本機を閉じているときは、+（右側面）を押すと、電池アラーム
音は鳴りやみます。

電池残量が不足してい
はスピーカーから電池
分30秒後に通話が切
電池パックを充電して

電池レベル表示につ
!電池レベル表示は、ご
レベル表示（ZP.1-8
充電または電池パック

電
池
電
圧

本機の
動作可能電

電池残量の目安（常

電池残量 約

レベル



電池カバーを取り付ける
ーのツメ
チッと音
させま

と、まれに直前に行った設定変更の内容
あります。
ムイオン電池を使用しています。
リサイクル可能な貴重な資源で

くのモバイル・リサイクル・
クのあるお店で行っています。
、分解したり、ショートさせないように
災や感電の原因となります。
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1

!必ず電源を切ってから取り付け／取り外しを行ってください。

1 電池カバーを外す
「 」部分を押しながらロッ
クが外れるまでスライドさせ
て外します。

2 電池パックを取り付ける
電池パックの矢印面を上にし
て、本機と電池パックの端子
を合わせてはめ込みます。

電池パックを取り外す
電池パックの突起を上方向に
持ち上げます。

3
本体の溝に電池カバ
を合わせて置き、カ
がするまでスライド
す。

電池パックを取り付ける／取り外す

お知らせ

!電池パックを取り外す
が反映されない場合が

!この製品には、リチウ
リチウムイオン電池は
す。
･ リサイクルは、お近
ネットワークのマー

･ リサイクルのときは
ご注意ください。火
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1急速充電器の接続コネクターを本機の外部接続端

ある面を上にして、外部接続端子に差し込

ラグを家庭用ACコンセントに差

らACコンセントに差し込みます。
点灯し、充電を開始します。
消灯すれば、充電は完了です。

ら、急速充電器を外す
ントから抜き、接続コネクターを本機から

くときは、両側のリリースボタンを押さえ
き抜いてください。（ご使用後はプラグを倒
い。）
の外部接続端子のキャップを元に戻してく

などについては、急速充電器の取扱説明
。
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必ず指定の急速充電器を使用してください。
 充電時間：約130分

1
子に差し込む
コネクターの刻印が
みます。

2 急速充電器のプ
し込む
プラグを起こしてか
着信／充電ランプが
着信／充電ランプが

3 充電が完了した
プラグをACコンセ
抜きます。
接続コネクターを抜
ながらまっすぐに引
して保管してくださ
抜いたあとは、本機
ださい。

急速充電器（オプション品）を利用して
充電する

家庭用
ACコンセント

プラグ
着信／充電ランプ

刻印面を
上に

リリースボタン

急速充電器 外部接続端子

端子
キャップ

接続コネクター

1

2

3

お知らせ

!急速充電器の操作方法
書を参照してください



整について

面で初めて 、A、Sを押すと、確認
を押してネットワーク自動調整を行っ

をすると、メールやインターネットなどの
うサービスが利用できます。
メインメニューから 外部接続 
整 4 で手動で取得することもできます。

画面になるまでに30秒程度時間がかかり

ていても「USIM未挿入です」と表示され
たあとUSIMカードが正しく装着されてい
いないか確認したうえで、電源を入れ直

と、電池の消耗を抑えるため、自動的に
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1 電源を入れる／切る
1 Lを長く押す（3秒以上）

メインディスプレイが点灯し、待受画面
が表示されます。
!電源を入れたときにPIN1コードの
入力照合を行うには（ZP.9-2）

2 電源を切るには
Lを長く押す（2秒以上）
メインディスプレイが消灯します。 ネットワーク自動調

お買い上げ後、待受画
画面が表示されます。 
てください。
!ネットワーク自動調整
ネットワーク接続を伴

!ネットワーク情報は、
4 ネットワーク自動調

初めて電源を入れたとき
日付と時刻の確認画面が表示されます。
日付を入力→時刻（24時間制）を入力
曜日は自動的に設定されます。
!日付と時刻を入力しなかった場合は、自動的に「2008年1月
1日 00:00」に設定されます。

!日時を変更するには（ZP.14-5）

待受画面

お知らせ

!電源を入れてから待受
ます。

! USIMカードを装着し
るときは、電源を切っ
るか、IC部分が汚れて
してください。

!操作しない状態が続く
画面が暗くなります。



1-15

1

を鳴らさないよう、簡単な操作で設定
留守録を同時に設定します。
、振動でお知らせします。
動作は変更できます。（ZP.14-10）
ると、「 」が表示されます。

（長押し）
定中にH（長押し）

ときは、右側面の
います。

ったモードに切り替える（ZP.14-10）

定／解除する

ても、次の音は鳴ります。
ター音、動画撮影時の開始／停止音、自
ヤホンからの着信音（レベル1で鳴りま

メディアプレイヤーを起動すると音は鳴
音量を変更できます。
定でアラーム優先を選択すると
モード設定中でもアラーム音は鳴ります。
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マナーモード

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、周囲の迷惑にならないように電
源を切りましょう。

!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迷惑に
ならないように気をつけましょう。

!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。

着信音やボタン確認音
できます。また、簡易
電話がかかってくると
!マナーモード設定中の
!マナーモードを設定す

1 待受画面でH
!解除するには：設

!本機を閉じている
+（長押し）で行

●環境や状況に合

マナーについて

マナーを守るための機能

マナーモード
（Z右記）

電話がかかってきたときなどに、着信音を鳴
らさずに振動でお知らせします。

バイブレーション
の設定
（ZP.14-2）

電話がかかってきたときなどに、振動でお知
らせします。

音量の設定 着信音や再生音などの音量を調節することが
できます。（ZP.14-2）

電波OFFモード
（ZP.1-16）

電源を入れたままで電波の送受信を停止しま
す。

簡易留守録
（ZP.2-8）

電話に出られないときに相手の用件を本機に
録音できます。

運転中モード
（ZP.1-16）

運転中、電話をかけてきた相手に、電話に出
られない旨のガイダンスを流します。（着信音
は鳴りません。）

マナーモードを設

お知らせ

!マナーモードを設定し
静止画撮影時のシャッ
動応答での応答音、イ
す）

!マナーモード設定中に
りませんが、再生中に

!アラーム登録の優先設
（ZP.10-5）、マナー



される情報

ーションを表示し
お知らせします。

には、 で
ョンの項目を

ン表示を消すには：L／S[終了]／K

で表示されるお知らせ内容

ン表示

なかった電話があります。（ZP.2-7）
を受信しました。（ZP.11-9）
リングメールを受信すると、さらに感情ア
と送信元が表示されます。
守録にメッセージがあります。（ZP.2-

電話センターに新しい伝言メッセージがあ
。（ZP.2-12）
電話サービスの着信お知らせ機能をONに
、圏外や電源OFF時、通話中に受けられな
着信をお知らせします。（ZP.2-13）
ウェア更新の結果をお知らせします。
.15-10）

示中でも発信などの通常の操作はできま
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1

《お買い上げ時》OFF
電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。この場合、
電話の発着信、メールやデータの送受信、インターネットなど、
電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。
!電波OFFモードをONにすると、電波状態表示が「 」に変わり
ます。

1 ON／OFF

運転中に着信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します。
!運転中モードを設定すると、「 」が表示されます。

1 待受画面でD（長押し）
!解除するには：設定中にD（長押し）

待受画面に表示

待受画面にインフォメ
て、いろいろな情報を

1 内容を確認する
インフォメーシ
選択
!インフォメーショ

■インフォメーション

電波OFFモードを設定／解除する

メインメニューから 設定 4 通話設定 4 電波OFFモード

お知らせ

!電波OFFモードをONにすると、自動的に赤外線通信が無効に
なります。

!電波OFFモード設定中は緊急電話番号（110／119／118）
への発信はできません。

運転中モードを設定／解除する

インフォメーショ

不在着信 応答し

メール
メール
フィー
イコン

簡易留守録 簡易留
9）

留守電
メッセージ

留守番
ります

着信の
お知らせ

留守番
すると
かった

ソフトウェア
更新結果

ソフト
（ZP

お知らせ

!インフォメーション表
す。
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1ショートカットアイコンから直接機能を呼び出す

アイコンを

色が変わり、パネル
されます。
は：K

には

コンを登録する
マーク、電話帳などを待受画面上に
ンとして登録できます。
sonicメーカーサイト、音・バイブ設定、
クチャー（データフォルダ）、アラーム、電
されています。

登録位置を選んでA[メニュー ]
ト登録

能やブックマーク、電話帳を選ん

えるには
んでA[メニュー ]→ショートカット移動→

除するには
んでA[メニュー ]→登録解除→

Aera.book  Page 17  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
待受画面にS!速報ニュースやよく使う機能
のショートカットアイコンを表示させる
ことができます。（待受ウィンドウ）
! S!速報ニュースについて（ZP.6-2）

待受ウィンドウの表示を変える（パネルデザイン変更）
《お買い上げ時》S!速報ニュース

S!速報ニュースとショートカットアイコンを同時に、または
それぞれ単独で表示させることができます。

1 待受画面で →A[メニュー ]→
パネルデザイン変更

2 項目を選択

1 待受画面で →
選ぶ
アイコンのバックの
の上に機能名が表示
!選択を解除するに

2 機能を呼び出す

ショートカットアイ
よく使う機能やブック
ショートカットアイコ
!お買い上げ時はPana
ディスプレイ設定、ピ
卓、カレンダーが登録

1 待受画面で →
→ショートカッ

2 項目を選択→機
でA[登録]

待受ウィンドウ

待受ウィンドウの表示／非表示を切り替えるには
お買い上げ時の設定では、Lを押して表示／非表示を切り替え
られます。非表示の状態で を押して、表示させることもできま
す。その場合、アイコンやテロップが選択された状態になりま
す。選択を解除するにはKを押してください。
!待受ウィンドウは、常時表示にしたり、表示しないようにもで
きます。（ZP.14-4）

パネルの色の濃さを変えるには
パネルの色を薄くすると、後ろの壁紙が見えやすくなります。
待受画面で →A[メニュー ]→パネル背景表示→項目を選択

S!速報ニュース

アイコンの位置を変
手順1でアイコンを選
場所を選択

アイコンの登録を削
手順1でアイコンを選



S!速報ニュースを登録／設定する かた

押す
示されます。

、 を押す
が表示されます。
は：各画面でL

のテーマを変える●メインメニューの背景
える●メインメニューの各メニューのアイ
に変える（ZP.14-4）

ら機能を呼び出す

メインメニュー

L
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1
テロップ表示中にS!速報ニュースの登録や設定ができます。

1 待受画面で →テロップを選んでA[メニュー ]

2 S!速報ニュース登録の場合
S!速報ニュース登録→S!速報ニュース／
S!ループ
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。
S!速報ニュース設定の場合
S!速報ニュース設定→自動更新設定／表示設定
以降の操作について（ZP.14-17）

機能の呼び出し

1 待受画面で を
メインメニューが表

2 アイコンを選び
各項目内のメニュー
!待受画面に戻るに

●メインメニュー
を好きな画像に変
コンを好きな画像

メインメニューか

待受画面
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1メインメニューの項目について

ら、ダイヤルボタンを使ってすばやく
ます。

がない場合
ンメニューで選んだ最初の画面には、
が割り当てられています。

を押す

ー情報画面が表示されます。電話帳のトッ
は、 で電話帳を選択してください。

能を呼び出す

メニューの割り当て数字

21 3

4 5 6

987

" 0 #
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メインメニュー画面か
機能や項目を選択でき

各機能や項目に番号
メインメニューやメイ
ダイヤルボタンの番号
■メインメニュー
例1）設定を選ぶにはH

! Pを押すと、オーナ
プメニューを開く場合

メール

メールの作成や送受
信を行います。

Yahoo!ケータイ

インターネットに接
続します。

S!アプリ

S!アプリの起動、設
定を行います。

コミュニケーション

S!ループが利用でき
ます。

カメラ

静止画や動画の撮影
を行います。

エンタテイメント

メディアプレイヤー、
電子ブックが利用で
きます。

ツール

アラームやカレン
ダーなど便利な機能
が利用できます。

データフォルダ

画像や音楽ファイル
などのデータの保存、
管理を行います。

バーコードリーダー

QRコード／バー
コードを読み取り、
利用できます。

外部接続

赤外線通信が利用で
きます。

電話帳

電話やメールの相手
の情報を登録し、利
用できます。

設定

各種設定を行います。

メニュー番号で機

メイン



■例1で選んだメニューの最初の画面

ンク携帯電話またはその他の携帯電話の
るため、以前お使いの機種と近い操作
す。

ウンロードする
ンツを、S!おなじみ操作提供サイトから

ダウンロード
続され、S!おなじみ操作提供サイトの画面

に従って操作してください。
S!おなじみ操作フォルダ内の操作について

インメニューを使用する
）

ータフォルダ 4 S!おなじみ操作
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1
例2）ディスプレイ設定を選ぶ
には、Wを押す

各機能や項目に番号がある場合
設定画面やA[メニュー ]を押した
あとに表示されるメニュー画面では、
メニュー名の先頭にある番号を
押してメニューを選択できます。
例）ディスプレイ設定画面で
配色パターンを選ぶには、Tを押す

すでに発売済のソフトバ
操作イメージに変更でき
感覚で本機を利用できま

S!おなじみ操作をダ
利用する機種のコンテ
ダウンロードします。

1 S!おなじみ操作
インターネットに接
が表示されます。
以降は、画面の指示
!データフォルダの
（ZP.7-7）

設定メニュー（例）の割り当て数字

他の携帯電話のメ
（S!おなじみ操作

メインメニューから デ
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1S!おなじみ操作に切り替える ニューを利用する
ートメニューに登録すると、少ない操作
す。

す。
いる機能は変更できます。

右側面）
ーが表示されます。
は：S[戻る]

ューから機能を呼び出す

プライベート
メニュー画面
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1 待受画面で

2 A[メニューテーマ]→S!おなじみ操作

3 コンテンツを選んでA[決定]→
切り替え中は他の機能を操作できません。完了後も30秒程度
電話やメールが利用できない場合があります。

プライベートメ
よく使う機能をプライベ
でその機能を呼び出せま
!最大12件登録できま
!あらかじめ登録されて

1 待受画面で+（
プライベートメニュ
!待受画面に戻るに

2 メニューを選択

お知らせ

! 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。

! メインメニューから 設定 4 ディスプレイ設定 
4 メニューテーマ切替 4 S!おなじみ操作でも切り替えられま
す。

プライベートメニ



すると、基本的な機能だけがメニューに
ます。
、発着信履歴、ブラウザなどで画面に
くなり、受話音量が最大になります。
基本的なものに限定されています。

ません。
（ZP.1-23）

シンプルモード画面

文字サイズ：大
受話音量：レベル6
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1

よく使う機能やブックマーク、電話帳などをプライベート
メニューに登録できます。

1 待受画面で+（右側面）

2 登録位置を選んでA[メニュー ]
→ショートカット登録

3 項目を選択

4 機能やブックマーク、電話帳を
選んでA[登録]

シンプルモード
シンプルモードに設定
表示されるようになり
また、メール、電話帳
表示される文字が大き
!各機能内のメニューも
（ZP.1-23）

!文字サイズは変更でき
!受話音量を変えるには

よく使う機能をプライベートメニューに登録する

メニューの位置を変えるには
手順2でメニューを選んでA[メニュー ]→ショートカット移動→
場所を選択

メニューの登録を削除するには
手順2でメニューを選んでA[メニュー ]→登録解除→

メニューをお買い上げ時の状態に戻すには
手順2でメニューを選んでA[メニュー ]→設定リセット→

通常モード画面
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1定中のメニュー一覧

参照先 メニュー項目 参照先
ツール

4-6 カレンダー 10-2
4-3 アラーム 10-5
2-7 バーコードリーダー 10-8
2-9 電卓 10-6
2-12 メモ帳 10-7
1-25 ボイスレコーダー 10-7

赤外線通信 8-2
11-9 音/画面設定
11-4 着信音量 14-2
11-18 着信メロディ 14-2
11-17 バイブレーション 14-2
11-13 壁紙 14-3
11-13 待受時計 左記
11-8 日時 14-5

データフォルダ
12-3 ピクチャー 7-2
12-8 ムービー 7-2
12-8 着うた･メロディ 7-2
12-4 お楽しみ機能 7-2

S!おなじみ操作 7-3
5-5 その他ファイル 7-3
5-7 メモリ容量確認
5-6
5-7
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1 待受画面でG（長押し）→
!解除するには：設定中にG（長押し）→

シンプルモードを設定／解除する

受話音量を変えるには
待受画面で または を1秒以上（通話中は1秒以下）押すと受
話音量を調節できます。

待受画面の時計位置を変えるには
メインメニューから 音/画面設定 4 待受時計 4 中央下

メインメニューから解除するには
待受画面で →A[通常モード]→

お知らせ

!切り替え中は他の機能を操作できません。完了後も30秒程度電
話やメールが利用できない場合があります。

!電源を切ってもシンプルモードは解除されません。
!シンプルモードを設定すると、待受ウィンドウ（ZP.1-17）
やプライベートメニュー（ZP.1-21）は使用できません。

! メインメニューから 設定 4 一般設定 4 シンプルモード切替 
4 でも設定できます。

シンプルモード設

メニュー項目
電話
電話帳を見る
電話帳に登録
通話履歴
簡易留守録リスト
留守番電話
自分の電話番号

メール
受信ボックス
S!メール新規作成
下書き
新着メール受信
送信済みボックス
未送信ボックス
SMS新規作成

Yahoo!ケータイ
Yahoo!ケータイ
ブックマーク
画面メモ
URL入力

カメラ
写真をとる
写真を見る
動画をとる
動画を見る



号で、本機で発着信規制サービス
行うときに使用します。
、発着信規制サービスの設定変更ができな
、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番
ますので、ご注意ください。詳しくは、お
5-30）までご連絡ください。
を変更するには（ZP.2-17）

番号

機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、
ご注意ください。また、他人に知られな
。他人に知られ悪用されたときは、その
任を負いかねますので、あらかじめご了

くは、お問い合わせ先（ZP.15-30）ま
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1 暗証番号
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」、「発着信規制用暗証番号」が必要になりま
す。

《お買い上げ時》9999
4桁の暗証番号で、本機の各機能を操作するときに使用します。
!入力した操作用暗証番号は「"」で表示されます。
!操作用暗証番号を変更するには（ZP.9-2）
!入力を3回間違えると、警告画面が表示されます。いったん電源
を切ると、再び入力できるようになります。

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話
から操作するときや、インターネットの有料情報の申し込みの
際に使用します。
!交換機用暗証番号は本機の操作では変更できません。交換機用暗
証番号を変更するときは、手続きが必要となります。詳しくは、
お問い合わせ先（ZP.15-30）までご連絡ください。

ご契約時の4桁の暗証番
（ZP.2-16）の設定を
!入力を3回間違えると
くなります。この場合
号の変更が必要となり
問い合わせ先（ZP.1

!発着信規制用暗証番号

操作用暗証番号

交換機用暗証番号

発着信規制用暗証

お知らせ

!操作用暗証番号や交換
お忘れにならないよう
いようご注意ください
損害について当社は責
承ください。

!暗証番号について詳し
でご連絡ください。



1-25

1を確認する
-8）を呼び出して、自分の電話番号を
メールアドレスなど、登録している情報
。

P
されます。
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のぞき見されないように設定する
（ビューブラインド）
各画面を表示中にビューブラインドを設定すると、斜めの角度
からディスプレイを見えにくくすることができます。周囲の人
の視線を気にしないで利用できます。
!レベルを変更できます。（レベル3が一番見えにくくなります。）

1 各画面を表示中に右側面の+（長押し）
レベル1の画面になります。
!解除するには：設定中に右側面の+（長押し）

自分の電話番号
オーナー情報（ZP.4
確認できます。名前や
も同時に確認できます

1 待受画面で →
オーナー情報が表示

レベルを変更するには
メインメニューから 設定 4 ディスプレイ設定 
4 ビューブラインド 4 レベル 4 レベルを選択
!お買い上げ時はレベル1に設定されています。

お知らせ

! メインメニューから 設定 4 ディスプレイ設定 
4 ビューブラインド 4 設定ON/OFFでも設定／解除できます。

!以下の場合は右側面の+（長押し）を行っても設定できません。
通話中、ビューブラインド設定画面表示中、S!アプリ実行中

! S!アプリを起動すると 、ビューブラインドは一時的に解除され
ます。S!アプリを終了／一時停止すると、再び設定されます。
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1
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かける（ZP.2-8）●電話帳から電話をか
した電話番号を電話帳に登録する●スピー
ZP.4-9）
用できる機能（ZP.2-14）
に関する設定（ZP.14-8）●本機を閉じ
着信を終了する（ZP.14-9）

知の設定
とにA[メニュー ]→発信者番号設定→通知

するときは（発信者番号通知サービス

送信するプッシュ信号のダイヤルデータ
区切っておき、サービス先のアナウンス
わせて送信する機能です。
P.1-6）を手やシールなどで覆わないで
弱まり、通話、通信のご利用ができなく
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2
電話のかけかた／受けかた

1 市外局番から電話番号を入力する
!同一市内でも必ず市外局番から入力し
てください。

!ポーズダイヤルを入力するには：
G（長押し）

2 電話番号を確認し、Jを押す
電話がかかります。
!相手の声の大きさを調節するには： または

3 通話が終わったら、Lを押す
通話時間の目安が表示されます。

●履歴を利用して電話を
ける（ZP.4-6）●入力
ドダイヤルを利用する（

●音声電話中に利
●通話時間／料金
るだけで通話や発

音声電話をかける

まず待受画面で確認！
!電波状態を確認する。（ZP.1-8）
!表示を確認する。
「 」 「 」 「 （赤で表示）」「 」「 」「 」
→ご利用になれません。（ZP.1-8、P.15-9）

電話番号を間違えたとき
でカーソルを消したい数字の後ろに移動してKを押し、正し

い数字を入力します。Kを長押しすると、入力した数字がすべ
て消えます。

電話番号通知／非通
電話番号を入力したあ
／非通知
!常に通知／非通知に
ZP.2-17）

お知らせ

!ポーズダイヤルとは、
をあらかじめポーズで
などのタイミングに合
!内蔵アンテナ部分（Z
ください。電波感度が
なる場合があります。
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2
ついて
、本機から緊急通報を行った場合、発信し
急通報受理機関（警察など）に対して通知

基地局測位情報をもとに算出した、位置情

信状況により、正確な位置が通知されない
急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信
えください。
度は、数100m～10km程度となります。
は異なった位置情報が通知される場合があ
局電波を受信した場合など）。
能は、接続先となる緊急通報受理機関が、
るシステムを導入したあとにご利用いただ
。
110」、「119」、「118」の緊急通報番号
などは、緊急通報受理機関に位置情報は通
し、緊急通報受理機関が人の生命等に差し
判断した場合には、同機関が発信者の位置
があります。
用している場合は対象外となります。
一切必要ありません。

っては、無線ネットワークや無線信号、
USIMの状態によって動作が異なるため、
接続を保証するものではありません。
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!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、ソ
フトバンクホームページ（http://www.softbank.jp）でご案内し
ています。

!ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手のいる国や地域にか
かわらず、ソフトバンク携帯電話番号だけでかけられます。

!海外で電話をかけるには（ZP.2-9）

1 電話番号を入力→A[メニュー ]→国際発信
国/地域番号リストが表示されます。

2 相手の国/地域を選択→J

●国際電話に関する機能（ZP.2-13）

本機の各機能を利用して発信を制限しているときでも、110番
（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安庁）へは
発信できます。

日本国内から国際電話をかける

緊急電話（110／119／118）発信について

次の場合は発信できませんので、ご注意ください
!電波OFFモードがONのとき（ZP.1-16）
! PIN1コード入力画面が表示されているとき（PINコード設定
がONで電源を入れたとき）（ZP.9-2）

!安心遠隔ロック設定中（ZP.9-4）
! USIMカードが挿入されていないとき（発信してもつながりま
せん）

緊急通報位置通知に
緊急通報位置通知とは
た際の位置の情報を緊
するシステムです。
本機では受信している
報を通知します。
!発信場所や電波の受
ことがあります。緊
場所や目標物をお伝

!基地局測位情報の精
また、実際の位置と
ります（遠方の基地

!緊急通報位置通知機
位置情報を受信でき
けるようになります

!「184」を付けて、「
をダイヤルした場合
知されません。ただ
迫った危険があると
情報を取得する場合

!海外ローミングを使
!申込料金、通信料は

お知らせ

!海外でのご利用にあた
本機の機能設定状態、
すべての国や地域での



けかた／受けかた
で、お互いに相手が送ってきた画像を
。
、お買い上げ時は代替画像に設定されてい
て風景などの画像を送信することもできま

スエリア内でのみ使用できます。
-324M規格に準拠しています。異なる方式
ときは、TVコール通話が切れることがあり
話が切れるまでの通話料金がかかります。
用のときは、受話音量を大きくすると会話
ります。このときは、音量を下げて通話す
す。
の温度が上がりますが、故障ではありませ

失敗した場合、自動的には復旧しません。
直しください。

時の注意
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2

1 Jを押し、相手と話す
!相手の声の大きさを調節するには：通話中に または

2 通話が終わったら、Lを押す
通話時間の目安が表示されます。

●特定の種類の着信を拒否する●特定の電話番号からの着信を拒否
する（ZP.9-5）

●いろいろなボタンで着信に応答できるようにする●本機を
開くだけで着信に応答する●本機を閉じるだけで通話や発着
信を終了する（ZP.14-9）

TVコールのか
TVコール対応機どうし
見ながら通話できます
!相手に送信する画像は
ますが、カメラを使っ
す。

! TVコールは3Gサービ
!本機は国際標準の3G
の携帯電話と接続した
ます。このときは、通

!スピーカーホンをご利
しづらくなることがあ
ることをおすすめしま

! TVコール通話中は本機
ん。

!音声、画像の送受信に
再度TVコールをおかけ

音声電話を受ける

電話がかかってくると
着信音が鳴り、着信／充電ランプが
点滅します。

相手が電話番号を通知してきたとき
は、サブディスプレイとメインディ
スプレイに電話番号が表示されます。
電話帳に登録されているときは、相
手の名前が表示されます。

!着信音を消すには： [ミュート]／+（右側面）
!着信を保留にするには：L

お知らせ

!相手の電話番号が通知されてこなかったときは、「非通知」と表
示されます。

TVコールご利用
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2

する

し、Dを押す
、代替画像と相手
す。相手の声はス
）から聞こえます。
を調節するには： 

替えるには： →カメラ画像

ら、Lを押す

る

確認！
。（ZP.1-8）
。
赤で表示）」「 」「 」「 」
ん。（ZP.1-8、P.15-9）

は
ニュー ]→国際発信→相手の国/地域を選択

、相手の声は受話口から聞こえます。ス
ようにするには、スピーカーをオンにし
-14）
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!表示される画像の大小は、設定や送受信の条件によって異なりま
す。

1 電話番号を入力

2 電話番号を確認
相手が電話に出ると
の画像が表示されま
ピーカー（本体背面
!相手の声の大きさ

!カメラ画像に切り

3 通話が終わった

TVコール中の画面の見かた

TVコールアイコン

送信画像
（代替画像／
カメラ画像）

受信画像
（相手の画像）

通話時間

 設定／通話状態を表すアイコン
 音声送受信中

 音声送信成功／受信失敗

 音声送信失敗／受信成功

 音声送受信失敗

 画像送受信中

 画像送信成功／受信失敗

 画像送信失敗／受信成功

 画像送受信失敗

 送話マイクがON

 送話マイクがOFF（ミュート）

 カメラ画像送信中

 代替画像送信中

 -  送信画像のズーム
レベル（1～25）

例）お買い上げ時の状態でTVコールをかけた場合

TVコールをかけ

まず待受画面で
!電波状態を確認する
!他の表示を確認する
「 」 「 」 「 （
→ご利用になれませ

国際電話をかけるに
手順1のあと、A[メ
→D

お知らせ

!マナーモード設定中は
ピーカーから聞こえる
てください。（ZP.2



相手にカメラ画像を送信しない場合

信されます。

ら、Lを押す

用できる機能（ZP.2-14）
代替画像を変える（ZP.14-11）

る画像を選択しなかった場合は、代替画像

、相手の声は受話口から聞こえます。ス
ようにするには、スピーカーをオンにし
-14）
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2 ●履歴を利用して電話をかける（ZP.2-8）●電話帳から電話をか
ける（ZP.4-6）●入力した電話番号を電話帳に登録する
（ZP.4-9）

●TVコール中に利用できる機能（ZP.2-14）
●相手に送信する代替画像を変える（ZP.14-11）

1 J／Dを押して電話に出る

2 相手にカメラ画像を送信する場合
A[YES]
カメラ画像が相手に送信されます。

S[NO]
代替画像が相手に送

3 通話が終わった

●TVコール中に利
●相手に送信する

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると
相手が電話番号を通知してきたときは、
サブディスプレイとメインディスプレイに
電話番号が表示されます。電話帳に登録さ
れているときは、相手の名前が表示されま
す。
!着信音を消すには： [ミュート]
!着信を保留にするには：L

お知らせ

!手順2で相手に送信す
が送信されます。

!マナーモード設定中は
ピーカーから聞こえる
てください。（ZP.2
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2
を選ぶ

細を確認するには、履歴を選択

ときに本機を開くと着信履歴を直接表示す

話をかけたときは、最後にかけた日時の
歴と発信履歴に記憶されます。
消えません。
は、古いものから削除されます。
話帳 4 通話履歴でも表示できます。
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履歴の確認／利用
発着信した相手の電話番号や日時が履歴として記憶されるので、
過去に発着信した相手にかけ直すことができます。 1 で履歴の種類

2 個々の履歴の詳

●不在着信がある
る（ZP.14-9）

全通話履歴：すべての発着信履歴
着信履歴：かかってきた電話の履歴（最大50件）
発信履歴：かけた電話の履歴（最大50件）

 着信／発信の状態を表すアイコン

 応答した音声電話着信

 応答しなかった音声電話
着信
 拒否した音声電話着信

 発信した音声電話

 応答したTVコール着信

 応答しなかったTVコール
着信
 拒否したTVコール着信

 発信したTVコール

履歴を確認する

お知らせ

!同じ番号に2回以上電
データだけが全通話履

!電源を切っても履歴は
!最大件数を超えたとき
!メインメニューから 電



音（簡易留守録）
くと、かけてきた相手のメッセージを
できます。

と、待受画面に「 」が表示されます。
切れているとき、電波OFFモード設定中や
るときは使用できません。このときは、オ
守番電話サービスをご利用ください。

《お買い上げ時》OFF

定中にK（長押し）

／解除する

ときに設定するには
態で電話がかかってきたときにKを押す
になり、録音を開始します。簡易留守録は、
たままになります。

ール 4 簡易留守録 4 設定 4 ON/OFFで
。
状態で簡易留守録をONにしても、簡易留
不要なメッセージは削除してください。
留守録を利用できません。
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2
1 で履歴の種類を選ぶ

2 履歴を選んでA[メニュー ]→発信

3 音声電話の場合
音声
TVコールの場合
TVコール
国際電話の場合
国際発信→ 相手の国/地域を選択→
音声電話：J／TVコール：D

●履歴表示中に利用できる機能（ZP.2-15）

メッセージの録
あらかじめ設定してお
最大8件まで本機に録音
!簡易留守録を設定する
!簡易留守録は、電源が
「 」の表示が出てい
プションサービスの留
（ZP.2-12）

1 K（長押し）
!解除するには：設

履歴を利用して電話をかける

電話番号の通知／非通知を選択してから電話をかけると
きは
手順3で番号通知／番号非通知→A[メニュー ]→発信→音声／
TVコール

簡易留守録を設定

電話がかかってきた
簡易留守録がOFFの状
と、簡易留守録がON
通話終了後も設定され

お知らせ

!メインメニューから ツ
も設定／解除できます

!録音件数がいっぱいの
守録は動作しません。

! TVコール着信は簡易
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世界対応ケータイ）
も、音声通話などが利用できます。
くみ、使用できる国や地域、料金などの詳
バンクホームページ
nk.jp）でご案内しています。
利用には、別途お申し込みが必要です。
ときは、「世界対応ケータイサービスガイ
い。

→J

→D

話／携帯電話に電話をかける
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新しいメッセージが録音されると、待受
画面にインフォメーション（ZP.1-16）
と「 」が表示されます。

1 インフォメーションの
簡易留守録を選択

2 メッセージを選択
メッセージが再生されます。
再生が終わると、インフォメーションと「 」は消えます。

●簡易留守録に関する機能（ZP.2-15）

海外での利用（
日本以外の国や地域で
!世界対応ケータイのし
細については、ソフト
（http://www.softba

!世界対応ケータイのご
!海外にお出かけになる
ド」を携帯してくださ

1 音声電話の場合
電話番号を入力
TVコールの場合
電話番号を入力

録音されたメッセージを確認する

お知らせ

!待受画面でKを押す、または メインメニューから ツール 
4 簡易留守録 4 簡易留守録リストでも再生できます。

滞在国内の一般電



ビス

ョンサービスが利用できます。
からの操作、サービスの詳細についてはソ
ジ（http://www.softbank.jp）でご案内し

です。

スの概要

源を切っているときや電波の届かない場
にいるとき、電話に出られないときなど
、かかってきた電話を指定した電話番号
転送します。
源を切っているときや電波の届かない場
にいるとき、通話中のため電話に出られ
いときなどに、留守番電話センターで伝
メッセージをお預かりします。
着信お知らせ機能（ZP.2-13）
話中の相手を保留にして、別の相手から
電話を受けられます。また、通話相手を
り替えることもできます。（Z ）
話中に別の相手に電話をかけ、相手を切
替えながら通話したり、自分も含め最大
6人同時に通話できます。（Z ）
話の発着信を状況に合わせて制限できます。
転送電話サービスまたは留守番電話サー
ビスを開始しているときは、全発信規制
および全着信規制はご利用になれません
（転送電話サービスまたは留守番電話サー
ビスが優先されます）。
客様の電話番号を相手に通知したり、非
知にすることができます。
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1 J→P（長押し）

「＋（国際コード）」が表示されます。

2 国/地域番号と電話番号（市外局番の「0」を除
く）を入力→音声電話：J／TVコール：D
!イタリア（国/地域番号39）にかける場合は、電話番号の先
頭の「0」は省かずに入力してください。

●ネットワークモードを切り替える（ZP.2-16）

オプションサー

本機では、次のオプシ
!お申し込み、一般電話
フトバンクホームペー
ています。

※ 別途お申し込みが必要

滞在国内から日本や他国に電話をかける

お知らせ

!国際コードは、お買い上げ時は「0046010」に設定されてい
ますが、変更することもできます。（ZP.14-7）

オプションサービ

転送電話サービス
（ZP.2-11）

電
所
に
に

留守番電話サービス
（ZP.2-12）

電
所
な
言
!

割込通話サービス※
通
の
切

グループ通話
サービス※

通
り
で

発着信規制サービス
（ZP.2-16）

電
!

発信者番号通知サー
ビス（ZP.2-17）

お
通
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番電話サービスの設定状況を確認する

停止するには
 4 通話設定 4 通話サービス 

4 留守番・転送全てOFF 4 

イヤルや国際電話など一般転送先として
録できません。
易留守録を合わせてご利用になるときは、
が優先されますのでご注意ください。（た
優先順位が変わることがあります。）
ている場合、着信音が鳴っている間（呼
を押すと、そのまま通話できます。
送することもできます。
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!転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することは
できません。

! TVコール着信を転送する場合は、3G-324M規格に準拠したTV
コール対応機を転送先に設定してください。転送先が対応してい
ない場合は、TVコールは転送されません。

転送電話サービスを開始する

1 着信の種類を選択

2 項目を選択（下記参照）

3 電話帳から転送先を選ぶ場合
電話帳→転送相手を選択→電話番号を選択
直接転送先の電話番号を入力する場合
直接入力→電話番号を入力

4 手順2で呼び出しありを選択した場合、呼び出し
時間を選択

●転送電話／留守
（ZP.2-16）

転送電話サービス

メインメニューから 設定 4 通話設定 4 通話サービス 
4 留守番・転送電話 4 転送ON

項目 操作･補足
呼び出しなし 着信音を鳴らさずにすべての着信を転送します。

呼び出しあり 呼び出し時間内に応答できなかった着信を転送し
ます。

転送電話サービスを
メインメニューから 設定
4 留守番・転送電話 

お知らせ

!転送先には、フリーダ
望ましくない番号は登

!転送電話サービスと簡
呼び出し時間の短い方
だし、電波状況により

!呼び出しありに設定し
び出し時間内）にJ
A[転送]を押して転



伝言メッセージを再生する
が留守番電話センターに保存されると、
ーション（ZP.1-16）と「 」が表示

ョンの
ジを選択
ウンスに従ってくだ

ンフォメーション
す。消えない場合は、未再生の伝言メッ
センターに残っています。

細を確認してから再生するには
ージを入れた相手の電話番号や日時を確認
す。
ONに設定しておく必要があります。
留守電のお知らせを選択→詳細を確認→
電話再生

定 4 通話設定 4 通話サービス 
 4 留守番再生でも再生できます。
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!留守番電話センターへの転送は、転送電話サービスを利用します。
そのため、転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用
することはできません。

! TVコールの着信にはご利用になれません。

留守番電話サービスを開始する

1 項目を選択（下記参照）

新しい伝言メッセージ
待受画面にインフォメ
されます。

1 インフォメーシ
留守電メッセー
!以降の操作はアナ
さい。

再生が終わると、イ
と「 」は消えま
セージが留守番電話

留守番電話サービス

メインメニューから 設定 4 通話設定 4 通話サービス 
4 留守番・転送電話 4 留守番電話ON

項目 操作･補足
呼び出しなし 着信音を鳴らさずにすべての着信を転送します。

呼び出しあり
呼び出し時間内に応答できなかった着信を転送し
ます。
＞ 呼び出し時間を選択

留守番電話サービスを停止するには
メインメニューから 設定 4 通話設定 4 通話サービス 
4 留守番・転送電話 4 留守番・転送全てOFF 4 

お知らせ

!留守番電話サービスと簡易留守録を合わせてご利用になるとき
は、呼び出し時間の短い方が優先されますのでご注意ください。
（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。）

!呼び出しありに設定している場合、着信音が鳴っている間（呼
び出し時間内）にJを押すと、そのまま通話できます。
A[転送]を押して転送することもできます。

伝言メッセージの詳
着信履歴で伝言メッセ
したあと、再生できま
!着信お知らせ機能を

で着信履歴を表示→
A[メニュー ]→留守番

お知らせ

!メインメニューから 設
4 留守番・転送電話
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着信お知らせ機能を利用する

を入力して国際電話をかける
＋（国際コード）」を表示させる→国/地域
入力（先頭の「0」を除く）→J
上げ時は「0046010」に設定されていま
できます。（ZP.14-7）
39）にかける場合は、電話番号の先頭の
てください。
示中に新しい番号を登録する
ニュー ]→国際発信→A[メニュー ]→追加→
域番号を入力

機能

機能

.2-4、P.2-6）

[拒否]

[転送]
かじめ、転送電話サービス（ZP.2-11）
始しておいてください。開始していない場
着信は拒否されます。
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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
圏外にいて受けられなかった着信、通話中の着信をインフォ
メーションでお知らせします。
!留守番電話サービスを開始しているときだけ、利用できます。

1
ネットワークに接続されます。
!以降の操作はアナウンスに従ってください。

●転送電話／留守番電話サービスの設定状況を確認する
（ZP.2-16）

便利な機能

■直接国/地域番号など
J→P（長押し）で「
番号を入力→電話番号を
!国際コードは、お買い
すが、変更することも

!イタリア（国/地域番号
「0」は省かずに入力し
■国/地域番号リスト表
電話番号を入力→A[メ
国/地域名を入力→国/地

■着信中に利用できる

メインメニューから 設定 4 通話設定 4 通話サービス 
4 着信お知らせ機能

着信お知らせ機能設定中に着信があると
電源を入れたり圏内に入ると、着信のお
知らせのインフォメーションが表示され
ます。 を押すと着信履歴が表示されま
す。
!伝言メッセージが録音されている場合
は留守電メッセージのインフォメー
ション（ZP.2-12）が表示されます。

国際電話に関する

着信時の機能

応答保留する （ZP
簡易留守録で
応答する ＞ K

着信を拒否
する ＞ S

電話を転送
する

＞ A
!あら
を開
合、



作成して送信する

きる機能

カメラズーム●電話帳の確認●バックライ
設定●ホワイトバランス設定

終了後や電源を切っても、変更した音量は
されます。
中でなくても、待受画面で または を
しすると受話音量調節画面が表示され、音
変更できます。
カー／受話口から相手の声が聞こえるよう
替えます。
[メニュー ]→スピーカーオン／スピーカー

表示される双方の画像の大小を切り替えます。
[メニュー ]→画面切替→相手画像大／
像大
送信する画像と音声の設定を変更します。
→項目を選択（下記参照）
メラ画像：カメラで撮影中の動画を送信し
す。
替画像：代替画像を送信します。
話ミュート：カメラ画像だけを送信し、音
は送信しません。
替画像＆送話ミュート：代替画像を送信
、音声は送信しません。
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■音声電話中に利用できる機能

●通話中にSMSを

■TVコール中に利用で

●送話ミュート●
ト設定●受信画質

通話中の機能

受話音量を
調節する

＞ ／
!通話中でなくても、待受画面で または を
長押しすると受話音量調節画面が表示され、音
量を変更できます。

スピーカーの
ON／OFFを
切り替える

スピーカー／受話口から相手の声が聞こえるよう
に切り替えます。
＞ A[メニュー ]→スピーカーオン／スピーカー
オフ

通話を録音す
る（ボイスレ
コーダー）

通話内容を録音できます。（1件あたり最大60
秒）
＞
!録音を終了するには： 
!録音した音声は着うた・メロディフォルダに保
存されます。（ZP.7-2）

! A[メニュー ]→録音でも録音できます。

プッシュトー
ンを送信する

自動音声応答サービスなどの各種プッシュホン
サービスがご利用になれます。
＞ P～O、GまたはH

電話帳を確認
する ＞ A[メニュー ]→電話帳

通話を保留に
する

＞ J
!電話に出るには：J
! A[メニュー ]→保留／保留解除でも保留／解除
できます。

!保留の利用には、割込通話サービスまたはグ
ループ通話サービスのお申し込みが必要です。
（Z ）

受話音量を
調節する

＞
!通話
保持

!通話
長押
量を

スピーカーの
ON／OFFを
切り替える

スピー
に切り
＞ A
オフ

画面を切り替
える

画面に
＞ A
自画

画像／音声設
定を変える

相手に
＞
･ カ
ま

･ 代
･ 送
声

･ 代
し
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《お買い上げ時》18秒
ガイダンスが流れるまでの時間を設定しま

間を入力
ンサービスの留守番電話サービス、または
わせてご利用になるときは、応答時間の設
変わります。
間…18秒／各サービスの応答時間…20秒
録が優先されます。（ただし、電波状況によ
があります。）
いても、録音件数がいっぱいになると転送
ビスが優先されます。
をかける
セージを選んでA[メニュー ]→発信
る
セージを選んでA[メニュー ]→
ES]→全件削除を選択した場合は、操作用暗
入力
帳に登録する
セージを選んでA[メニュー ]→
／追加登録する相手を選択→登録の操作を
降）

る機能

ーから ツール 4 簡易留守録
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■履歴表示中に利用できる機能
で履歴の種類を選ぶ→履歴を選んでA[メニュー ]→項目を選択

（下記参照） ■応答時間を設定する

電話がかかってきてから
す。
設定→応答時間→応答時
!簡易留守録をオプショ
転送電話サービスと合
定により、優先順位が

例）簡易留守録の応答時
と設定すると、簡易留守
り優先順位が変わること
!簡易留守録を優先して
電話／留守番電話サー
■録音した相手に電話
簡易留守録リスト→メッ
■メッセージを消去す
簡易留守録リスト→メッ
削除／全件削除→A[Y
証番号（ZP.1-24）を
■録音した相手を電話
簡易留守録リスト→メッ
電話帳へ登録→新規登録
行う（ZP.4-3 手順2以

履歴に関する機能

項目 操作･補足
表示 履歴の詳細を表示します。
発信 履歴の電話番号に電話をかけます。

メール新規
作成

＞ S!メール／SMS→メールを作成（S!メール
ZP.11-4 手順4以降／SMSZP.11-8 手
順4以降）

!相手がソフトバンク携帯電話の場合のみ送信で
きます。

電話帳へ登録
＞ 新規登録／追加登録する相手を選択→登録の

操作を行う（ZP.4-3 手順2以降）

削除
＞ 1件／全件→A[YES]（→全件を選択した場

合は、操作用暗証番号を入力）

簡易留守録に関す

メインメニュ



話サービスの設定状況を確認する
4 通話設定 4 通話サービス 
現在の設定確認

を利用する
ール）の発着信やSMSの送受信を規制し

は留守番電話サービスを開始しているとき
び「全着信規制」はご利用になれません
は留守番電話サービスが優先されます）。
るためには、発着信規制用暗証番号
す。

を開始／停止する
目を選択（下記参照）→A[メニュー ]→
号を入力

スに関する機能

ーから 設定 4 通話設定 
ビス 4 発着信規制

操作･補足
話を除くすべての電話がかけられません。
以外への電話がかけられません。
と日本以外への国際電話がかけられませ

の電話が受けられません。
外で電話が受けられません。
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■ネットワークモードを切り替える

《お買い上げ時》自動
国や地域によっては、ネットワークモードを切り替える必要があり
ます。
メインメニューから 設定 4 通話設定 4 通話サービス 4 国際設定 
4 3G/GSM選択 4 項目を選択（下記参照）

!通常は自動でお使いになることをおすすめします。

転送電話／留守番電
メインメニューから 設定 
4 留守番・転送電話 4 

発着信規制サービス
!電話（音声電話／TVコ
ます。

!転送電話サービスまた
は、「全発信規制」およ
（転送電話サービスまた

!サービスをご利用にな
（ZP.1-24）が必要で

■発着信規制サービス
発信規制／着信規制→項
ON／OFF→規制暗証番

世界対応ケータイに関する機能

項目 操作･補足

手動

3G/GSM：日本国内と海外の3G／GSMサービ
スエリアで使用できます。3GとGSMの両方を
検索します。
3G：日本国内と海外の3Gサービスエリアで使
用できます。
GSM：海外のGSMサービスエリアで使用でき
ます。日本国内では使用できません。

自動
日本国内と海外の3G／GSMサービスエリアで
使用できます。日本国内では3Gのみ、海外では
3GとGSMの両方を検索します。

オプションサービ

メインメニュ
4 通話サー

項目
全発信規制 緊急通
滞在国以外規制 滞在国
日本/滞在国以
外規制

滞在国
ん。

全着信規制 すべて
国際着信規制 日本以
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!発信規制設定中でも緊急電話番号（110／119／118）へは発
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信できます。
!発信規制中に電話をかけようとすると、発信規制中である旨の
メッセージが表示されますが、お客様がご利用になる地域によっ
ては、表示されるまでに時間がかかることがあります。メッセー
ジが表示されないときは、発着信規制サービスの設定状況をご確
認ください。
■発着信規制サービスをすべて停止する
規制全停止→規制暗証番号を入力
■発着信規制サービスの設定を確認する
現在の設定確認→項目を選択（ZP.2-16）
■発着信規制暗証番号を変更する
規制暗証番号→現在の規制暗証番号を入力→新しい規制暗証番号を
入力→もう一度新しい規制暗証番号を入力

発信者番号通知サービスを利用する
《お買い上げ時》ネットワーク依存

メインメニューから 設定 4 通話設定 4 発信者番号通知 4 項目を選
択
!ネットワーク依存に設定すると、お申し込みいただいた設定にな
ります。

!ここでの設定にかかわらず、電話番号の前に次の数字を付けて入
力すると、発信ごとに電話番号の通知／非通知を選べます。

通知 Q I YまたはG E Q H
非通知 Q I RまたはH E Q H
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文字入力について..
文字の入力方法.....
文字を入力する....
絵文字／記号を入

文字の編集 ...........
入力した文字を消
コピー／切り取り

文字の変換機能.....
変換機能を利用す
英字／数字／カタ

便利な機能 ...........
入力に関する機能
ユーザー辞書に関



「すずき」と

ます。

3回）→G（1回）

当てられた文字を
は、 でカーソルを

するには：F
ルが当たっている
」→「い」→

ストに入る
を追加したり修正し
を押して予測候補リ

換時に表示される候
、変換候補、英数カ
候補があります。

選択
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文字入力について
ひらがな、漢字、カタカナ、英数字、記号、絵文字などが入力
できます。

文字入力モード
Dで切り替えます。
漢：漢字・ひらがな入力モード
ｶﾅ：カタカナ入力モード
英：英字入力モード
数：数字入力モード
! A[メニュー ]→入力オプション→
入力モード切替でも切り替えられ
ます。
全角／半角

D（長押し）で切り替えます。
全：全角入力モード
半：半角入力モード
入力可能な残り文字数
入力可能な残り文字数が表示されます。文字、記号、絵文字は
全角／半角にかかわらず、すべて1文字としてカウントされま
す。
 入力可能な残りバイト数が表示されます。

文字の入力方法

例）「鈴木」と入力する

1 文字入力画面で
入力
!次のように入力し

「す」：E（3回）
「ず」： ※→E（
「き」：W（2回）
※同じボタンに割り
続けて入力する場合
移動させます。
!文字を逆順で表示
例）「え」にカーソ
場合、「え」→「う
「あ」…

2 で予測候補リ
!変換する前に文字
たい場合は、K
ストから出ます。

!漢字・ひらがな変
補には、予測候補
ナ候補、関係予測
（ZP.3-5）

3 で「鈴木」を

ヘルプ機能を利用するには
文字の入力方法を項目ごとに文章で説明しています。文字の入力
画面上でA[メニュー ]→ヘルプ→項目を選択して参照できます。

文字を入力する
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■その他の入力機能

ルなどを送信した場合、絵文字非対応のソ
Eメールでは表示されません。

入力モードまたは英字入力モード

絵文字一覧が表示されます。
を切り替えるには：G

号を選択
5-19）

力する

A[メニュー ]→絵文字／記号でも表示で

文字／記号がある場合はそれぞれの履歴
す。

絵文字／記号を入力する場合
絵文字、全絵文字、記号一覧が切り替わり
、前回入力時に使用した絵文字一覧によっ
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!絵文字を入力したメー
フトバンク携帯電話や

1 漢字・ひらがな
でG
ソフトバンク対応の
!絵文字／記号一覧

2 で絵文字／記
!記号一覧（ZP.1

カタカナ／英数字を入力
する

Dを数回押して入力モードを切替
→文字を入力

漢字・ひらがな・カタカナ
入力モードで小文字
（っ、ッなど）を入力する

小文字になる文字を入力→J
!小文字のある行のボタンを押し続
けると、大文字に続いて小文字も
表示されます。

英字入力モードで大文字（A
など）を入力する 大文字になる文字を入力→J

濁点（゛）／半濁点（゜）
を入力する

濁点／半濁点を付ける文字を入力→
濁点の場合Gを1回、半濁点の場
合Gを2回押す
!半角カタカナ入力モードでは濁点
／半濁点が半角で入力されます。

改行を入力する 改行したい位置でF

スペースを文末に入力する

スペースを文中に入力する

半角スペースが表示されるまで P
を押す
!記号一覧を利用して、全角スペー
ス（全角1）または半角スペース
（半角1）を入れることもできま
す。（Z右記）

!数字入力モードの場合、上記の手
順では入力できません。記号一覧
から入力してください。

絵文字／記号を入

お知らせ

!絵文字／記号一覧は、
きます。

!これまでに入力した絵
一覧がまず表示されま

S!メール入力画面で
Gを押すと他社共通
ます。一覧の表示順は
て変わります。



■絵文字／記号一覧表示中に利用できる機能

する場合
の前にカーソルを移動→K
文字を消去します。
と、カーソルから後ろの文字をすべて消去

去する場合
にある状態でK
字を消去します。
と、カーソルから前の文字をすべて消去し

力

去／修正する
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※ S!メール本文入力中の場合のみ

●メールアドレス／URLの一部を簡単に入力する●顔文字を
入力する●電話帳データ／オーナー情報／メモ帳を引用して
挿入する●区点コードで文字を入力する（ZP.3-7）

文字の編集

1 文中の文字を消去
消去したい文字
カーソルの後ろの1
!Kを長押しする
します。

文末から文字を消
カーソルが文末
カーソルの前の1文
!Kを長押しする
ます。

2 正しい文字を入

連続して絵文字／記号を
入力する S[連続選択]

絵文字／記号一覧を切り替
える G

前ページにジャンプする D
次ページにジャンプする A[次ページ]／F
マイ絵文字フォルダを表示
する※ H

一覧を閉じる K

入力した文字を消
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文字の変換中や確定後に表示されます。

により、候補リストの順番は変化します。
候補リストはA[予測]／[変換]で切り替え

する●候補リストの文字サイズを変更する

ストを表示しない

る

した文字で始まると予測される候補
測候補）と完全一致した候補（変換候補）
在リスト
候補の例）「わ」→「私」「わたし」等
候補の例）「わ」→「和」「輪」等
した文字と完全一致した候補リスト
「わ」→「和」「輪」等
した文字が入力ボタンに割り当てられて
英数字／カタカナと一致した候補リスト
P.3-7）
確定後に予測される候補リスト
「私」で確定した場合、それに続くと予測
る「です」「の」「は」等

学習履歴として記憶され、変換中の候補
。
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指定した範囲の文字列を、コピーし、または切り取って、他の
場所に貼り付けることができます。

1 文字入力中にA[メニュー ]→コピー／切り取り

2 部分的に範囲を選択する場合
コピー／切り取りを行いたい文字列の先頭（最
後）へカーソルを移動→ →コピー／切り取り
を行いたい文字列の最後（先頭）へカーソルを移
動→
すべてを選択する場合
S[全選択]→

3 貼り付ける位置へカーソルを移動→
A[メニュー ]→貼り付け

文字の変換機能

下記の候補リストが、

!単語入力を繰返すこと
!予測候補リストと変換
られます。

●学習履歴を削除
（ZP.3-7）
●関係予測候補リ

コピー／切り取り／貼り付けをする
変換機能を利用す

変換中
に表示

予測候補

入力
（予
の混
予測
変換

変換候補 入力
例）

英数カナ
候補

入力
いる
（Z

確定後
に表示

関係予測
候補

文字
例）
され

お知らせ

!一度入力した文字列は
リストに表示されます



例）「私の鼻」と入力する で変換候補リストに移動
選択

れないときは
、文字の区切りを変更して変換し直します。
」と「か」で区切って「春香」に変換す

移動して「はる」を「春」に変換→
換→

利用するには
最初の1～2文字を入力すると候補リスト
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1 漢字・ひらがな入力モードで

P
「わ」が入力され、予測候補リストが表
示されます。

2 で予測候補リストに移動
→ で「私」を選択
「私」が入力され、関係予測候補リスト
が表示されます。

3 で関係予測候補リストに
移動→ で「の」を選択
「の」が入力され、関係予測候補リスト
が表示されます。

4 Y→T
「はな」が入力され、予測候補リストが
表示されます。

5 A[変換]
変換候補リストが表示されます。

6
→ で「鼻」を

目的の漢字に変換さ
Kでひらがなに戻り
例）「はるか」を「はる
る場合
① 「る」にカーソルを
② 「か」を「香」に変

一度入力した文字を
一度入力した文字は、
に表示されます。
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Lの一部を簡単に入力する
ードでH（長押し）→文字列を選択

]→顔文字→顔文字を選択
ナー情報／メモ帳を引用して挿入する
]→挿入→項目を選択（下記参照）

（姓）／（名）、ヨミガナ、電話番号、
所、メモです。

]→入力オプション→学習履歴リセット→
番号を入力
イズを変更する
]→入力オプション→候補表示サイズ→サ

入力する
]→入力オプション→区点入力→区点コー

.15-14）

操作･補足
帳を選択→項目を選択
を選択
帳を選択
・ひらがな入力モードまたは全角／半角カ
ナ入力モードの場合はH（長押し）→メ
を選択でも入力できます。
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漢字・ひらがな入力モードのまま、カタカナやそのボタンに
割り当てられている英数字に変換できます。日付や時刻を簡単
に入力することもできます。
例1）「OK」を入力する

!英数カナ候補リストでの選択を確認したら で確定してくださ
い。
例2）「10:30」または「10/30」を入力する
!「 : 」や「 / 」に変換するためには、Hで「、」を入力します。

!英数カナ候補リストでの選択を確認したら で確定してくださ
い。

便利な機能

■メールアドレス／UR
文字入力中に英字入力モ
■顔文字を入力する
文字入力中にA[メニュー
■電話帳データ／オー
文字入力中にA[メニュー

※ 引用できる項目は名前
Eメールアドレス、住

■学習履歴を削除する
文字入力中にA[メニュー
A[YES]→操作用暗証
■候補リストの文字サ
文字入力中にA[メニュー
イズを選択
■区点コードで文字を
文字入力中にA[メニュー
ド（4桁）を入力（ZP

英字／数字／カタカナに変換する
（英数カナ候補）

手順 1 2 3 4

ボタン Y
（3回）

T
（2回） S[英数カナ]

表示 ふ ふに 英数カナ候補
リスト OK

手順 1 2 3 4 5

ボタン Q
P

H
E
P

S[英数カナ]

表示 あわ あわ、 あわ、
さわ

英数カナ候補
リスト

10:30
または
10/30

入力に関する機能

項目
電話帳データ※ ＞ 電話
オーナー情報※ ＞ 項目

メモ帳

＞ メモ
!漢字
タカ
モ帳
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■ユーザー辞書を登録／編集する
各項目の操作（下記参照）

■ユーザー辞書を削除する
A[メニュー ]→削除→各項目の操作（下記参照）

ユーザー辞書に関する機能

文字入力中にA[メニュー ]→入力オプション→
ユーザー辞書

項目 操作･補足

登録する

＞ A[新規登録]※→語句を入力→読みを入力
※ すでに登録がある場合：A[メニュー ]→新規
登録

!記号や絵文字も入力できます。

編集する
＞ 語句を選んでA[メニュー ]→編集→語句を編

集→読みを編集

項目 操作･補足
1件 ＞ A[YES]

複数選択

＞（語句を選択）※→A[OK]→
※ この手順を繰返して複数選択してください。
（選択された語句の左端のマークが「 」に
変わります。）もう一度 を押すと、選択が解
除されます。

全件 ＞ A[YES]→操作用暗証番号を入力



4-1

4

電話帳
.............................................. 4-2
.............................................. 4-3
る項目................................................. 4-3
............................................................. 4-3
る......................................................... 4-5
............................................ 4-6

を変える............................................. 4-6
かける................................................. 4-6
プ......................................... 4-7

ップする............................................. 4-8
.............................................. 4-8
録する................................................. 4-8
.............................................. 4-9
る機能................................................. 4-9
除に関する機能.................................. 4-9
する機能............................................. 4-9
ップに関する機能 .......................... 4-10
する機能.......................................... 4-11
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電話帳について.....
電話帳の登録........
電話帳に登録でき
電話帳に登録する
グループを設定す

電話帳の検索／利用
電話帳の検索方法
電話帳から電話を

S!電話帳バックアッ
電話帳をバックア

オーナー情報........
オーナー情報を登

便利な機能 ...........
電話帳登録に関す
電話帳の編集／削
電話帳の利用に関
S!電話帳バックア
オーナー情報に関



電話帳に登録しておくと、簡単な操作

電話帳をグループごとに管理できます。

をバックアップする（ZP.7-14）●電話
する（ZP.8-3）
禁止する
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電話帳について
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、メールアドレスなどを
で発信や送信ができます。

電話番号やメールアドレスの他にも、
誕生日や住所など、たくさんの情報が
登録できます。

登録した相手の着信音や画像表示を個
別に設定でき、だれからの着信かすぐ
にわかります。

お知らせ

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
は変化することがあります。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。

●メモリカードにデータ
帳データを赤外線で送信

●電話帳の使用を
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ドの電話帳に登録します。
る場合は、あらかじめ保存先をUSIMまた
から行ってください。（ZP.14-11）

ー ]→新規登録
に設定している場
SIMを選択

記参照）
操作･補足

録します。
IM電話帳の場合、姓名に姓と名の両方を入
ます。
入力
録します。
入力
入力すると自動的にヨミガナが登録されま

する場合は、 [編集]→修正する

本体の場合
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電話帳の登録

本機には、本体のメモリに登録する本体電話帳と、USIMカード
のメモリに登録するUSIM電話帳があります。
!本体電話帳には最大1000件の登録ができます。USIM電話帳に
登録できる件数はUSIMカードによって異なります。

○：登録できます。　×：登録できません

本体またはUSIMカー
! USIM電話帳に登録す
は毎回確認に設定して

1 →A[メニュ
!保存先を毎回確認
合：本体またはU

2 項目を選択（下

電話帳に登録できる項目

電話帳の登録項目 本体 USIMカード
名前（姓）／（名） ○ ○
ヨミガナ ○ ○
電話番号 3件 2件
Eメールアドレス 3件 1件
誕生日 ○ ×
住所 ○ ×
メモ ○ ×
音声着信音 ○ ×
TVコール着信音 ○ ×
メール着信音 ○ ×
イルミネーション ○ ×
画像 ○ ×
グループ ○ ○
シークレット ○ ×

電話帳に登録する

項目

名前（姓）※1

姓を登
! US
力し

＞ 姓を

名前（名）※1
名を登
＞ 名を

ヨミガナ
名前を
す。
＞ 変更



いと電話帳に保存できません。
（ZP.14-2）に従います。
ョン設定（ZP.14-6）に従います。

が終了したら、A[保存]

する機能●電話帳の編集／削除に関する機

存先を変える（ZP.14-11）

項目 操作･補足
ープを選択
帳から相手を呼び出すときに、グループ単
検索できます。
た相手を電話帳に表示するかどうかを設定
。
する／表示しない
しないに設定している場合は、シークレッ
ード設定をONにしたときだけ電話帳に表
れます。（ZP.9-6）

項目 操作･補足

Addressbook.fm  Page 4  Thursday, October 23, 2008  11:45 AM
4-4

4

※1 いずれかを入力しな
※2 通常の着信音の設定
※3 通常のイルミネーシ

3 必要事項の入力

●電話帳登録に関
能（ZP.4-9）
●新規登録時の保

電話番号
1～3※1

＞ 電話番号を入力（→本体電話帳の場合、アイ
コンを選択）

Eメールアドレ
ス1～3※1

＞ Eメールアドレスを入力（→本体電話帳の場
合、アイコンを選択）

誕生日 ＞ 生年月日を入力

住所

郵便番号、国/地域名、都道府県、市区町村、番
地、付加情報を登録します。
＞ 項目を選択→それぞれの必要事項を入力→住

所以外の登録に移る場合はA[確定]
メモ ＞ メモを入力

音声着信音 登録した相手からの音声電話、TVコール、メー
ルの着信音を設定します。
＞ 通常設定連動※2

または
データフォルダ内のフォルダを選択→ファイ
ルを選んでA[決定]

TVコール
着信音

メール着信音

イルミネー
ション

登録した相手からの電話やメールをお知らせする
イルミネーションを設定します。
＞ 通常設定連動※3／色を選択

画像

静止画を登録します。静止画を撮影して登録する
こともできます。
＞ ピクチャー→ファイルを選んでA[決定]

または
カメラ撮影→ で撮影する→
（削除するには：画像なし）
!登録した相手から電話がかかると、着信画面に
静止画が表示されます。（他の機能を操作して
いるときなどには、表示されない場合がありま
す。）

グループ
＞ グル
!電話
位で

シークレット

登録し
します
＞ 表示
!表示
トモ
示さ
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A[決定]

のグループ表示を切り替えるには
USIMの場合（ZP.14-11）、次の操作で
す。
帳 4 グループ設定 4 A[メニュー ] 
切替／グループ（USIM）へ切替

をリセットするには
メニュー ]→設定リセット→

プには着信音やイルミネーションを設定で

イルミネーションを設定している場合は、
ます。
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電話帳のグループ名を変更したり、グループごとに着信音や
イルミネーションを設定します。
!表示切替で設定されているメモリのグループが表示されます。
!電話帳の登録時にグループを選択すると、グループに登録されま
す。（ZP.4-4）グループを選択しなかった場合は、自動的にグ
ループ未設定に登録されます。

1 グループを選んでA[メニュー ]→名称変更→グ
ループ名を入力
!表示切替設定がUSIMの場合：グループを選んで
A[名称変更]

2 A[メニュー ]→着信音/イルミネーション設定

3 着信音の設定
音声着信音／TVコール着信音／メール着信音→
通常設定連動／データフォルダ内のフォルダを選
択→ファイルを選んでA[決定]
!通常設定連動は通常の着信音の設定（ZP.14-2）に従いま
す。

イルミネーションの設定
イルミネーション→通常設定連動／色を選択
!通常設定連動は通常のイルミネーション設定（ZP.14-6）
に従います。

4グループを設定する

メインメニューから 電話帳 4 グループ設定

本体とUSIMカード
表示切替設定が本体と
表示を切り替えられま
メインメニューから 電話
4 グループ（本体）へ

グループごとに設定
グループを選んでA[

お知らせ

! USIMカードのグルー
きません。

!個別の相手に着信音や
個別の設定が優先され



音声電話の場合
でJ

でD

でA[メニュー ]→発信→
の国/地域を選択→
／TVコール：D

ルを送る●スピードダイヤルを利用する
話帳検索／詳細画面で利用できる機能

表示させる（ZP.14-11）
の通知／非通知を設定して電話をかける

行の電話帳を開くには（クイック電

を長押しすると、ボタンに割り当てられた
せます。
し
ンを押すと、次に登録のある行の検索画面

ピードダイヤルに変更することもできま
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電話帳の検索／利用

《お買い上げ時》あかさたな
電話帳は3つの方法（あかさたな別、ヨミガナ入力、グループ
別）で検索できます。

1 検索方法を選択

!検索方法を変更するには（Z上記）

1
2 各検索方法の操作（下記参照）を行う

3 相手を選択

4
電話番号を選ん
TVコールの場合
電話番号を選ん
国際電話の場合
電話番号を選ん
国際発信→相手
音声電話：J

●電話帳からメー
（ZP.4-9）●電
（ZP.4-10）
●USIM電話帳を
●自分の電話番号

電話帳の検索方法を変える

メインメニューから 電話帳 4 設定 4 検索方法

お知らせ

!検索方法があかさたな／ヨミガナの場合は、 →A[メニュー ]
→検索方法でも設定を変えられます。

電話帳から電話をかける

検索方法 操作･補足

あかさたな
＞ 相手のヨミガナの行を選ぶ
!相手のヨミガナを入力して電話帳を選択するこ
ともできます。

ヨミガナ ＞ 相手のヨミガナを入力
グループ ＞ グループを選択

待受画面から必要な
話帳）
待受画面でP～O
行の検索画面が呼び出
例）「な行」：T長押
!登録のない行のボタ
が表示されます。
!クイック電話帳はス
す。（ZP.14-6）
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■同期やバックアップ／読み込みについて
みのタイミングや同期タイプの選択にご注

消去したあとに通常同期、本体変更データ
クアップを行うと、サーバーの電話帳もす

べて消去したあとに通常同期、サーバー変
ーから読込を行うと、本機の電話帳もすべ

（電話番号など）の同期について
録できる項目の登録可能件数が本機（また
とサーバーとで異なる場合に同期を行うと、
数に統一されます。
スの継続について
帳バックアップ対応）：サーバーの電話帳は
使いいただけます。
帳バックアップ非対応）：S!電話帳バック
れ、サーバーの電話帳は保持されます。た
操作はできません。（パソコンからの操作だ

V8シリーズ：S!電話帳バックアップは自動
ーの電話帳は消去されます。
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S!電話帳バックアップ
S!電話帳バックアップとは、本機の電話帳をネットワーク内の
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
電話帳を同期させる（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ご利用には、別途お申し込みが必要です。
（有料）

! S!電話帳バックアップについては、下記のURLなどでご確認くだ
さい。
http://www.softbank.jp

S!電話帳バックアップ利用時のご注意
! S!電話帳バックアップは、電池がフル充電の状態（「 」表示）
でご利用ください。

!同期やバックアップ／読み込みを行うと、パケット通信料がかか
ります。

!電話帳の次の項目は同期できません。サーバーから読込を行うと、
本機の電話帳の設定がすべて消去されますのでご注意ください。
着信音／イルミネーション／画像

! S!電話帳バックアップを解約すると、サーバー内の電話帳は削除
されます。

! 本機の電話帳に登録した住所の付加情報は、サーバーでは住所の
建物名欄に登録されます。

! サーバーに登録された文字数が、本機の登録可能文字数を超えて
いる場合は、本機では登録可能文字数まで表示されます。

!バックアップ／読み込
意ください。

!本機の電話帳をすべて
送信、サーバーへバッ
べて消去されます。

!サーバーの電話帳をす
更データ受信、サーバ
て消去されます。
■複数登録できる項目
!電話番号など、複数登
は機種変更後の機種）
両方とも少ない方の件
■機種変更時のサービ
! 3Gシリーズ（S!電話
保持され、そのままお

! 3Gシリーズ（S!電話
アップの契約は継続さ
だし、携帯電話からの
けになります。）

! V3、V4、V5、V6、
的に解約され、サーバ



ルアドレス、住所などの情報をオーナー

編集→項目を選択→編集する
削除できません。

が終了したら、A[保存]

データをS!メール／赤外線で送信する

録する

目を消去するには
]→リセット→
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1 →操作用暗証番号を入力

! 操作用暗証番号について（ZP.1-24）

2 項目を選択（下記参照）

3
サーバーに接続され、バックアップ／読み込みを開始します。
完了すると、詳細が表示されます。

●S!電話帳バックアップに関する機能（ZP.4-10）

オーナー情報
自分の電話番号、メー
情報に登録できます。

1 →P

2 A[メニュー ]→
!自局番号は編集／

3 必要事項の入力

●オーナー情報の
（ZP.4-11）

電話帳をバックアップする

メインメニューから 電話帳 4 S!電話帳バックアップ 
4 同期開始

項目 操作･補足
サーバーへ
バックアップ 本機の電話帳をサーバーにバックアップします。

サーバーから
読込 サーバー内の電話帳を本機に読み込みます。

オーナー情報を登

電話番号1以外の項
手順1でA[メニュー
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■電話帳をすべて削除する
 4 メモリ管理 4 本体全件削除／USIM全
操作用暗証番号を入力

送る
の操作（下記参照）→メールを作成
順4以降／SMSZP.11-8 手順4以降）

番号のみ
利用する
O）に電話番号を割り当てると、待受画面
やく電話がかけられます。
 4 スピードダイヤル設定 4 割り当てるダ
]～[9]）を選択※ 4 電話帳を選択 4 電話

て登録するには：割り当てるダイヤルボタ
）を選んでA[編集]→電話番号を入力
話をかけるには、あらかじめワンタッチ
ルに設定してください。（ZP.14-6）
シークレットモードがONの場合にのみス
できます。その後シークレットモードを
ていても未登録と表示されます。上書きし
クレットデータが登録されていることを通
すのでご注意ください。

する機能

操作･補足

ルアドレスを選択

番号を選んでA[メニュー ]→メール新規
→S!メール／SMS

Addressbook.fm  Page 9  Thursday, October 23, 2008  11:45 AM
便利な機能

■入力した電話番号を登録する
電話番号を入力→A[メニュー ]→電話帳へ登録→新規登録／追加登
録する相手を選択→他の必要項目を入力→A[保存]
■履歴の電話番号を登録する

→履歴の種類を選ぶ→履歴を選んでA[メニュー ]→電話帳へ登録→
新規登録／追加登録する相手を選択→他の必要項目を入力→A[保存]
■メールを送受信した相手の電話番号／メールアドレスを登録する
A[ ]→送信済みボックス／受信ボックス（→フォルダを選択）
→メールを選んでA[メニュー ]→送信先を電話帳へ登録／送信元を
電話帳へ登録→新規登録／追加登録する相手を選択→他の必要項目
を入力→A[保存]
■電話帳の登録状況を確認する [メモリ容量確認]
メインメニューから 電話帳 4 メモリ管理 4 メモリ容量確認

■電話帳を編集する
→電話帳を選んでA[メニュー ]→編集→項目を選択→電話帳を編

集→A[保存]
!誕生日を削除するには：誕生日の項目を選んでA[メニュー ]→誕
生日をクリア
!住所の全項目を削除するには：住所の項目を選んでA[メニュー ]
→住所をクリア
!画像を削除するには：画像の項目を選択→画像なし
■電話帳を1件削除する

→電話帳を選んでA[メニュー ]→削除→

メインメニューから 電話帳
件削除 4 A[YES] 4 

■電話帳からメールを
→相手を選択→各項目

（S!メールZP.11-4 手

※ ソフトバンク携帯電話
■スピードダイヤルを
ダイヤルボタン（Q～
で長押しするだけですば
メインメニューから 電話帳
イヤルボタンの数字（[1
番号を選択
※ 直接電話番号を入力し

ンの数字（[1]～[9]
!スピードダイヤルで電
キーをスピードダイヤ
!シークレットデータは
ピードダイヤルに登録
OFFにすると、登録し
ようとした場合、シー
知せずに上書きされま

電話帳登録に関する機能

電話帳の編集／削除に関する機能

電話帳の利用に関

項目
メールアドレ
スを利用する ＞ メー

電話番号を
利用する※

＞ 電話
作成



■電話帳検索／詳細画面で利用できる機能

させる
証番号を入力→項目を選択（下記参照）→

）

[YES]

アップに関する機能

ーから 電話帳 
バックアップ

操作･補足
サーバー内の電話帳とを同期します。

電話帳の変更データを送信します。

ー内の電話帳の変更データを受信します。

電話帳をサーバーにバックアップします。

ー内の電話帳を本機に読み込みます。

項目 操作･補足
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!利用できる機能は、登録内容や選んでいる項目によって異なりま
す。
→（電話帳を選んで）A[メニュー ]→項目を選択（下記参照）

または
→電話帳を選択→（登録項目を選んで）A[メニュー ]→項目を選

択（下記参照）

■電話帳を手動で同期
同期開始→ →操作用暗

項目 操作･補足
表示 詳細を表示します。

発信
電話をかけます。
＞ 項目を選択→各項目の操作（ZP.2-8 手順3

以降）

メール新規
作成

S!メール／SMSを作成します。
＞ S!メール／SMS→メールを作成（S!メール
ZP.11-4 手順4以降／SMS ZP.11-8 手
順4以降）

編集
＞ 項目を選択→編集する→A[保存]
!誕生日／住所／画像の削除について（ZP.4-9）

新規登録 （ZP.4-3）

送信

電話帳のデータをS!メール／赤外線で送信します。
＞ S!メール添付／赤外線送信→各項目の操作
（S!メールZP.11-4 手順2以降／赤外線
ZP.8-3）

表示切替 表示する電話帳を切り替えます。
＞ 項目を選択

検索方法 （ZP.4-6）

スピード
ダイヤル登録

電話番号をスピードダイヤル（ZP.4-9）に登
録します。
＞（電話番号を選択→）割り当てるダイヤルボタ

ンの数字（[1]～[9]）を選択

USIMへの
コピー／本体
へのコピー

（Z

削除 ＞ A

S!電話帳バック

メインメニュ
4 S!電話帳

項目
通常同期 本機と
本体変更
データ送信 本機の

サーバー変更
データ受信 サーバ

サーバーへ
バックアップ 本機の

サーバーから
読込 サーバ
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■電話帳を自動で同期させる

Aera.book  Page 11  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
自動同期設定→操作用暗証番号を入力→ON/OFF→ON／OFF※→
開始時刻→開始時刻を入力→繰返し設定→繰返しタイプを選択（下
記参照）→同期タイプ→同期タイプを選択→ →A[保存]

※ お買い上げ時はOFFに設定されています。
■同期の履歴を確認する
同期やバックアップ、読み込みの履歴を確認できます。
同期ログ→同期ログを選択

■オーナー情報のデータをS!メール／赤外線で送信する 
待受画面で →P→A[メニュー ]→送信→S!メール添付／赤外線
送信→各項目の操作（S!メールZP.11-4 手順2以降／赤外線
ZP.8-3）
!画像は送信できません。

項目 操作･補足

曜日指定 設定した曜日に自動同期させます。
＞ 曜日を選択

日付指定 毎月指定した日に自動同期させます。
＞ 日付を入力

電話帳編集後 電話帳を編集してから10分後に毎回自動同期さ
せます。

オーナー情報に関する機能
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カメラをご利用にな
画像データの保存
カメラご利用時の
カメラのご利用に
撮影画面の見かた

静止画／動画の撮影
静止画を撮影する
動画を撮影する....

撮影した静止画／動
便利な機能 ...........
拡大ルーペの利用
撮影に関する機能
撮影した静止画／



カメラが起動
にSを押すと
ます。
長押しすると
鏡）のように
ZP.5-7）

ついて

メラ 4 カメラ／ビデオカメラ／
きます。
ると、カメラは起動できません。
アラーム動作があった場合、または電池
メラは終了します。撮影後（保存前）に
た静止画／動画データは保存されます。
場合、カメラ終了までの動画データは保

動画撮影画面で、撮影／録画前に約3分間
動的に終了し、カメラを起動する前の画

カメラ
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5

カメラをご利用になる前に
本機は2メガピクセルCMOSカメラ（オートフォーカス機能
付き）を搭載し、静止画や動画の撮影ができます。

!レンズが指紋や油脂などで汚れているとピントが合わなくなりま
す。汚れたら柔らかい布できれいにふいてください。

!本機が動かないようにしっかり持って撮影してください。動くと
画像が乱れる原因となります。薄暗い場所では特に乱れやすいの
でご注意ください。

!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当たると、内部のカラーフィル
ターが変色して、映像が変色することがあります。

●シャッター音を変える（ZP.5-8）

待受画面でFを押すと
します。カメラ起動中
ビデオカメラが起動し
また、待受画面でFを
カメラをルーペ（拡大
使うことができます。（

画像データの保存形式／保存場所

撮影画像 保存形式 保存場所

静止画 JPEG
（.jpg）

データフォルダの
ピクチャーフォルダ

動画 MPEG-4
（.3gp）

データフォルダの
ムービーフォルダ

カメラご利用時の注意

カメラ撮影中の撮影音について
!マナーモード設定にかかわらず、撮影時は音（シャッター音や
セルフタイマー音）が鳴ります。音量は変更できません。

カメラのご利用に

お知らせ

!メインメニューから カ
拡大ルーペでも起動で

!電池残量が不足してい
!カメラ起動時に着信や
残量が不足すると、カ
終了した場合、撮影し
動画撮影中に終了した
存されます。

!静止画撮影画面または
何も操作しないと、自
面へ戻ります。
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フォーカスガイド

ZP.5-8）
曇天

オートフォーカスロック開始

設定切替

ルフタイマー （ZP.5-8）
5秒後に撮影 10秒後に撮影

設定切替

果（ZP.5-8）

設定切替

るさ
ベル －2～＋2

暗く明るく

電球（白熱灯）

ォーカス設定

ートフォーカスロック

オートフォーカス

接写 風景

（ZP.5-8）

（ZP.5-8）
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撮影画面の見かた

静止画撮影画面とボタン操作
! Pを押すと、ボタン操作のヘルプ画面が表示されます。

保存先

本体

メモリカード

保存先切替

撮影サイズ

UXGA

VGA

撮影サイズ
切替

画質
スーパー
ファイン

ファイン

ノーマル

画質切替

連写モード （ZP.5-5）

ON/OFF切替

ホワイトバランス（
晴天

モード切替ナイトモード（ZP.5-8）

セ

ズームレベル
レベル 1～ 25

望遠 広角

効

明
レ

QQVGA

自動

フ

オ

壁紙

SXGA

QVGA



ZP.5-8）

ルフタイマー （ZP.5-8）

5秒後に撮影 10秒後に撮影

設定切替

果 （ZP.5-8）

設定切替

るさ
ベル －2～＋2

暗く明るく

曇天 電球（白熱灯）

設定切替

ォーカス設定
接写 風景

画時間

長時間撮影

S!メール添付用

設定切替
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画質
スーパーファイン

ファイン

ノーマル

画質切替

ホワイトバランス（

モード切替

セ

保存先

本体 メモリカード

保存先切替

効

明
レ

ズームレベル
レベル 1～25

望遠 広角

! 録画時間設定が長時間撮影の場合
のみ変更できます。

動画撮影画面とボタン操作
!設定の変更は撮影前に行ってください。撮影中はズームレベルの
み変更できます。

! Pを押すと、ボタン操作のヘルプ画面が表示されます。
晴天自動

フ

録
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て静止画を撮影する（オートフォーカス
タイマーを使用する●撮影画面で設定を変
）●撮影した静止画をS!メールで送る●撮
受画面に設定する（ZP.5-9）

する
て撮影できます。
(240x320)に固定されます。
とナイトモードはOFFになります。

でR

表示→ [撮影]
ネイルで表示されます。
るには：K

は：S[削除]→手順1へ

確認するには、 で確認したい画

表示されます。
ま、残りの画像が確認できます。

に保存する場合
[保存]

、表示されている画像のみが保存されま

示中に保存する場合
全画像保存／この画像だけ保存
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静止画／動画の撮影
!ご利用前に電池残量（ZP.1-8）とメモリ容量（Z ）をご
確認ください。動画の場合、電池残量が不足しているときは撮影で
きません。

1 Fを押し、カメラを起動する

2 被写体を画面に表示する

3 [撮影]を押し、撮影する
自動的にピントを合わせて撮影します。
撮影するとシャッター音が鳴ります。

4 [保存]
!撮影をやり直すには：K

5 カメラを終了するときは、
Lを押す
待受画面に戻ります。

●ピントを固定し
ロック）●セルフ
更する（ZP.5-8
影した静止画を待

連写で静止画を撮影
15枚の静止画を連続し
!画像サイズはQVGA 
!連写モードに設定する

1 静止画撮影画面

2 被写体を画面に
撮影した画像がサム
!撮影を途中で止め

!撮影をやり直すに

3 撮影した画像を
像を選択
選択した画像が拡大
! で拡大表示のま

4 画像を拡大表示中
A[全保存]／
! [保存]を押すと
す。

サムネイル画面表
A[メニュー ]→

静止画を撮影する

お知らせ

!本体メモリがいっぱいになると保存時にデータフォルダが開き
ます。不要なファイルを削除すると自動的に新しいファイルが
保存されます。

!保存先をメモリカードに設定している場合は（ZP.5-9）、メモ
リがいっぱいになると自動的に本体に保存されます。

静止画撮影画面



を使用する●撮影画面で設定を変更する
影した動画をS!メールで送る（ZP.5-9）

になると保存時にデータフォルダが開き
を削除すると自動的に新しいファイルが

に設定（ZP.5-9）している場合は、撮
保存します。保存した動画は削除で削除
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5

1 F→Sでビデオカメラを起動
する

2 被写体を画面に表示する

3 [録画]を押し、撮影を開始
する
撮影開始音が鳴ります。

4 [停止]を押し、撮影を終了
する
撮影停止音が鳴ります。
!記録可能時間を超えると、撮影は自動
的に終了します。

!撮影をやり直すには：S[戻る]

!撮影した動画を再生するには：再生

5 データフォルダへ保存を選択する

6 ビデオカメラを終了するときは、Lを押す
待受画面に戻ります。

●セルフタイマー
（ZP.5-8）●撮

動画を撮影する

動画撮影画面

お知らせ

!本体メモリがいっぱい
ます。不要なファイル
保存されます。

!保存先をメモリカード
影後に動画を自動的に
できます。
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て利用する
、対象物を最大ズームで画面に表示します。

ッ」と鳴り、フォーカスガイドが消えます。
直すには： 
：G／H
るには： 
の距離でご利用ください。ピントを合わせ
との距離を変えてください。
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撮影した静止画／動画の確認

1 静止画の場合
ピクチャー
動画の場合
ムービー

2 画像を選択
選択した画像が表示されます。

●静止画編集に関する機能（ZP.7-16）
●データフォルダに保存されているファイルをS!メールで送
る

便利な機能

■カメラをルーペとし
カメラの機能を利用して
F（長押し）
!ピントが合うと「ピピ
!フォーカス調整をやり
!明るさを調節するには
!ズームレベルを調節す
!対象物から10cm程度
にくい場合は、対象物

メインメニューから データフォルダ

メモリカードに保存されている静止画を確認するには
手順1でピクチャーを選択後、デジタルカメラフォルダ（  ）
を選択→フォルダを選択

メモリカードに保存されている動画を確認するには
手順1でムービーを選択後、ビデオカメラフォルダ（  ）を選
択→PRLフォルダを選択

例）ピクチャー　　
フォルダ

拡大ルーペの利用



■撮影画面で設定を変更する
行ってください。簡単なボタン操作で切り
ます。（ZP.5-3 、P.5-4）
択（下記参照）

操作･補足
る静止画のサイズを設定します。
ズを選択
設定します。動画の場合は、録画時間の設
時間撮影の場合のみ変更できます。
を選択
録画時間を設定します。
間撮影／S!メール添付用
る被写体によって設定を切り替えます。
を選択
間を長くして、夜間などの周囲が暗い状態
影できます。
／OFF

の写真を連続して撮影できます。（ZP.5-

／OFF
色調を選択します。
を選択
場所によって画像の発色を調整し、自然な
にします。
を選択
間後に自動的に撮影できます。
を選択
のシャッター音を選択できます。
を変更したり、音が鳴らないようにするこ
できません。
ーンを選択
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5 ■ピントを固定して静止画を撮影する（オートフォーカスロック）
画面中央にない被写体にピントを合わせて撮影したいときに、被写
体に合わせたピントを固定してから構図を変えることができます。
!フォーカス設定がオートフォーカスに設定されていることを確認
してください。（ZP.5-3）

ピントを合わせたい被写体にフォーカスガイドを合わせる→ →カ
メラを動かして構図を決める→ [撮影]→ [保存]
!ピントが合うと「ピピッ」と鳴り、フォーカスガイドが緑色に変
わります。

!もう一度やり直すには：K

■セルフタイマーを使用する
T→被写体を画面に表示する→ [撮影]／[録画]（→動画の場合、
[停止]）→ [保存]／データフォルダへ保存

! Tを押すと5秒、10秒、OFFの順に設定が切り替わります。
!タイマー動作中にS[キャンセル]を押すと撮影画面に戻ります。
タイマーは解除されません。

!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。（タイマーは解除され、カメラを起動する前の画面に戻りま
す。）

!設定の変更は撮影前に
替えられる機能もあり

A[メニュー ]→項目を選

撮影に関する機能

静止画：F
動画：F→S

項目

撮影サイズ※1 撮影す
＞ サイ

画質
画質を
定が長
＞ 項目

録画時間※2 動画の
＞ 長時

フォーカス
設定

撮影す
＞ 項目

ナイトモード
※1

露光時
でも撮
＞ ON

連写モード※1
15枚
5）
＞ ON

効果 画像の
＞ 項目

ホワイト
バランス

天候や
色合い
＞ 項目

セルフ
タイマー

設定時
＞ 項目

シャッター音
※1

撮影時
!音量
とは

＞ パタ
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5メールで送る
[撮影]→A[S!メール]→S!メールを作成
）
ールで送る
付用に設定されていることを確認してくだ

[録画]→ [停止]→S!メールに添付→
1-4 手順2以降）

受画面に設定する
[撮影]→S[壁紙]
的にデータフォルダに保存されます。

項目 操作･補足 動画に関する機能

S

KB以上の場合は添付できません。添付でき
フォルダに保存されます。静止画の場合、
ズすると（ZP.7-16）添付できます。
を他社携帯電話やパソコンなどで再生し
て表示される場合があります。
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※1 静止画のみ
※2 動画のみ

●カメラのお買い上げ時の設定について●カメラの詳細設定
について

■撮影した静止画をS!
被写体を画面に表示→
（ZP.11-4 手順2以降
■撮影した動画をS!メ
!録画時間がS!メール添
さい。（ZP.5-4）

被写体を画面に表示→
S!メールを作成（ZP.1

■撮影した静止画を待
被写体を画面に表示→
!設定した画像は、自動

保存先 保存先（本体／メモリカード）を選択します。
＞ 本体／メモリカード

自動保存
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。
＞ ON／OFF

保存容量確認

現在の保存先（本体／メモリカード）にあとどれ
くらい保存できるかの目安を確認できます。
静止画の場合は、指定した撮影サイズと画質で保
存できるファイル数を表示します。動画の場合
は、指定した録画時間（長時間撮影／S!メール
添付用）と画質で保存できる時間の合計と、1
ファイルあたりの最大録画時間を表示します。
＞ で項目を選ぶ
! A[画質変更]を押すと、ノーマル、スーパー
ファイン、ファインの順に保存画質設定が変わ
ります。（動画でS!メール添付用を選択した場
合は変更できません。）

設定リセット
カメラとビデオの設定をお買い上げ時の状態にし
ます。
＞

ヘルプ 撮影時に利用できるボタン操作を表示します。

撮影した静止画／

静止画：F
動画：F→

お知らせ

!データサイズが290
なかった場合はデータ
290KB以下にリサイ

!カメラで撮影した画像
た場合、90度回転し
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エ
S!速報ニュース....
情報コンテンツを
更新情報を確認す

メディアプレイヤー
音楽／動画のダウン
音楽（着うた®／着
動画をダウンロー
ミュージックサー

メディアプレイヤー
再生中の画面の見
音楽を再生する（
動画を再生する（
再生中の操作 .......
プレイリストを利

電子ブック ...........
便利な機能 ...........
S!速報ニュースに
メディアプレイヤ



新情報を確認する

、画面上部に「 」が表示され、
に情報が流れます。

選ぶ
まで情報を表示します。

には
されます。

示されます。

ュースを表示しない●テロップの流れる速
データを表示する（ZP.14-17）

る
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S!速報ニュース
S!速報ニュースとは、さまざまな情報コンテンツやS!ループ
（ZP.13-4）の項目を登録して、最新情報を待受画面上に
テロップで表示させる待受ウィンドウのサービスです。
!待受ウィンドウについて(ZP.1-17)
! S!速報ニュースの更新情報を確認するには、別途通信料がかかり
ます。サービスについては、ソフトバンクホームページ
「 http://www.softbank.jp 」などでご確認ください。

! S!速報ニュース一覧には速報が1件、待受けが最大4件、特別が1
件まで登録できます。

! S!ループリストには最大5件まで登録できます。

1 S!速報ニュース一覧に登録する場合
S!速報ニュース一覧→登録はこちら
インターネットに接続後、おすすめリストが表示されます。
S!ループリストに登録する場合
S!ループリスト→S!ループ
S!ループに接続後、情報画面が表示されます。

2 コンテンツを選択→

待受ウィンドウで更

新着情報を受信すると
テロップ表示で自動的

1 でテロップを
テロップの上に3行

2 内容を確認する
内容一覧画面が表示

3 新着情報を選択
情報の詳細内容が表

●既読のS!速報ニ
度を変える●画像

情報コンテンツを登録する

メインメニューから エンタテイメント 4 S!速報ニュース

更新情報を確認す
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S!速報ニュース一覧／S!ループリストで更新情報を

択
されます。

示されます。

に接続するには、タイトルを選択

／概要を確認する●情報を削除する

ンタテイメント 4 S!速報ニュース 
覧／S!ループリスト

るには
]→更新→1件／全件→
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確認する
S!速報ニュース一覧とS!ループリストでは、情報や項目の
内容、状態が以下のアイコンでわかります。

 情報や項目の内容／状態アイコン

1 コンテンツを選
内容一覧画面が表示

2 更新情報を選択
情報の詳細内容が表

3 インターネット

●情報の受信日時
（ZP.6-11）

 速報未読  待受け／S!ループ未読

 速報既読  待受け／S!ループ既読

 自動更新一時停止  特別未読

 特別既読

メインメニューから エ
4 S!速報ニュース一

手動で情報を更新す
手順1でA[メニュー



ータ保存について
リカードまたは本体に音楽データを保存し
、次の点にご注意ください。
ください。
は、著作権などの第三者知的財産権その他
いようご注意ください。
保存した音楽は、個人使用の範囲だけでご

データを保存するときは、指定のフォルダ
。（ZP.7-14）
タ保存についての詳細は、ユーティリ
CD-ROM）に収録されているヘルプを参照
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メディアプレイヤーについて
本体やメモリカードに保存した音楽や動画は、メディアプレイ
ヤーで再生します。プレイリストを使って、お好みの選曲集を
作ることもできます。
!プレイリストについて（ZP.6-9）

ご利用時の注意
!ファイルの形式やメモリカードの状態、保存方法などによって再
生できないことがあります。

!電池残量が不足していると再生できません。
!再生中はイルミネーションが点滅します。点滅は消せません。
!再生中に電話がかかってきたりアラームの設定時刻になったり電
池残量が不足すると、再生は停止します。

!再生中にメールを受信しても着信音は鳴りません。１秒間の振動
とともにイルミネーションが点滅し、画面に「 」を表示してお
知らせします。

!再生中に充電すると、着信／充電ランプが点灯し、再生中イルミ
ネーションは点灯しなくなります。

パソコンでの音楽デ
パソコンを使ってメモ
本機で利用するときは
!著作権などにご注意
･ ご利用にあたって
の権利を侵害しな

･ メモリカード内に
使用ください。

!メモリカードに音楽
に保存してください

パソコンでの音楽デー
ティーソフトウェア（
してください。
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で検索して、音楽をダウンロードでき

従って音楽ファイルを検索し、ダウンロー

チで音楽を検索する

ンタテイメント 
ー 4 オーディオ 
チ

の利用について
／動画ファイルには、著作権保護設定によ
どが制限されているものがあります。著作
には、コンテンツ・キーの取得が必要な場
.7-6）
数などの著作権保護に関する制限を持つ場
細（Z ）で確認できます。
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音楽／動画のダウンロード

インターネットに接続して、音楽（着うた®／着うたフル®）や
動画をダウンロードできます。
!ご利用にあたっては、音楽や動画の提供サイトの情報（料金や有
効期限など）を必ずご確認ください。

1 音楽（着うた®／着うたフル®）のダウンロード
オーディオ→ミュージックダウンロード→
動画のダウンロード
ムービー→ムービーダウンロード→
インターネットに接続され、ダウンロードサイトが表示されま
す。
!以降はジャンルやサイトなどを選択し、ダウンロードしてく
ださい。

曲名やアーティスト名
ます。

1
!以降は画面指示に
ドしてください。

音楽（着うた®／着うたフル®）／動画を
ダウンロードする

メインメニューから エンタテイメント 
4 メディアプレイヤー

ミュージックサー

メインメニューから エ
4 メディアプレイヤ
4 ミュージックサー

著作権保護ファイル
ダウンロードした音楽
り再生や転送、保存な
権保護ファイルの利用
合があります。（ZP
有効期限や使用可能回
合、ファイル情報の詳



ファイルによって再生できない場合があり

は、拡張子が上記とは異なるものがありま

、コンテンツ・キーの有効期限や使用可能
は再生できません。（コンテンツ・キーを取

オーディオプレイヤー）

ルの種類 拡張子
NB

.3gp
.mp4
.m4a

LC
us
ced aacPlus

.smc
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メディアプレイヤーの利用

 再生モードアイコン
 再生モード設定の確認ができます。

■再生できるファイル

!上記のファイルでも、
ます。

!著作権保護ファイルに
す。

!著作権保護ファイルで
回数が切れているもの
得するZP.7-6）

再生中の画面の見かた

 全ファイル再生  連続再生

 1ファイル再生  ランダム再生

 1ファイルリピート

!再生モードを変更するには（ZP.6-12）

お知らせ

!ファイルによって、タイトルやアーティスト名を表示できない
場合があります。

プログレスバー
音量

ファイル番号／
総ファイル数タイトル

アーティスト名

再生経過時間／総再生時間

音楽を再生する（

ファイ

MPEG-4
ファイル

AMR-
AAC-
aacPl
Enhan
SMC



6-7

6

SMCファイルを再生する
sic Content) ファイルは、再生と同時に
表示ができます。
ると、1枚目のジャケットが表示され

ている場合は、Pでジャケット画面と歌詞
す。
のジャケット画面や歌詞画面を前後に切り

は
]→再生位置指定→再生位置の時間を入力
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1 項目を選択（下記参照）

!メモリカード内の音楽を再生する場合は、 でメモリカードタブ
を選択します。

2 音楽ファイルを選択
選択した音楽ファイルが再生されます。
!再生中の操作について（ZP.6-9）

3 終了するときは、L／S[戻る]→S[NO]
!確認画面でKを押すと、再生画面に戻ります。

●音楽を聴きながら他の機能を利用する [バックグラウンド再
生]

SMC (Softbank Mu
CDジャケットや歌詞の
SMCファイルを再生す
ます。
!画面に が表示され
画面を切り替えられま

! H／Gで2枚目以降
替えられます。

メインメニューから エンタテイメント 
4 メディアプレイヤー 4 オーディオ

項目 操作・補足

全曲リスト 保存されているすべてのオーディオプレイヤー対
応音楽ファイルから選択します。

ミュージック
ミュージックフォルダに保存されているすべての
オーディオプレイヤー対応音楽ファイルから選択
します。

着うた
着うた・メロディフォルダに保存されているすべ
てのオーディオプレイヤー対応音楽ファイルから
選択します。

プレイリスト お好みで選択し、分類した音楽ファイルから選択
します。

再生位置を変えるに
再生中にA[メニュー



!メモリカードやビデオカメラフォルダ内の動画を再生する場合は、
選択します。

選択
ルが再生されます。
いて（ZP.6-9）

、L

画を再生する
と表示が90度回転し、フルスクリーン
す。
、通常の再生画面に戻ります。

にTを押すと、画面が180度回転しま
すと元に戻ります。
れた方向は記憶されます。最後にフルス
向で次回も表示を開始します。

P
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■再生できるファイル

!再生できる動画のサイズは、Sub-QCIF, QCIF, QVGA, CIFサイズ
と、ソフトバンク携帯電話で撮影したS!メール添付用のサイズで
す。

! QVGAサイズの動画を再生すると、フルスクリーン表示（Z右
記）になり、画像が右に90度回転します。Pを押すと、通常の
再生画面になります。

!上記のファイルでも再生できない場合があります。
!著作権保護ファイルには、他の拡張子のものもあります。
!著作権保護ファイルで、コンテンツ・キーの有効期限や使用可能
回数が切れているものは再生できません。（コンテンツ・キーを取
得するZP.7-6）

1 項目を選択

でそれぞれのタブを

2 動画ファイルを
選択した動画ファイ
!再生中の操作につ

3 終了するときは

フルスクリーンで動
動画再生中にPを押す
（全画面）で再生されま
!もう一度Pを押すと

動画を再生する（ムービープレイヤー）

ファイルの種類 拡張子
MPEG-4 .3gp

.mp4H.263

メインメニューから エンタテイメント 
4 メディアプレイヤー 4 ムービー

項目 操作・補足
全ムービー
リスト

保存されているすべてのムービープレイヤー対応
動画ファイルから選択します。

ムービー
フォルダ

ムービーフォルダに保存されているすべてのムー
ビープレイヤー対応動画ファイルから選択します。

プレイリスト お好みで選択し、分類した動画ファイルから選択
します。

お知らせ

!フルスクリーン表示中
す。もう一度Tを押

!フルスクリーン表示さ
クリーン表示された方
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再生可能な音楽／動画ファイルを、
て分類できます。
るファイルは、着うた・メロディ／
ーフォルダ内に保存されているファイル
イリストには分類したファイルを呼び出
な情報のみが保存され、ファイルの保存

用する

ァイルが混在するプレイリストは作成で
とメモリカードそれぞれに保存されてい
プレイリストを作成することもできませ

レイリストに登録できない場合がありま
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※1 音量を変更すると、次回起動したときも変更した音量で再生を
行います。

※2 早戻し／早送りができるファイルはMPEG-4ファイル（.3gp、
.mp4、.m4a、.smc）です。（ZP.6-6）ただし、データフォ
ルダなどの他の機能から再生した場合は、MPEG-4ファイルで
も早戻し／早送りができない場合があります。

※3 SMCファイルの再生中のみ操作できます。
※4 動画の再生中のみ操作できます。

メディアプレイヤーで
プレイリストに登録し
プレイリストに登録す
ミュージック／ムービ
から選択します。プレ
して再生するのに必要
場所は変わりません。

再生中の操作

音量を調節する※1

再生中のファイルを最初から
再生する

前のファイルを再生する 2回（再生開始から3秒以内
の場合は1回）

次のファイルを再生する

早戻しする※2 （長押し）

早送りする※2 （長押し）

一時停止／再開する

再生を終了する
音楽： S2回／L→S
動画： S／L

次のジャケット／歌詞を見る※3 H

前のジャケット／歌詞を見る※3 G

ジャケット／歌詞の表示を切り
替える※3 P

画像をフルスクリーン表示する※4 P

フルスクリーン表示中に画面を
180度回転させる※4 T

プレイリストを利

お知らせ

!音楽ファイルと動画フ
きません。また、本体
るファイルが混在する
ん。

!ファイルによって、プ
す。



新しいプレイリストを作成する
ケータイ書籍」は電子コミック、電子
説など）の電子ブックを閲覧するための

ケータイ書籍はS!アプリです。
にはコンテンツ・キー（ZP.7-6）が必要

なファイル形式は次のとおりです。ただし、
は、下記の拡張子とは異なるものがありま

PCコンテンツを閲覧できない場合がありま

ファイル形式
CCF (.ccf)
XMDF (.zbf、.zbk、.zbs)
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!本体とメモリカードにそれぞれ最大30件まで作成できます。
! 1つのプレイリストには最大99曲まで登録できます。

1 A[メニュー ]→プレイリスト作成

2 プレイリスト名を入力
プレイリスト一覧の先頭に追加されま
す。

3 プレイリストを選択→
A[メニュー ]→追加

4 音楽プレイリストにファイルを
追加する
ミュージック／着うた→ファイルを選択
動画プレイリストにファイルを追加する
ファイルを選択
!プレイリストから曲を再生するには（ZP.6-7、P.6-8）

●プレイリスト名を変える●プレイリストの再生方法を変え
る●プレイリストの再生順序を変える●プレイリストを削除
する●プレイリスト内のファイルを削除する

電子ブック
「ブックサーフィン®」「
写真集、電子書籍（小
ビューアです。
!ブックサーフィン®と
!電子ブックを閲覧する
な場合があります。

!各ビューアで閲覧可能
著作権保護ファイルに
す。

!ケータイ書籍は、一部
す。

メインメニューから エンタテイメント 
4 メディアプレイヤー 4 オーディオ／ムービー 
4 プレイリスト

プレイリスト一覧画面

ビューア
ブックサーフィン®

ケータイ書籍
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要を確認する
]→概要表示

）

に関する機能

ーから エンタテイメント 
ュース 4 S!速報ニュース一覧／
スト

操作･補足
を選んでA[メニュー ]→削除→1件→
[メニュー ]→削除→全件→A[YES]→操
暗証番号を入力
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1 ブックサーフィン／ケータイ書籍
!以降の操作方法については、ブックサーフィン®／ケータイ書
籍のヘルプを参照してください。

便利な機能

■情報の受信日時／概
情報を選んでA[メニュー
■情報を削除する
各項目の操作（下記参照

メインメニューから エンタテイメント

お知らせ

!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。A[YES]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®／ケータイ書籍が起動
します。

!ブックサーフィン®／ケータイ書籍はS!アプリからも起動できま
す。また、データフォルダ内のブックフォルダに保存されてい
るファイルを選択すると、ファイル形式に応じたビューアが起
動して、選択されたファイルを開きます。

!ブックフォルダ内は作品名で表示されますが、いずれのビュー
アにも対応していないファイル形式のデータは「 」とファイ
ル名で表示されます。

!ブックフォルダ内を表示しているときのオプションメニューに
ついては、P.7-7を参照してください。

!機種変更などを行った場合、本体に保存しているCCF/XMDF
ファイルは通常はメモリカードを使って移動できます。ただし、
CCF/XMDFファイルが著作権保護ファイルのときは、コンテン
ツ・キーのバックアップも必要となることがあります。
（ZP.7-13）コンテンツによっては、新機種への移動／コピー
後にコンテンツ・キーの再取得が必要なものや、新機種への移
動／コピーができないものもあります。

S!速報ニュース

メインメニュ
4 S!速報ニ
S!ループリ

項目
1件削除する ＞ 情報

全件削除する
＞ A

作用



■再生中に利用できる機能
]→項目を選択（下記参照）

生中のみ操作できます。
再生中のみ操作できます。
作できます。
選択できません。

操作・補足
ルを再生／一時停止します。
法を選択します。（Z左記）

たはジャケットを表示します。

ャケット／歌詞を表示します。

ャケット／歌詞を表示します。

た再生時間の位置から再生します。

ァイルを再生するときの表示サイズを選択
。

ァイルをフルスクリーン表示中に画面を
回転します。

ーネットに接続します。音楽ファイル再生
接続中にバックグラウンド再生を行います。
ル情報の詳細を表示します。
のボタン操作を表示します。
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■再生モードを変更する
《お買い上げ時》全ファイル再生

!設定した再生モードは再生画面で確認できます。（再生モードアイ
コンZP.6-6）

!変更した再生モード設定は保存され、次回メディアプレイヤーを
起動したときも同じ設定で再生を行います。

メインメニューから エンタテイメント 4 メディアプレイヤー 
4 オーディオ／ムービー 4 再生モード設定 4 項目を選択（下記参
照）

曲を再生中にA[メニュー

※1 SMCファイルの再
※2 MPEG-4ファイルの
※3 動画の再生中のみ操
※4 ファイルによっては

メディアプレイヤーに関する機能

項目 操作・補足

全ファイル
再生

選択したフォルダ／プレイリスト内すべての音楽
または動画ファイルのうち、選択したファイルか
らリストの末尾のファイルまでを再生します。

1ファイル再生 選択した1つの音楽または動画ファイルを再生し
ます。

1ファイル
リピート

選択した1つの音楽または動画ファイルを繰返し
再生します。

連続再生 選択したフォルダ／プレイリスト内すべての音楽
または動画ファイルを繰返し再生します。

ランダム再生
選択したフォルダ／プレイリスト内すべての音楽
または動画ファイルを無作為に選択して再生しま
す。

項目
再生／一時停止 ファイ
再生モード設定 再生方
歌詞表示／ジャ
ケット表示※1 歌詞ま

ジャケット送り
／歌詞送り※1 次のジ

ジャケット戻し
／歌詞戻し※1 前のジ

再生位置指定※2 入力し
フルスクリーン
（ムービー）／
ノーマルスク
リーン※3

動画フ
します

上下反転
（フルスクリーン
時）※3

動画フ
180度

URLに接続※4
インタ
中は、

プロパティ ファイ
ヘルプ 再生中
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データ管理
いて...................................... 7-2
構成..................................................... 7-2
イルの確認............................. 7-4
のファイルを表示／再生する .......... 7-4
でできること ..................................... 7-6
の管理................................... 7-9
..........................................7-10

り付ける／取り外す....................... 7-10
ォーマット（初期化）する ........... 7-11
データを表示する........................... 7-12
データのバックアップについて.... 7-12
ってパソコンなどと
をする.............................................. 7-14
............................................7-16
関する機能 ...................................... 7-16
る機能.............................................. 7-16
ルの管理に関する機能................... 7-17
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データフォルダにつ
データフォルダの

保存されているファ
データフォルダ内
データフォルダ内

フォルダ／ファイル
メモリカードの利用
メモリカードを取
メモリカードをフ
メモリカード内の
メモリカードへの
メモリカードを使
データのやりとり

便利な機能 ...........
ファイルの利用に
静止画編集に関す
フォルダ／ファイ



存し、管理できます。
、ムービー、ブック、S!おなじみ操作、デ
ンロードできます。

ル形式 保存先

GIF(.gif)／
MP(.wbmp)、
れたJPEG(.jpg)

本体
メモリカード※

デジタルカメラ※

本体
メモリカード※

GIF(.gif)
本体
メモリカード※

.midi)／
(.amr)、

本体
メモリカード※

本体
メモリカード※

.smc)
本体
メモリカード※

本体
メモリカード※

ビデオカメラ※

.zbs)
本体
メモリカード※
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データフォルダについて
本機で撮影した画像やインターネットからダウンロードしたデータは、データフォルダに保
!ピクチャー、マイ絵文字、デコレメピクチャー、着うた・メロディ、S!アプリ、ミュージック
コレメールテンプレートの各本体フォルダからインターネットへ直接アクセスし、データをダウ

データフォルダの構成

フォルダ名 保存されるデータ 保存できるファイ

ピクチャー

本機で撮影した静止画やダウンロード
した静止画など

JPEG(.jpg、.jpeg、.jpe、.jfif)／
PNG(.png)／BMP(.bmp)／WB
デジタルカメラフォルダに格納さ

マイ絵文字フォルダにダウンロードし
たマイ絵文字など GIF(.gif) 、 GPK(.gpk)

デコレメピクチャーフォルダにダウン
ロードしたデコレメピクチャーなど JPEG(.jpg、.jpeg、.jpe、.jfif)／

着うた・メロディ ダウンロードした着うた®やボイスレ
コーダーで録音した音声など

SMAF(.mmf)／SP-MIDI(.mid、
Mobile XMF(.mxmf)、AMR-NB
MPEG-4(.3gp、.mp4、.m4a)

S!アプリ S!アプリ（ZP.13-1） Java

ミュージック ダウンロードした音楽ファイルなど MPEG-4(.3gp、.mp4、.m4a、

ムービー 本機で撮影した動画やダウンロードし
た動画など MPEG-4(.3gp、.mp4)

ブック ダウンロードした電子ブックなど CCF(.ccf)／XMDF(.zbf、.zbk、



7-3

7

本体
メモリカード※

本体

本体

本体
メモリカード※

本体
メモリカード※

して利用できます。（ZP.11-6）

どに設定できます。（ZP.7-16）

してください。

.11-6）

フォルダ名 保存されるデータ 保存できるファイル形式 保存先
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※ メモリカード装着時のみ利用可能
!著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。

S!おなじみ操作 S!おなじみ操作のコンテンツ
（ZP.1-20） UIE(.uie)

デコレメールテンプ
レート

デコレメールテンプレート
（ZP.11-6） HTML(.hmt)

メモ帳 メモ帳（ZP.10-7） テキスト

Flash(R)

ダウンロードしたFlash®画像ファイ
ル

SWF(.swf)
着信音 Flash(R)フォルダにはダウン
ロードした着信音 Flash®

その他ファイル 上記以外のファイル 上記以外

マイ絵文字とは
インターネットからダウンロードできるGIF画像ファイルです。デコレメール作成時に絵文字と

Flash®とは
インターネットからダウンロードできる動画アニメーション（Flash®ファイル）です。壁紙な
着信音 Flash(R)とは、着信音として設定可能な、Flash®ファイルです。（ZP.7-16）

お知らせ

!データフォルダ内の次のフォルダは他のメニューからも操作できます。詳しくはそちらを参照
･ S!アプリ：メインメニューから S!アプリ（ZP.13-1）
･ デコレメールテンプレート：メインメニューから メール 4 デコレメールテンプレート（ZP
･ メモ帳：メインメニューから ツール 4 メモ帳（ZP.10-7）

!プログレッシブJPEGは非対応です。



著作権保護ファイルの利用について ファイルの確認

とムービーフォルダはサムネイルで表示さ
フォルダはリストで表示されます。

って、表示または再生されます。

のファイルを表示／再生する

ータフォルダ

例）着うた・メロディフォルダ
（リスト表示）

フォルダ
ルカメラ
ダ

本体フォルダ
メモリカード
フォルダ

へ ダウンロードサイトへ
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ダウンロードした音楽や静止画／動画、電子ブックなどの
ファイルには、著作権保護設定により、再生や転送、保存など
が制限されているものがあります。著作権保護ファイルの利用
には、コンテンツ・キーの取得が必要な場合があります。
（ZP.7-6）有効期限や使用可能回数などの著作権保護に関す
る制限を持つ場合、ファイル情報の詳細（Z ）で確認でき
ます。
!コンテンツ・キーを必要とする著作権保護ファイルには鍵マーク
「 ／ （銀色）」が付いています。「 」はコンテンツ・キーの
取得が必要な状態です。

!本機でダウンロードした著作権保護ファイルは、パソコンではご
利用になれません。

!著作権保護ファイルを利用する際に、ネットワーク設定が必要な
場合があります。

!著作権保護ファイルによっては、ダウンロードしたときと同じ
USIMカードを使用する必要があります。

!コンテンツ・キーは本体メモリに最大1000件まで保存できます。
1つの著作権保護ファイルに対して複数のコンテンツ・キーが保
存される場合があります。有効期限が切れたコンテンツ・キーは
自動的に削除されます。

●本体とメモリカードのメモリ使用状況を確認する

保存されている

1 フォルダを選択
ピクチャーフォルダ
れます。それ以外の

2 ファイルを選択
ファイルの種類によ

データフォルダ内

メインメニューから デ

例）ピクチャーフォルダ
（サムネイル表示）

メモリカード
デジタ
フォル

ダウンロードサイト
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音楽／動画ファイルを連続して再生する

でA[メニュー ]→再生方法

は再生画面で確認できます。（再生モードア

ータフォルダ 
／ミュージック／ムービー

たフォルダ内すべての音楽または動画ファ
繰返し再生します。
たフォルダ内すべての音楽または動画ファ
無作為に選択して再生します。
た1つの音楽または動画ファイルを繰返し
ます。

生の場合は、手順1で選択したファイルか
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●音楽／動画ファイル再生中の操作について（ZP.6-9）●ブック
ファイルの利用について（ZP.6-10）●S!アプリの利用について
（ZP.13-3）

●静止画を等倍で表示する●静止画を回転表示する●ファイ
ルの詳細情報を確認する

1 ファイルを選ん

2 再生方法を選択

!選択した再生方法
イコンZP.6-6）

本体メモリとメモリカードの表示を切り替えるには
!フォルダ内の表示形式がリスト表示の場合、 でタブを切り替
えます。

!フォルダ内の表示形式がサムネイル表示の場合、「 」（メモ
リカード）、「 」（デジタルカメラ）※1、「 」（ビデオカ
メラ）※2を選択します。本体メモリに戻るときは、「 」
（本体）を選択します。
※1 ピクチャーフォルダ内のみ
※2 ムービーフォルダ内のみ

ピクチャー／ムービーフォルダ内の表示を切り替えるには
ピクチャーとムービーフォルダ内のファイルの表示形式をサムネ
イル表示とリスト表示に切り替えられます。
手順1でピクチャー／ムービー→A[メニュー ]→サブ機能→表示
切替→サムネイル／リスト

お知らせ

!静止画ファイルによっては、画像サイズやデータサイズにより、
表示できない場合や縮小表示される場合があります。

!本機で再生できる動画は、Sub-QCIF、QCIF、QVGA、CIFサ
イズのMPEG-4またはH.263形式の動画ファイルとソフトバン
ク携帯電話で撮影したS!メール添付用動画ファイルです。動画
ファイルによっては、これらの形式でも再生できない場合があ
ります。

メインメニューから デ
4 着うた・メロディ

連続再生 選択し
イルを

ランダム再生 選択し
イルを

1ファイル
リピート

選択し
再生し

お知らせ

!連続再生、ランダム再
ら再生を開始します。



コンテンツ・キーを取得する

ォルダ内のファイルを選んで
、次の操作ができます。

のみ
／デコレメピクチャーファイルのみ

でできること

操作・補足
ルを画面に表示します。
ルをS!メール（Z ）や赤外線
.8-3）で送信します。
ルをS!メールで送信します。
ルを壁紙（ZP.7-16）、電話帳のイメー
やメインメニューアイコン（Z ）な
録します。
ズ、トリミング（ZP.7-16）、回転、フ
追加、スーパークリアシャドウ

）などでファイルを編集します。
ルの名称変更をします。（ZP.7-17）

フォルダを作成します。（ZP.7-9）

ルを移動します。（ZP.7-18）
ルをコピーします。（ZP.7-18）
ルを削除します。（ZP.7-17）
イル／リスト表示の切替※1（ZP.7-5）、
ンツ・キーの取得※1（Z左記）、メモリ
フォルダ表示、本体フォルダの表示、デジ
メラフォルダ表示※1、ファイルの詳細表

）を行います。
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著作権保護ファイルの使用期限が切れている場合、そのファイル
を引き続き使用するにはコンテンツ・キーを取得する必要があり
ます。ファイルを開こうとすると警告メッセージが表示されます
ので、取得する場合はA[YES]を押してください。
インターネットに接続し、情報画面からコンテンツ・キーの取得
手続きができます。
!著作権保護ファイルの利用について（ZP.7-4）
!コンテンツ・キーを必要とする著作権保護ファイルには鍵マーク
「 ／ （銀色）」が付いています。「 」はコンテンツ・キーの
取得が必要な状態です。期限切れのファイルのサムネイルは
「 」と表示されます。

●コンテンツ・キーをメモリカードにバックアップする（ZP.7-
13）

データフォルダの各フ
A[メニュー ]を押すと
■ピクチャーフォルダ

※1 ピクチャーファイル
※2 マイ絵文字ファイル

お知らせ

!ファイルを選んでA[メニュー ]→サブ機能→コンテンツ・キー
取得→ でもコンテンツ・キーを取得できます。

!コンテンツによっては、コンテンツ・キーを取得することがで
きないものがあります。その場合、使用期限切れの警告メッ
セージのみ表示されます。

!コンテンツ・キーを1000件を超えて取得しようとすると警告
メッセージが表示されます。この場合、保存されている不要な
コンテンツ・キーを削除してください。削除しない場合、コン
テンツ・キーの取得がキャンセルされ、情報料がかかる場合が
あります。

データフォルダ内

項目
表示 ファイ

送信※1 ファイ
（ZP

S!メール送信※2 ファイ

登録※1
ファイ
ジ画像
どに登

編集※1
リサイ
レーム
（Z

名称変更 ファイ
新規フォルダ
作成※1 新しい

移動 ファイ
コピー ファイ
削除 ファイ

サブ機能

サムネ
コンテ
カード
タルカ
示（Z
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■着うた・メロディ／ミュージック／ムービーフォルダ ■ブック／S!おなじみ操作フォルダ

ルダのみ

操作・補足
ルを再生します。
ルに関連付けられた情報画面に接続しま

ルをS!メール（Z ）や赤外線
.8-3）で送信します。
ルをメニューテーマに登録します。
ルの名称変更をします。（ZP.7-17）

フォルダを作成します。（ZP.7-9）

ルを移動します。（ZP.7-18）
ルをコピーします。（ZP.7-18）
ルを削除します。（ZP.7-17）
ンツ・キーの取得（ZP.7-6）、メモリ
フォルダ表示、本体フォルダの表示、ファ
詳細表示（Z ）を行います。
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※1 着うた・メロディ／ミュージックフォルダのみ
※2 ムービーフォルダのみ

※1 ブックフォルダのみ
※2 S!おなじみ操作フォ

項目 操作・補足
再生 ファイルを再生します。

送信 ファイルをS!メール（Z ）や赤外線
（ZP.8-3）で送信します。

登録※1
ファイルを着信音（音声、TVコール、メール）
（ZP.7-16）や電話帳のメロディ（Z ）
に登録します。

再生方法 ファイルの再生方法を設定します。（ZP.7-5）
名称変更 ファイルの名称変更をします。（ZP.7-17）
新規フォルダ
作成 新しいフォルダを作成します。（ZP.7-9）

移動 ファイルを移動します。（ZP.7-18）
コピー ファイルをコピーします。（ZP.7-18）
削除 ファイルを削除します。（ZP.7-17）

サブ機能

サムネイル／リスト表示の切替※2（ZP.7-5）、
コンテンツ・キーの取得（ZP.7-6）、メモリ
カードフォルダ表示、本体フォルダの表示、ビデ
オカメラフォルダ表示※2、ファイルの詳細表示
（Z ）を行います。

項目
再生※1 ファイ
インターネッ
ト接続

ファイ
す。

送信 ファイ
（ZP

登録※2 ファイ
名称変更 ファイ
新規フォルダ
作成※1

新しい

移動 ファイ
コピー ファイ
削除 ファイ

サブ機能
コンテ
カード
イルの



■ Flash(R)フォルダ ■その他ファイルフォルダ
操作・補足

ルの名称変更をします。（ZP.7-17）

フォルダを作成します。（ZP.7-9）

ルを移動します。（ZP.7-18）
ルをコピーします。（ZP.7-18）
ルを削除します。（ZP.7-17）
カードフォルダ表示、本体フォルダの表
ァイルの詳細表示（Z ）を行いま
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※1 Flash®ファイルのみ
※2 着信音 Flash®ファイルのみ

項目 操作・補足
再生 ファイルを再生します。

送信 ファイルをS!メール（Z ）や赤外線
（ZP.8-3）で送信します。

壁紙登録※1 ファイルを壁紙に登録します。（ZP.7-16）

登録※2
ファイルを着信音（音声、TVコール）（ZP.7-
16）や電話帳のメロディ（Z ）に登録し
ます。

名称変更 ファイルの名称変更をします。（ZP.7-17）
新規フォルダ
作成 新しいフォルダを作成します。（ZP.7-9）

移動 ファイルを移動します。（ZP.7-18）
コピー ファイルをコピーします。（ZP.7-18）
削除 ファイルを削除します。（ZP.7-17）

サブ機能
コンテンツ・キーの取得（ZP.7-6）、メモリ
カードフォルダ表示、本体フォルダの表示、ファ
イルの詳細表示（Z ）を行います。

項目
名称変更 ファイ
新規フォルダ
作成 新しい

移動 ファイ
コピー ファイ
削除 ファイ

サブ機能
メモリ
示、フ
す。
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※1 着うた・メロディ／ミュージック／ムービーフォルダのみ
ーフォルダのみ
ミュージック／ブック／Flash(R)／その他
み

イルの管理に関する機能（ZP.7-17）
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フォルダ／ファイルの管理
データフォルダのピクチャー、着うた・メロディ、
ミュージック、ムービー、ブック、Flash(R)、その他ファイル
の各フォルダには、下記のような操作ができます。
!デジタルカメラ、ビデオカメラ、S!アプリ、メモ帳、マイ絵文字、
デコレメピクチャー、S!おなじみ操作、デコレメールテンプレー
トの各フォルダ内に新しいフォルダは作成できません。

!自分で新規作成したフォルダのみ名前を変更できます。
!デジタルカメラフォルダ、ビデオカメラフォルダ、S!アプリフォ
ルダ内のフォルダ名は変更できません。

1 フォルダを選択→（フォルダを選んで）
A[メニュー ]→項目を選択（下記参照）

※2 ピクチャー／ムービ
※3 着うた・メロディ／

ファイルフォルダの

●フォルダ／ファ

メインメニューから データフォルダ

項目 操作・補足
開く フォルダを開きます。
再生方法※1 ファイルの再生方法を設定します。（ZP.7-5）

名称変更 フォルダ名を編集します。
＞ フォルダ名を入力

新規フォルダ
作成

フォルダを新規作成します。
＞ フォルダ名を入力

削除 フォルダを削除します。（ZP.7-17）

サブ機能※2
サムネイル／リスト表示の切替（ZP.7-5）、メ
モリカードフォルダ表示、デジタルカメラフォル
ダ表示／ビデオカメラフォルダ表示、本体フォル
ダの表示を行います。

メモリカード
／本体※3

メモリカードフォルダ表示、本体フォルダの表示
を行います。



で行ってください。

付ける

ロットの
図の向きで
差し込む
るまでゆっくり
。

り付ける／取り外す

了したかどうか確認する
した場合は、電源を入れると「 」が表
表示された場合はメモリカードを使用でき
を取り外して、再度取り付けてください。
」が表示される場合は、メモリカード

またはメモリカードのフォーマット
ください。（その他のアイコン表示につい
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メモリカードの利用
!本機は2Gバイトまでのメモリカードに対応しています。（2008
年9月現在、パナソニック製、東芝製、サンディスク社製：2Gバ
イトまでの動作確認を行っております）ただし、各社のメモリ
カードの動作を保証するものではありません。

!市販の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。（ZP.7-11）

!必ず電源を切った状態

メモリカードを取り

1 メモリカードス
カバーを開け、
メモリカードを
!「カチッ」と音がす
奥に差し込みます

2 カバーを閉じる

お知らせ

!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。

!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。

メモリカードを取

正常に取り付けが完
正常に取り付けが完了
示されます。「 」が
ません。メモリカード
再度取り付けても「
チェック（Z ）
（ZP.7-11）を行って
てZP.1-8）
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メモリカードを取り外す

メモリカード内のすべてのデータが消去さ

番号を入力
ついて（ZP.1-24）

ォーマット（初期化）する

定 4 メモリカード管理 
ーマット

対に電源を切ったりメモリカードや電池
しないでください。メモリカードまたは
あります。
でフォーマットしたメモリカードは、本
とがあります。使用できる場合でも、動
リカードの寿命を縮めることがあります。
トしてから使用してください。
はフォーマットできません。
行われなかった場合は、本機の電源を
取り外し、もう一度取り付けてから再度
ください。
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1 メモリカードスロットの
カバーを開け、メモリカー
ドを指先で軽く押し込む
!軽く押し込んでから手を離すと、
メモリカードが少し飛び出てきま
す。

2 メモリカードを取り出し、
カバーを閉じる
!カバーを閉じるには（Z左記）

!フォーマットすると、
れます。

1 7操作用暗証
!操作用暗証番号に

お知らせ

!「 」が点滅しているときに、電源を切ったりメモリカードや
電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードが
故障したりデータが壊れたり不正なファイルが作成される可能
性があります。

!取り付け／取り外しを行うときに、メモリカードが飛び出すこ
とがありますのでご注意ください。

メモリカードをフ

メインメニューから 設
4 メモリカードフォ

お知らせ

!フォーマット中は、絶
パックを取り外したり
本機が故障する恐れが

!パソコンなどの他機器
機では使用できないこ
作が遅くなったりメモ
必ず本機でフォーマッ

!非対応のメモリカード
!フォーマットが正常に
切ってメモリカードを
フォーマットしてみて



へデータをバックアップできます。
イルはメモリカードから本体に読み込む

データ

データのバックアップについて

電話帳をバックアップできます。
クレットモードの設定にかかわらず、すべ
電話帳データがバックアップされます。
音やイルミネーション、画像などの設定内
バックアップ／読み込みともにできませ

ックス、下書き、送信済みボックス、未送
クスをそれぞれバックアップできます。
ール通知は通常のS!メールとして読み込
ます。読み込み後は続き受信などの操作は
ません。
ボックスの場合、フォルダ振り分けの設定
はバックアップ／読み込みともにできませ
バックアップファイルをメモリカードから
込むと、すべて受信メールフォルダに格納
ます。
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メモリカード内のファイルはデータフォルダから確認できます。
本体メモリとメモリカードの表示切替については、
「データフォルダ内のファイルを表示／再生する」（ZP.7-4）
を参照してください。

●本体とメモリカードのメモリ使用状況を確認する●メモリ
カード内のデータを修復する

本体からメモリカード
バックアップしたファ
こともできます。

バックアップできる

メモリカード内のデータを表示する

お知らせ

!メモリカードに保存したファイルやフォルダは、1フォルダあた
り1000件までしか表示されません。1001件目以降のファイ
ルやフォルダを表示するには、不要なファイルを削除してから
電源を入れ直してください。削除したファイルの数だけ、かく
れていたファイルやフォルダが表示されます。

!ファイル名／フォルダ名が32文字を超えるデータや拡張子が6
文字を超えるファイルは表示されません。

!本機で非対応のファイル形式（拡張子）のファイルは表示され
ないことがあります。

メモリカードへの

電話帳

本体の
!シー
ての

!着信
容は
ん。

メール

受信ボ
信ボッ
! S!メ
まれ
でき

!受信
内容
ん。
読み
され
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バックアップ／読み込み時のご注意
は利用できません。電池パックを交換する
用ください。
み中は電波OFFモードになります。完了す
利用できません。（着信もできません。）電
クアップや読み込みを行った場合は、完了
は解除にはなりません。
のデータを読み込む場合は、本体内の選ん
て消去してから読み込みを開始します。あ
タをバックアップしておくことをおすすめ

ジュール、ブックマークのデータの内容に
条件以外にもバックアップ／読み込みがで
。また、データの内容を自動的に修正して
す。
電話でバックアップしたデータを本機で読
の項目や長さによっては、読み込めなかっ
落することがあります。

カレンダーに登録しているスケジュールをバック
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!電池残量が少ないとき
か、充電してからご利

!バックアップや読み込
るまで電話やメールは
波OFFモード中にバッ
しても電波OFFモード

!コンテンツ・キー以外
だ種類のデータをすべ
らかじめ本体内のデー
します。

!電話帳、メール、スケ
よっては、それぞれの
きないことがあります
読み込むことがありま

!他のソフトバンク携帯
み込んだ場合、データ
たりデータの一部が欠

カレンダー

アップできます。
!スケジュール通知、スケジュール通知音、イル
ミネーションなどの設定内容はバックアップ／
読み込みともにできません。

!本機に登録できる日時（ZP.10-3）の範囲外
のスケジュールは、読み込みを行っても登録さ
れません。

!開始日時のないスケジュールの読み込みはでき
ません。

ブックマーク Yahoo!ケータイとPCサイトブラウザ両方の
ブックマークをバックアップできます。

コンテンツ・
キー

取得したコンテンツ・キーをバックアップできま
す。
!有効期限や使用可能回数に制限があるコンテン
ツ・キーはバックアップできません。

!機種変更などを行う場合、メモリカードからコ
ンテンツ・キーを読み込めるのは対応機種のみ
です。詳しくは、お問い合わせ先（ZP.15-
30）までご連絡ください。

!読み込むときは、バックアップ時に装着されて
いたUSIMカードが必要となります。

!コンテンツ・キーのバックアップは、先に保存
されているバックアップファイルを消去してか
ら行われます。



メモリカードにバックアップする／

に保存／バックアップされたデータは次
されています。
カードにデータを書き込んで本機で利用す
 - MYFOLDER - My Itemsフォルダ内の
。データの種類によって保存するフォルダ
データの利用については、ファイルの利用
-16）などを参照してください。

ってパソコンなどとデータの

に設定して撮影した静止画
ルカメラへ移動／コピーした静止画

ndar.BCK スケジュールのバックアップ
acts.BCK 電話帳のバックアップ

コンテンツ・キーのバック
アップ

s.BCK メールの下書きのバックアップ
.BCK 受信ボックスのバックアップ
ox.BCK 未送信ボックスのバックアップ
 
ages.BCK

送信済みボックスの
バックアップ
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メモリカードから読み込む
!事前にメモリカードの空き容量を確認してください。（Z ）

1 操作用暗証番号を入力
!操作用暗証番号について
（ZP.1-24）

2 項目を選択
!メールを選択した場合は、さらにメー
ルボックスの種類を選択します。

3 バックアップする場合
メモリカードへコピー→
7
読み込む場合
本体へ上書コピー→ 7ファイルを選択7
!ファイル名でバックアップした日付がわかります。
例）08101000.vcf：2008年10月10日に初めてバック
アップしたファイル名

本体からメモリカード
のようにフォルダ管理
!パソコンなどでメモリ
る場合は、PRIVATE
フォルダに保存します
を選択してください。
に関する機能（ZP.7

メインメニューから 設定 4 メモリカード管理 
4 メモリカードバックアップ

バックアップファイルを削除するには
手順3で本体へ上書コピー→ →削除したいファイルを選んで
A[メニュー ]→削除→
!コンテンツ・キーのバックアップファイルは削除できません。

メモリカードを使
やりとりをする

DCIM
!保存先をメモリカード
!本体メモリからデジタ
PRIVATE
MYFOLDER
Utility
Calendar Cale
Contacts Cont

Rights

Mail
Drafts Draft
Inbox Inbox
Outbox Outb
Sent 
Messages

Sent
Mess
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My Items
のPRIVATE - MEIGROUP - PMC - 
に一時ファイルを作成します。メモリ
ォルダ内に保存されたファイルやフォル
すので、このフォルダ内にパソコンなど
を保存しないでください。
ルダ階層はPRIVATE - MYFOLDER - 
の各保存先フォルダ（Musicフォルダな
す。
じ番号のフォルダやファイルが存在する場
フォルダやファイルを表示できません。
は、拡張子が左記とは異なるものがあり

を他社携帯電話やパソコンなどで再生し
て表示される場合があります。
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Book 電子ブック
Bookmarks Bookmarks.BCK ブックマークのバックアップ
Custom Screens S!おなじみ操作のデータ
Flash(R) Flash®

Flash(R) Ringtones 着信音 Flash®

Games and More S!アプリ
Mail Art デコレメピクチャー

Music
拡張子が次のいずれかの音楽
ファイル
.3gp、.mp4、.m4a、.smc

Other Documents その他ファイル
Pictograms マイ絵文字

Pictures
本体メモリからメモリカードの
メインフォルダへ移動・コピー
した静止画

Sounds & Ringtones

拡張子が次のいずれかの音楽
ファイル
.3gp、.mp4、.m4a、.mid、
.midi、.amr、.mmf、.mxmf

Videos
本体メモリからメモリカードの
メインフォルダへ移動／コピー
した動画

SD_VIDEO
!保存先をメモリカードに設定して撮影した動画
!本体メモリからビデオカメラへ移動／コピーした動画

お知らせ

!本機は、メモリカード
FS_TEMPフォルダ内
カード挿入時にこのフ
ダはすべて削除されま
でファイルやフォルダ

!本機で認識できるフォ
My Itemsフォルダ内
ど）内で1階層までで

! DCIMフォルダ内に同
合、本機ではそれらの

!著作権保護ファイルに
ます。

!カメラで撮影した画像
た場合、90度回転し



リサイズ）
選択→ →ファイル名を入力
は：画像サイズを選択後にS[戻る]
リミング）
（下記参照）→ →ファイル名を入力

には：切り出す部分を決定後にS[戻る]

レームを付ける●影をとる

る機能

ーから データフォルダ 4 ピクチャー 
を選んでA[メニュー ] 4 編集

操作･補足
→）サイズを選択→ で枠を切り出す部
移動→
ーサイズ→ で「┌」を切り出す部分の
角へ移動→ → で切り出す部分を調節

Aera.book  Page 16  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
7-16

7

便利な機能

壁紙に設定する

■ピクチャーフォルダから選択する
ピクチャー→ファイルを選んでA[メニュー ]→登録→壁紙
■ Flash(R)フォルダから選択する
Flash(R)→ファイルを選んでA[メニュー ]→壁紙登録

着信音に設定する

■着うた・メロディ／ミュージックフォルダから選択する
着うた・メロディ／ミュージック→ファイルを選んでA[メニュー ]
→登録→着信の種類を選択（→SMCファイルを選択した場合は、さ
らに再生開始ポイントを選んでA[決定]）
■ Flash(R)フォルダから選択する
Flash(R)→着信音 Flash(R)→ファイルを選んでA[メニュー ]→
登録→着信の種類を選択
!着信音 Flash®はメール着信音には登録できません。

■サイズを変更する（
リサイズ→画像サイズを
!リサイズをやり直すに
■切り出しをする（ト
トリミング→項目を選択

!トリミングをやり直す

●回転させる●フ

ファイルの利用に関する機能

メインメニューから データフォルダ

お知らせ

!著作権保護ファイルを壁紙や着信音などに設定した場合、ファ
イルの有効期限が切れたり、設定時とは別のUSIMカードを装着
すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があります。

!使用可能回数に制限のある著作権保護ファイルは、壁紙や着信
音などに設定できません。

! ボイスレコーダーで録音したファイルは着信音に設定できません。

静止画編集に関す

メインメニュ
4 ファイル

項目
固定サイズに
切り出す

＞（
分へ

好みの大きさ
に切り出す

＞ フリ
左上
→



7-17

7

ォルダのみ削除できます。
ては削除できないものがあります。
ないファイルがある場合、フォルダを削除

ているファイルは、対応するコンテンツ・
ルです。鍵マーク「 」が付いているファ
むフォルダを削除しようとすると対応する
時に削除されるため、同じコンテンツ・
イルが利用できなくなる場合がありますの
コンテンツ・キー削除の確認画面で
は、コンテンツ・キーは削除されません。
できません。

択して削除します。
ァイルを選択→）※A[メニュー ]→削除→
[YES]→A[YES]（→コンテンツ・キー
の確認画面が表示された場合、A[YES]
はS[NO]）
されたファイルに「 」が付きます。こ
順を繰返して複数選択してください。（も
度 を押すと選択が解除され、チェック
クが消えます。）
てのファイルを選択／選択解除するには：
イルを選択中にA[メニュー ]→全件選択
件選択解除
ダ内のフォルダ／ファイルをすべて削除し

[YES]→コンテンツ・キー削除の確認画面
[YES]またはS[NO]→操作用暗証番
入力
用暗証番号について（ZP.1-24）

項目 操作･補足
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■ファイル名を変更する
ファイルを選んでA[メニュー ]→名称変更→ファイル名を入力
!自分で新規作成したファイルのみ名前を変更できます。
!デジタルカメラフォルダ、ビデオカメラフォルダ、S!アプリフォ
ルダ内のファイル名は変更できません。
■フォルダ／ファイルを削除する
!フォルダまたはファイルを選んでA[メニュー ]→削除→項目を選
択（下記参照）

!自分で新規作成したフ
!ファイルの種類によっ
!フォルダ内に削除でき
できません。

!鍵マーク「 」が付い
キーが存在するファイ
イル、またはそれを含
コンテンツ・キーも同
キーを必要とするファ
で、ご注意ください。
S[NO]を押した場合

!フォルダの複数選択は

フォルダ／ファイルの管理に関する機能

メインメニューから データフォルダ 
4 フォルダを選択

項目 操作･補足

1件

1件削除します。
＞ A[YES]（→コンテンツ・キー削除の確認画

面が表示された場合、A[YES]または
S[NO]→フォルダの場合、さらに操作用暗
証番号を入力）

複数選択

複数選
＞（フ

A
削除
また

※ 選択
の手
う一
マー

!すべ
ファ
／全

全件

フォル
ます。
＞ A

でA
号を

!操作



■ファイルを移動／コピーする !転送不可ファイルは、ネットワーク自動調整（ZP.1-14）を行
あります。
コピー／移動したファイルは、ファイルの
よっては、他のソフトバンク携帯電話やパ
ないことがあります。

Aera.book  Page 18  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
7-18

7

ファイルを選んでA[メニュー ]→移動／コピー→項目を選択（下記
参照）→移動先／コピー先のフォルダを選択（→複数選択または全
件を選択した場合は、さらにA[YES]）

!転送不可ファイルはコピーできません。
!お買い上げ時に登録されているS!アプリには移動できないものも
あります。

!デジタルカメラフォルダに移動／コピーできるのは、本体に保存
されているJPEGファイルのみです。

!ビデオカメラフォルダに移動／コピーできるのは、本体に保存さ
れているムービーファイルのみです。

!その他ファイルフォルダでは著作権保護ファイルのコピーができ
ますが、著作権の認識は行いません。

!ファイルの種類やデータの内容によっては、移動／コピーできな
いことがあります。

うと移動できる場合が
!メモリカードとの間で
種類やデータの内容に
ソコンなどで利用でき項目 操作･補足

1件 1件移動／コピーします。

複数選択

複数選択して移動／コピーします。
＞（ファイルを選択→）※A[メニュー ]→移動／
コピー

※ 選択されたファイルに「 」が付きます。こ
の手順を繰返して複数選択してください。（も
う一度 を押すと選択が解除され、チェック
マークが消えます。）

!すべてのファイルを選択／選択解除するには：
ファイルを選択中にA[メニュー ]→全件選択
／全件選択解除

全件 フォルダ内のフォルダ／ファイルをすべて移動／
コピーします。
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赤外線通信 ...........
赤外線通信をご利
データを1件ずつ
電話帳データを全

ソフトバンクユーテ
USB ...................
USBケーブルを使
USBケーブルを使

簡易位置情報........
測位機能をロック
位置情報の送信を



赤外線通信で送受信できるデータ

の登録を1件ずつ、または全件送受信し

音やイルミネーション、画像などの設定
は送受信できません。1件送受信の場合
グループやシークレットなどの設定内容
受信できません。
ダーに登録しているスケジュールを1件
受信します。
ジュール通知、スケジュール通知音、イ
ネーションなどの設定内容は送受信でき
ん。
に登録できる日時（ZP.10-3）の範囲
スケジュールは、受信しても登録されま
。
日時のないスケジュールは受信できませ

音楽など、データフォルダに保存されて
ァイルを１件ずつ送受信します。
権保護ファイルは送受信できない場合が
ます。
を1件ずつ送受信します。
ボックス、下書き、送信済みボックス、
信ボックス内のメールを送信できます。
マークを1件ずつ送受信します。
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赤外線通信

電話帳やスケジュール、メール、ブックマーク、撮影した画像
などのデータを他の赤外線通信対応機器（パソコンや携帯電話
など）とやりとりできます。
!本機の赤外線通信機能は、IrMC1.1規格に準拠しています。ただ
し、相手側の機器がIrMC1.1に準拠していても、送受信できない
データがあります。

!赤外線ポートが汚れていると、通信失敗の原因になることがあり
ます。汚れているときは、傷がつかないように柔らかい布でふい
てください。

!直射日光が当た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場合があります。

!通信を中断する操作を行ったとき、実際に中断が完了するまでに
時間がかかる場合があります。

!本機と赤外線通信対応機器
の赤外線ポートを20cm以
内に近づけてください。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、データの送受信が
終わるまで動かさないでく
ださい。また、間に物を置
かないようにしてください。

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線
ポート

20cm以内

電話帳

電話帳
ます。
!着信
内容
は、
も送

カレンダー
（スケジュール）

カレン
ずつ送
!スケ
ルミ
ませ

!本機
外の
せん

!開始
ん。

データフォルダ
内のファイル

画像や
いるフ
!著作
あり

メール
メール
!受信
未送

ブックマーク ブック
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データを受信する

に戻る
待機状態になります。3分以内に送信側か
ください。

要求を受けると、データ受信の確
れる
が表示されます。

には

に登録されるデータを受信する場合
ード
します。
ールデータを受信した場合

ークデータを受信した場合
ルダへ、ブックマークはブックマークリス
れます。

部接続 4 赤外線通信 4 ON

タの受信はできません。
データを受信しなかったり、本機の電源を
除されます。
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!赤外線通信で送受信できるデータについて（ZP.8-2）

データを送信する

1 送信するデータを選んでA[メニュー ]

2 受信側をデータ受信待機状態にする

3 電話帳／データフォルダ内のデータを送信する場合
送信→赤外線送信
メール／スケジュール／ブックマークデータを送信する
場合
赤外線送信
受信ボックス内のSMSを送信する場合
外部機器送信→赤外線送信
データの送信を開始します。

1 Lで待受画面
「 」が表示され、
らデータを送信して

2 送信側から受信
認画面が表示さ
ファイル名とサイズ

3 受信を開始する

4 データフォルダ内
本体／メモリカ
データの受信を開始
電話帳／スケジュ
A[保存]
メール／ブックマ
メールはメールフォ
トへ自動的に保存さ

お知らせ

!受信した電話帳、スケジュール、メール、ブックマークのデー
タの内容によっては、それぞれの条件以外にも登録できないこ
とがあります。また、データの内容を自動的に修正して登録す
ることがあります。

!データ受信中に本機に保存できるそれぞれの最大数に達すると、
それ以上受信できません。（メモリ容量一覧ZP.15-20）

!カメラで撮影した画像を他社携帯電話やパソコンなどで再生し
た場合、90度回転して表示される場合があります。

データを1件ずつ送受信する

メインメニューから 外

お知らせ

!待受画面以外ではデー
!待機状態で3分以内に
切ると、待機状態が解



認証コードを入力
します。完了するとデータを自動的に保存

信で全件送受信を行う際に任意に設定する
側／送信側とも同じ認証コードを入力する
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データを送信する

1 →操作用暗証番号を入力
!操作用暗証番号について（ZP.1-24）

2 認証コードを入力
相手側で同じ認証コードを入力すると、データの送信を開始し
ます。

データを受信する

1 Lで待受画面に戻る
「 」が表示され、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 送信側から受信要求を受けると、データ受信の確
認画面が表示される

3 接続を許可するには →

4 操作用暗証番号を入力
!操作用暗証番号について（ZP.1-24）

5
データの受信を開始
します。

電話帳データを全件送受信する

メインメニューから 電話帳 4 メモリ管理 
4 赤外線全件送信

メインメニューから 外部接続 4 赤外線通信 4 ON

認証コードについて
認証コードは赤外線通
4桁の数字です。受信
必要があります。



8-5

8

のUSBケーブル（オプション品）で接続
ータ通信ができます。

リティーソフトを使って転送します。

して、本機を外部モデムのように使って
できます。

ーソフトウェア（CD-ROM）か
バ」をパソコンにインストール
本機をUSBケーブルで接続する
続は、本機の電源を入れた状態で行ってく

ーソフトウェア（CD-ROM）か
dem Wizard」をパソコンにイン

使ってデータ転送をする

使ってデータ通信をする
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ソフトバンクユーティリティーソフト
ソフトバンクユーティリティーソフトを利用すると、
ソフトバンク携帯電話の電話帳、カレンダー、メール、
ブックマーク、データフォルダなどをパソコンに転送／編集／
管理することができます。
!ソフトバンクユーティリティーソフトの詳細、およびダウンロー
ドについては、下記のURLなどで、ご確認ください。
http://mb.softbank.jp/r/utilitysoft/cd/

USB
本機とパソコンを指定
して、データ転送やデ

ソフトバンクユーティ
（Z左記）

パソコンと本機を接続
インターネットに接続

1 ユーティリティ
ら「USBドライ
し、パソコンと
!USBケーブルの接
ださい。

2 ユーティリティ
ら「830P Mo
ストールする

お知らせ

!ソフトバンクユーティリティーソフトをご利用になるには、
USBケーブル（オプション品）が必要になります。

!データフォルダのS!アプリ／S!おなじみ操作／デコレメールテ
ンプレート／メモ帳／その他ファイルはバックアップできませ
ん。

!著作権保護ファイルはバックアップできない場合があります。
!本機のデータフォルダ内に同じ名前のフォルダが2つ以上ある場
合は、ファイルを転送できないことがあります。

USBケーブルを

USBケーブルを



「830P Modem Wizard」を起動し、通信設定
て本機の位置情報を測位し、送信する
なコンテンツを利用できます。
は日本国内の3Gサービスエリア内でのみ使

《お買い上げ時》OFF
使用できないように設定できます。

証番号を入力

《お買い上げ時》毎回確認
ったときに、自動的に送信するかどうか

作用暗証番号を入力

ついて
（110／119／118）への発信を行った
に関わらず、発信した際の位置の情報を緊
など）に対して通知します。（ZP.2-3）

する

定 4 簡易位置情報 

設定する

定 4 簡易位置情報 
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3
を行う
!「830P Modem Wizard」は、APNやダイヤルアップの設定
が簡単に行えるツールです。
設定方法、起動方法については、「830P Modem Wizard」
のヘルプ、セットアップガイドを参照してください。

●USBを使って充電する

簡易位置情報
インターネットを通じ
ことによってさまざま
!簡易位置情報サービス
用できます。

位置情報の測位機能を

1 ON→操作用暗

位置情報の送信要求があ
を設定します。

1 項目を選択→操

お知らせ

!携帯電話とパソコンやPDAを接続してインターネットをご利用
になる場合は、短期間で大量のパケット通信が行われることが
多く、パケット通信料が高額になる可能性があります。通信料
をご確認いただきながらご利用されることをおすすめします。

緊急通報位置通知に
本機から緊急電話番号
場合は、ここでの設定
急通報受理機関（警察

測位機能をロック

メインメニューから 設
4 測位機能ロック

位置情報の送信を

メインメニューから 設
4 位置情報送信
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セキュリティ
更......................................... 9-2
.............................................. 9-2
にPINコードで認証を行う
............................................................. 9-2
すのを防ぐ（誤操作防止）................ 9-3
ないようにする
............................................................. 9-4
た場所から禁止する
............................................................. 9-4
.............................................. 9-5
を拒否する ......................................... 9-5
らの着信を拒否する.......................... 9-5
の設定................................... 9-6
に戻す................................... 9-6
上げ時の状態に戻す
............................................................. 9-6
上げ時の状態に戻す
............................................................. 9-7
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操作用暗証番号の変
ロック機能 ...........
電源を入れたとき
（PINコード設定）
誤ってボタンを押
他の人が使用でき
（キー操作ロック）
本機の使用を離れ
（安心遠隔ロック）
着信拒否 ..............
特定の種類の着信
特定の電話番号か

シークレットモード
お買い上げ時の設定
設定内容をお買い
（設定リセット）....
登録内容をお買い
（オールリセット）



いて（ZP.1-3）

／無効にする
N1コードを入力して照合を行うかどう

OFF（無効）

入力

にPINコードで認証を行う
）

定 4 セキュリティ設定 

定をONにして電源を入れた場合、次のこ

、圏内表示になるまでに30秒程度時間が
す。
面では、緊急電話番号（110／119／
できません。
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操作用暗証番号の変更
《お買い上げ時》9999

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。
!操作用暗証番号の詳細について（ZP.1-24）

1 現在の操作用暗証番号（4桁）を入力

2 新しい操作用暗証番号（4桁）を入力

3 もう一度新しい操作用暗証番号を入力

ロック機能

! PINコードの詳細につ

PIN1コードを有効
電源を入れたときにPI
かを設定します。

1 ON（有効）／

2 PIN1コードを

メインメニューから 設定 4 セキュリティ設定 
4 暗証番号変更

お知らせ

!操作用暗証番号の入力を3回間違えると、警告画面が表示されま
す。いったん電源を切ると、再び入力できるようになります。

電源を入れたとき
（PINコード設定

メインメニューから 設
4 PIN1 ON/OFF

お知らせ

! PIN1のON／OFF設
とにご注意ください。
･ PIN1コード入力後
かかる場合がありま

･ PIN1コード入力画
118）への発信は
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PINコードを変更する

タン操作ができないようにします。
きは、先に またはLを押して画面を点
ください。
「 」が表示されます。

長押し）→

」が表示されてい
[YES]

の入力を10回間違えると、USIMカード
使用できなくなります。（途中で電源を
えます。）PINロック解除コードはメモに
れにならないようにご注意ください。
されたときは、所定の手続きが必要となり
（ZP.15-30）までご連絡ください。

すのを防ぐ（誤操作防止）

定 4 一般設定 4 誤操作防止 4 でも設

急電話番号（110／ 119／118）への
し、番号を入力しても表示されません。
Lを押して最初から入力し直してくださ

源を切ることができません。解除してか
い。
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PIN1コードまたはPIN2コードを変更します。
! PIN1コードを変更するときは、あらかじめPIN1コードをONに
設定してください。（ZP.9-2）

1 現在のPIN1／PIN2コードを入力

2 新しいPIN1／PIN2コードを入力

3 もう一度新しいPIN1／PIN2コードを入力

PINロックを解除する
PIN1コードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、
PINコードがロックされ、本機の使用が制限されます。
PINロック解除コード（PUKコード）を入力して、PINロック
を解除してください。
! PINロック解除コード（PUKコード）については、お問い合わせ
先（ZP.15-30）までご連絡ください。

1 PINロックの状態で→PINロック解除コード
（PUKコード）を入力

2 新しいPIN1／PIN2コードを入力

3 もう一度新しいPIN1／PIN2コードを入力

誤操作を防ぐためにボ
!画面が消灯していると
灯させてから操作して

!設定すると待受画面に

1 待受画面で （
A[YES]
!解除するには：「
る画面で →A

メインメニューから 設定 4 セキュリティ設定 
4 PIN1変更／PIN2変更

お知らせ

! PINロック解除コード
がロックされ、本機が
切っても連続として数
控えるなどして、お忘

! USIMカードがロック
ます。お問い合わせ先

誤ってボタンを押

お知らせ

!メインメニューから 設
定できます。

!誤操作防止設定中も緊
発信はできます。ただ
番号を間違えた場合、
い。

!誤操作防止設定中は電
ら操作を行ってくださ



スを利用することで、本機を紛失した
携帯電話からの遠隔操作により、本機の
することができます。ロックを設定する
以外の操作ができなくなります。
細とご利用規約については、ソフトバンク
/www.softbank.jp）もしくは携帯電話より
セスし、ご覧ください。 
ftBankにアクセスする
ジなどでMy SoftBankのサービス内容につ
してください。

従って操作してください。

た場所から禁止する
）

ahoo!ケータイ 4 Yahoo!ケータイ 
 My SoftBank
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《お買い上げ時》OFF
電源を入れたときや、待受画面のままで2分経過したときに、
操作用暗証番号を入力しないと本機を使用できないように設定
します。
!設定すると待受画面に「 」が表示されます。
!操作用暗証番号について（ZP.1-24）

1 ON／OFF
!ONを選択した場合は、さらに を押します。

2 操作用暗証番号を入力

安心遠隔ロックサービ
ときなど、パソコンや
操作をロック（禁止）
と、電源を入れること
!「安心遠隔ロック」の詳
ホームページ（http:/
My SoftBankへアク
■携帯電話からMy So
ソフトバンクホームペー
いてご確認のうえ、操作

!以降は、画面の指示に

他の人が使用できないようにする
（キー操作ロック）

メインメニューから 設定 4 セキュリティ設定 
4 キー操作ロック

キー操作ロックを一時的に解除するには
「 」が表示されている画面で、操作用暗証番号を入力

お知らせ

!キー操作ロック設定中でも緊急電話番号（110／119／118）
へは発信できます。

!キー操作ロックを一時的に解除した状態で誤操作防止を設定し、
待受画面のままで2分経過すると、キー操作ロックと誤操作防止
の両方が設定されます。（画面に「 」が表示されます。）
解除するときは、誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除
してください。（ZP.9-3）

本機の使用を離れ
（安心遠隔ロック

メインメニューから Y
4 メニューリスト 4



9-5

9

《お買い上げ時》許可

編集／削除するときは
を選んでA[メニュー ]→編集／削除

定 4 通話設定 4 着信拒否 
指定着信拒否設定

話がかかってきたら
在着信のインフォメーションが表示されま
履歴を確認できます。
合は、非通知解除の旨を、音声通話は音声
ールは画像で相手にお知らせします。

たり、日本以外で電話を受けられないよ
（発着信規制サービスZP.2-16）
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着信拒否

《お買い上げ時》許可
電話帳に登録されていない番号や番号非通知での着信など、
特定の種類の着信を拒否できます。

1 項目を選択

2 拒否／許可

受けたくない電話番号を拒否リストに登録して、着信を拒否で
きます。登録したら、指定着信拒否設定を拒否にしてください。

拒否リストに登録する

1 A[メニュー ]→追加→入力方法を選択

2 電話帳／発着信履歴から選んでA[選択]、また
は直接電話番号を入力

指定着信拒否設定

1 拒否／許可

特定の種類の着信を拒否する

メインメニューから 設定 4 通話設定 4 着信拒否

特定の電話番号からの着信を拒否する

メインメニューから 設定 4 通話設定 4 着信拒否 
4 電話番号指定 4 拒否リスト編集

拒否リストの番号を
拒否リスト画面で番号

メインメニューから 設
4 電話番号指定 4 

拒否した相手から電
着信動作は行わずに不
す。 を押すと、着信
!非通知着信拒否の場
ガイダンスで、TVコ

お知らせ

!すべての着信を拒否し
うにも設定できます。



設定に戻す

上げ時の状態に戻します。

を入力
たあと、再び電源が入ります。
ついて（ZP.1-24）

上げ時の状態に戻す

定 4 セキュリティ設定 4 リセット 

お買い上げ時の状態に戻らないことがあ
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シークレットモードの設定
《お買い上げ時》OFF

<シークレット>を「表示しない」に設定して本体電話帳に
登録したデータは、本機をシークレットモードに設定したとき
にのみ表示されます。シークレットモード中は画面に「 」が
表示されます。
!電話帳の登録（ZP.4-3）

1 ON／OFF

2 操作用暗証番号を入力
!操作用暗証番号について（ZP.1-24）

お買い上げ時の

各種設定内容をお買い

1 →

2 操作用暗証番号
自動的に電源が切れ
!操作用暗証番号に

メインメニューから 設定 4 セキュリティ設定 
4 シークレットモード

お知らせ

!シークレットモードがOFFのとき、シークレットメモリとして
登録した相手との電話の発着信やメールの送受信時は、電話番
号やメールアドレスのみが表示されます。

設定内容をお買い
（設定リセット）

メインメニューから 設
4 設定リセット

お知らせ

!設定内容によっては、
ります。
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設定リセットに加えて電話帳やデータフォルダなどの登録内容
をすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

1 →

2 操作用暗証番号を入力
自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。
!操作用暗証番号について（ZP.1-24）

3 日付を入力→時刻を入力

登録内容をお買い上げ時の状態に戻す
（オールリセット）

メインメニューから 設定 4 セキュリティ設定 4 リセット 
4 オールリセット

お知らせ

!オールリセットは、電池がフル充電の状態（「 」表示）で
行ってください。

!操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
! USIMカードやメモリカードに登録されているデータは消去され
ません。

!オールリセットすると、以下のデータは削除されます。元に戻
すことはできませんので、あらかじめご了承ください。
･ お客様が登録した内容や履歴、ダウンロードしたS!アプリな
ど

!本機にあらかじめ登録されていたS!アプリ、Flash®ファイル、
書籍ファイルデータ、デコレメールテンプレート、マイ絵文字
でお客様が削除したものは、オールリセットしてもお買い上げ
時の状態には戻りません。
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コードリーダー
............................................10-2
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ツール／バー
カレンダー...........
カレンダーを表示
スケジュールを登
スケジュールの詳

アラーム ..............
アラームを登録す

電卓.....................
メモ帳 .................
ボイスレコーダー..
バーコードリーダー
バーコードを読み
認識結果を利用す

便利な機能 ...........
カレンダーに関す
メモ帳に関する機
バーコードリーダ



ュールを登録できます。

を選んで
新規登録

記参照）

録する

操作・補足
ュール内容を登録します。
トルや内容などを入力
ュールの分類を設定します。設定した分類
コンが「スケジュールアイコン」として待
に表示されます。
ゴリを選択
時／終了日時を設定します。
を入力→時刻を入力
ュールの詳細を登録します。
を入力
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カレンダー
カレンダーを表示します。スケジュールを登録することもでき
ます。

1 D
月単位のカレンダーが表示されます。
! でスケジュールが登録されている
日にカーソルを当てると、カレンダー
の下に登録内容が4件まで表示されま
す。

!D／Fを押すと、先月／翌月のカレ
ンダーが表示されます。

!1ヶ月表示／1週間表示を切り替える
には（ZP.10-9）

●指定した日を表示する●週の開始曜日を変える●休日を設
定する

最大100件までスケジ

1 D

2 で登録する日
A[メニュー ]→

3 項目を選択（下

カレンダーを表示する

お知らせ

! メインメニューから ツール 4 カレンダーでも表示できます。

カレンダー画面
（月表示）

スケジュールを登

項目

件名 スケジ
＞ タイ

カテゴリ

スケジ
のアイ
受画面
＞ カテ

開始日時 開始日
＞ 日付終了日時

詳細 スケジ
＞ 詳細
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設定した時刻になると
スケジュール通知音やイルミネーション
ジュール通知音を止めると同時に
認できます。

知音が鳴ったら、
が止まり、その日のスケジュール一覧画面

認するには、

項目 操作・補足 について
をスケジュール通知音に設定した場合、
が切れたり、設定時とは別のUSIMカード
い上げ時の設定に戻る場合があります。
のある著作権保護ファイルは、スケジュー
ません。

時00分から2099年12月31日23時59
を登録できます。

のみを止めるには（すぐに内容を確

画面に戻ります。
スケジュール通知音が鳴る前の画面に戻り

[表示]／ 以外のボタンを押すと、画面
ュール通知音のみ止まります。 を押すと
。
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4 必要事項の入力が終了したら、A[保存]

スケジュール通知を
設定した内容に従って、
でお知らせします。スケ
スケジュールの内容を確

1 スケジュール通
スケジュール通知音
が表示されます。

2 さらに詳細を確

繰返し設定 スケジュールの繰返しパターンを設定します。
＞ 繰返し頻度を選択（→繰返し回数を入力）

スケジュール
通知

スケジュールの開始日時またはその事前にスケ
ジュール通知音で通知するように設定します。
＞ 通知方法を選択

場所 場所を入力します。
＞ 場所を入力

スケジュール
通知音

スケジュール通知音を設定します。
＞ <スケジュール通知音>

または
着うた・メロディ／ミュージック→ファイル
を選んでA[決定]

スケジュール
通知音量

スケジュール通知音の音量を設定します。
＞ で音量を選択

イルミネー
ション

スケジュール通知起動時に点滅するイルミネー
ションのパターンを設定します。
＞ 色のパターン／OFFを選択

スケジュールアイコンについて
スケジュールを登録すると、カテゴリで設定した分類のアイコン
が「スケジュールアイコン」として待受画面に表示されます。
例）「 」（会議）、「 」（記念日）、「 」（誕生日）など
!カテゴリで分類を設定しなかった場合は、「 」が表示されま
す。

著作権保護ファイル
!著作権保護ファイル
ファイルの有効期限
を装着すると、お買

!使用可能回数に制限
ル通知音に設定でき

お知らせ

! 2008年1月1日00
分までのスケジュール

スケジュール通知音
認しないとき）
! Lを押すと、待受
! S[停止]を押すと、
ます。

! L／S[停止]／A
はそのままでスケジ
内容を確認できます



スケジュールを選択
が表示されます。
タブと内容タブを
。

ら、S[戻る]

ータを赤外線で送信する（ZP.8-3）●ス
する●スケジュールの登録状況を確認する

するには
ュールを選んでA [メニュー ]→編集→各項
 手順3以降）

スケジュール詳細画面
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1 D→日付を選択

2
スケジュールの詳細
! でスケジュール
切り替えられます

3 確認を終了した

●スケジュールデ
ケジュールを削除
（ZP.10-9）

お知らせ

!次の場合は設定した時刻になってもスケジュール通知音は鳴り
ません。
･ 通話中（スケジュール通知画面と振動でお知らせ）
･ マナーモード設定中（マナーモードの設定内容でお知らせ）
･ 電源を切っているとき（スケジュール通知は起動しません。）
･ 時刻補正が行われた結果、設定した時刻が過ぎてしまったと
き

スケジュールの詳細を確認／編集する

スケジュール一覧画面

スケジュールを編集
手順1のあと、スケジ
目の操作（ZP.10-2
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について（ZP.7-4）
択した場合は、さらに再生開始ポイントを選
してください。

が終了したら、A[保存]
と、待受画面に「 」が表示されます。

ム音を設定します。
ラーム音>
は
た・メロディ／ミュージック→ファイル
んで※2A[決定]

設定すると、アラーム音は60秒間鳴った
設定したスヌーズ間隔で5回繰返し鳴りま

／OFF（→ONの場合、スヌーズ間隔を
）
ム音の音量を設定します。
で音量を選択
ム音と同時に表示される静止画を設定しま

画を選んでA[決定]
ム音と同時に振動するパターンを設定しま

ブパターン／OFFを選択
ム音と同時に点滅するイルミネーションの
ンを設定します。
パターン／OFFを選択
モード設定中にアラームが起動した場合、
の設定内容を優先するかを設定します。
ーモード優先／アラーム優先

項目 操作・補足
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アラーム
指定した時刻にアラーム音とアニメーション、イルミネーション
でお知らせします。

アラームは最大5件まで登録できます。毎日、または指定した
曜日の同じ時刻にアラーム音を鳴らすことができます。

1 アラームを選択

2 項目を選択（下記参照）

※1 著作権保護ファイル
※2 SMCファイルを選

んでA[決定]を押

3 必要事項の入力
アラームを設定する

アラームを登録する

メインメニューから ツール 4 アラーム

項目 操作・補足
アラーム
ON/OFF

アラームを設定／解除します。
＞ ON／OFF

時刻 アラームを鳴らす時刻を設定します。
＞ アラームを鳴らす時刻を入力

繰返し設定
繰返しの種類を設定します。
＞ 繰り返し頻度を選択（→曜日設定の場合、曜

日を選択（複数選択可）→A[OK]）

アラーム音※1

アラー
＞ <ア

また
着う
を選

スヌーズ設定

ONに
あと、
す。
＞ ON

入力

アラーム音量 アラー
＞

画像登録
アラー
す。
＞ 静止

バイブレー
ション設定

アラー
す。
＞ バイ

イルミネー
ション

アラー
パター
＞ 色の

優先設定
マナー
どちら
＞ マナ



アラームを設定した時刻になると
乗除）ができます。
で表示できます。

を計算する場合）

I A T 

ール 4 電卓

～O

／K

は
Dを押してください。もう一度押すと、
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設定した内容に従って、アラーム音やイルミネーション、画像
表示などでお知らせします。

1 アラーム音が鳴ったら、いずれかのボタンを押す
アラーム音が止まり、確認画面が表示されます。
（Lを押した場合、確認画面は表示されません。）
!アラーム音を止めなくても、60秒後にアラームは止まり、確
認画面が表示されます。

電卓
簡単な数値計算（加減
!小数点を含む10桁ま

■計算例（-17+28.5
-17+28.5=11.5

Q U D  W 

アラームを解除／再起動するには
メインメニューから ツール 4 アラーム 4 アラーム登録を選んで
A[メニュー ] 4 アラームON／アラームOFF
!登録内容を保持したまま、起動中のアラームを解除、または停
止中のアラームを再起動できます。

!起動中のアラーム登録には「 」、停止中のアラーム登録には
「 」が表示されます。

スヌーズが設定されている場合は
いずれかのボタンを押してアラーム音を止めると、スヌーズを停
止するかどうかの確認画面が表示されます。停止する場合は
A[停止] を押してください。
! Lを押してアラーム音を止めた場合、確認画面は表示されま
せん。（スヌーズ設定はONのままです。）

お知らせ

!次の場合は設定した時刻になってもアラーム音は鳴りません。
･ 通話中（アラーム通知画面と振動でお知らせ）
･ マナーモード優先に設定中
･ 電源を切っているとき（アラームは起動しません。）
･ 時刻補正が行われた結果、設定した時刻が過ぎてしまったと
き

メインメニューから ツ

数字の入力 P

＋

－

×

÷

＝

小数点 A
クリア S
＋／－切替 D

負の数を入力するに
数字を入力したあとに
正の数に戻ります。



10-7

10

ー
たり、通話内容を録音して、音声メモを
たり最大60秒）
いて（ZP.2-14）

ときは、
生して確認するに

た・メロディフォ
。

ール 4 ボイスレコーダー

音したファイルはアラーム音や着信音、
どに設定できません。
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メモ帳
メモ帳として文章を登録できます。登録した文章はメールなど
の文字入力画面に挿入することもできます。

1 A[メニュー ]→新規

2 文章を入力する
メモ帳一覧の一番上に挿入されます。
!最大64文字まで入力できます。

●メモ帳に関する機能（ZP.10-10）
●メモ帳をメールの文字入力画面に挿入する

ボイスレコーダ
自分の声などを録音し
作成できます。（1件あ
!通話中の録音方法につ

1
録音が始まります。

2 録音を終了する
!録音した音声を再
は： 

3 A[保存]
録音した音声は着う
ルダに保存されます

メインメニューから ツール／データフォルダ 4 メモ帳

メモ帳一覧画面

メインメニューから ツ

お知らせ

!ボイスレコーダーで録
スケジュール通知音な



完了すると認識結

ードが分割データの
、2を繰返す

り直すには：
へ

ド以外のバーコード／二次元コードは読

にくい場合、明るさを変更すると読み取

の調節はできますが、ズームレベルの変

の場合は、保存時に確認画面が表示され
削除すると自動的に新しいデータが保存

物の品質、光の反射、QRコードのバー
しく読み取りできない場合があります。

認識結果表示画面
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バーコードリーダー
印刷されたJANコードやQRコードをカメラで撮影して読み
取り、保存できます。読み取った情報を利用して、URLへの
接続、メールの送信、電話帳の登録などができます。

!読み取ったデータは最大10件登録できます。
!分割されたQRコードは最大16個連続して読み取れます。読み取
り完了後は1件のデータとして保存できます。

1 バーコードを画面中央に表示する
!明るさを調節するには：G／H

!ズームを利用するには： 

!ピントを合わせて固定するには： 

2
読み取りを開始し、
果が表示されます。
!読み取ったバーコ
場合： →手順1

3 S[保存]
!保存せずに読み取
K→ →手順2

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。

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。
例）「SoftBank mobile phones」

バーコードを読み取る

メインメニューから バーコードリーダー 4 コード読取り

お知らせ

! JANコードとQRコー
み取れません。

!バーコードが読み取り
れることがあります。

!読み取り中でも明るさ
更はできません。

!保存メモリがいっぱい
ます。不要なデータを
されます。

!傷、汚れ、破損、印刷
ジョンによっては、正



10-9

10

示を切り替える
《お買い上げ時》月表示

→月表示／週表示
のスケジュールの時間割を確認できます。
する

ものは削除できません。
状況を確認する
量確認

る機能

操作･補足
選択→スケジュールを選んで
[メニュー ]→削除→

選んでA[メニュー ]→削除→当日→ →

選んでA[メニュー ]→削除→前日まで→
→

選んでA[メニュー ]→削除→すべて→
[YES]→操作用暗証番号を入力
用暗証番号について（ZP.1-24）
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読み取ったデータ内のURLやメールアドレス、電話番号などを
選択すると、以下の操作ができます。

※ ソフトバンク携帯電話番号のみ

●バーコードリーダーに関する機能（ZP.10-10）

便利な機能

■1ヶ月表示／1週間表

A[メニュー ]→表示形式
!週表示にすると、1日
■スケジュールを削除

※ 繰返し設定されている
■スケジュールの登録
A[メニュー ]→メモリ容

認識結果を利用する

URL
（「http://」、
「https://」
から始まる）

URLに接続、ブックマークに追加（ZP.12-8）

URL
（「rtsp://」
から始まる）

ストリーミング再生、ブックマークに追加

メールアドレス S!メール新規作成（ZP.11-4）、電話帳へ登録
（ZP.4-3）

電話番号 発信、メール新規作成※（S!メールZP.11-4／
SMSZP.11-8）、電話帳へ登録（ZP.4-3）

電話帳データ
（「MEMORY:」
から始まる）

電話帳登録
!「MEMORY:」は文字列の先頭にある必要があ
ります。文字列の途中や改行後にあっても認識
されません。

!「MEMORY:」が文字列にない場合は電話帳
データとして認識されません。

!保存先設定に関わらず、本体電話帳に保存され
ます。

カレンダーに関す

D

項目

1件削除する
＞ 日を

A
当日のスケ
ジュールを削
除する※

＞ 日を

前日までの
スケジュール
を削除する※

＞ 日を

登録されてい
るすべてのス
ケジュールを
削除する

＞ 日を
A

!操作



■認識結果内の文字データをメール本文に貼り付ける
ュー ]→メール本文へ添付→S!メール／

ータをコピーする
ュー ]→コピー→各項目の操作（下記参照）

操作･補足

[全選択]

ーしたい文字列の先頭（最後）へカーソ
移動→ →文字列の最後（先頭）へカー
を移動→
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■メモ帳を編集する
メモ帳を選択→ [編集]→編集する
!上書き保存されます。
■メモ帳を削除する
メモ帳を選んでA[メニュー ]→削除→1件／全件→A[YES]→全
件を選択した場合は、操作用暗証番号（ZP.1-24）を入力
■登録した文章の詳細を確認する
メモ帳を選んでA[メニュー ]→プロパティ

■保存したデータを確認する
データを選択
!保存したデータには「yymmdd_hhmmss」という形式で保存日
時を示すタイトルが付きます。（yy：西暦年の下2桁、mm：月、
dd：日、hh：時、mm：分、ss：秒）
■データのタイトルを変更する
データを選んでA[メニュー ]→名称変更→タイトルを編集
■データを削除する
データを選んでA[メニュー ]→1件削除→

データを選択→A[メニ
SMS
■認識結果内の文字デ
データを選択→A[メニ

メモ帳に関する機能

メインメニューから ツール／データフォルダ 
4 メモ帳

バーコードリーダーに関する機能

メインメニューから バーコードリーダー 
4 保存データ一覧

項目
すべてコピー
する ＞ S

部分的にコ
ピーする

＞ コピ
ルを
ソル
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話番号のみ
イルが260KB以上になると、30KBより

英数入力(160文字)にしている場合
半角英数字を最大160文字まで入力でき

送信できる文字数

S!メール SMS

半角で246文字
／最大20件

× －

○ 半角で20文字／
最大10件

全角または半角で
256文字 × －

30KB※2 ○ 全角または半角で
70文字※3

最大20ファイル × －

、件名、本文、添付ファイルなどを合わ
す。（添付ファイルのデータ量によって、
異なります。）
ールに切り替えられます。（ZP.11-8）
り替えられません。
リがいっぱいの場合（ZP.11-3）
作成／送信はできません）
り替えられません。
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メールについて
本機では、次の2つのメッセージサービスが利用できます。

!メールの通信料など詳しくは、ソフトバンクホームページ
「 http://www.softbank.jp 」でご案内しています。

●メールの使用を禁止する

※1 ソフトバンク携帯電
※2 添付／挿入したファ

少なくなります。
※3 本文入力設定を半角

（ZP.14-14）は、
ます。

S!メール
【別途お申し込み
が必要です】

ソフトバンク携帯電話やパソコン、Eメール
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、音楽ファイルなどを送受
信できます。
!デコレメール（ZP.11-6）、フィーリング
メール（ZP.11-5）に対応しています。

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、短い文字メッセージを送
受信できます。

入力できる項目と

項目

宛
先

メール
アドレス ○

電話番号※1 ○

件名 ○

本文 ○

添付ファイル ○

お知らせ

! S!メールは1件につき
せて最大約300KBで
最大送信可能文字数は

! SMSは作成中にS!メ
ただし、次の場合は切
･ S!メールの蓄積メモ
･ 通話中（S!メールの

! S!メールはSMSに切
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スを開くときやサーバーメール操作時に操
力するように設定する（ZP.14-12）
モリを確認する

ウント名（＠の前の部分）をお好きな
。ご契約時はランダムな英数字が設定
ール防止のためにも、メールアドレスを
字列に変更することをおすすめします。

ホームページ（http://www.softbank.jp）

更できません。
の画面操作について（ZP.12-6）

→メール・アドレス設定
続します。
従って操作してください。

変更

z @ softbank.ne.jp

変更できる部分

ドメイン名
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送受信したメールは、次のようにフォルダで管理されます。

※ 振り分け設定（ZP.11-14）をすると、受信メールを指定した
フォルダに自動的に振り分けます。

●各メールボック
作用暗証番号を入
●メールの蓄積メ

メールアドレスのアカ
文字列に変更できます
されています。迷惑メ
簡単に推測できない文

!詳しくはソフトバンク
でご案内しています。

!電波OFFモード中は変
!インターネット接続後

1 A[ ]→設定
インターネットに接
以降は画面の指示に

メールボックスとメモリについて

メールの自動削除について
既読のメールと送信済みのメールは、メールボックスの空き容量
が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。削除し
たくないメールは保護するか（ZP.11-18）、自動削除の設定を
OFFにしてください。（ZP.14-12）

メールのメモリがいっぱいになると
待受画面に「 」が表示され、それ以上は受信できません。不
要なメールを削除してください。（ZP.11-17）S!メールを削除
したあとは、新着メール受信を行ってください。（ZP.11-17）

メールを作成

メールを受信

下書きとして保存

メールを送信

送信完了

送信できず 未送信ボックス

送信済みボックス

下書き

メールボックス

受信ボックス
受信メール

フォルダ1～10
※

メールアドレスの

abc123-xy

アカウント名



件名入力欄を選択→件名を入力

択

能（ZP.11-15）●相手に届いたかどう
にS!メールの重要度を知らせる●送信せず
.11-16）
する（ZP.14-12）

本文入力画面
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メール送信

例）電話帳に登録している相手にS!メールを送ってみましょう。

1 A[ ]（長押し）

2 宛先入力欄を選択
→電話帳

3 送信相手を選択→メールアドレ
ス／電話番号を選択

4

5 本文入力欄を選

6 本文を入力

7 S[送信]

●宛先に関する機
か確認する●相手
に保存する（ZP
●常に配信確認を

S!メールを送信する

宛先入力欄
件名入力欄
本文入力欄
添付ファイル欄

新規作成画面
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画像などのファイルを添付する フィーリングメールを送信する
たメールを送信すると、受信した相手に
た着信音、バイブ、イルミネーションで

応していない携帯電話に送信した場合は、
名に表示されます。
る着信音、バイブ、イルミネーションは、
定します。（ZP.14-13）

のあと、
送信設定→
定

択→感情アイ

件名の先頭に挿入
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例）S!メールに画像を添付してみましょう。

1 P.11-4 手順6のあと、添付
ファイル欄を選択

2 項目を選択→ファイル／登録
を選んでA[決定]／[選択]
!オーナー情報の場合、項目を選択する
だけで添付されます。

3 S[送信]

●添付ファイルに関する機能（ZP.11-15）

フィーリング設定をし
感情アイコンに連動し
お知らせします。
!フィーリング設定に対
通常の絵文字として件

!感情アイコンに連動す
受信側の携帯電話で設

1 P.11-4 手順6
A[メニュー ]→
フィーリング設

2 感情の種類を選
コンを選択
選択したアイコンが
されます。

3 S[送信]
お知らせ

!ファイルの種類や容量によっては添付できない場合があります。
!著作権保護ファイルは送信できない場合があります。



デコレメールを送信する 文字サイズ→サイズを選択→

ップ表示をし
にカーソルを
]→文章の最後
動→A[終点]

すには： 

→S[閉じる]
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本文の文字色、文字サイズや背景色などを変更したり、文字に
動きをつけたり、区切り線や画像などを挿入して表現豊かな
HTMLメールを作成できます。
例）デコレメールテンプレート（ひな形）を使って、次の
デコレーションをしてみましょう。
!文字サイズを変更
!文字をテロップ表示（スクロール）

1 P.11-4 手順4のあと、A[メニュー ]→
デコレメールテンプレート挿入→デコレメールテ
ンプレートを選択→A[決定]
!表示内容を確認するには：デコレメールテンプレートを選択
→確認したらS[戻る]

2 本文入力欄を選択→「ここに本文を入れてね」な
どを消去

3 Jでデコレーションパレット
を表示

4
本文を入力

5 J

6 範囲選択→テロ
たい文章の先頭
移動→A[始点
にカーソルを移
反転表示されます。
!範囲選択をやり直

[範囲解除]

7 スクロール開始
デコレーションパレット
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+（右側面）で表示を確認→

関する機能（ZP.11-16）

作成画面の文字は文字サイズの設定にか
表示されます。このとき、作成画面の文
と、設定されている文字サイズが画面に
 ：小）で表示されます。（標準はアイコ
ビュー画面の文字は、設定されている文
す。
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8
S[戻る]

9 →S[送信]

●デコレメールに

デコレーションをやり直すには
! 1つ前の状態に戻すには：デコレーションパレットを閉じた状
態でA[メニュー ]→やりなおし

!デコレーションをすべてやり直すには：J→デコレメール全
解除→

お知らせ

!シンプルモードでは、
かわらず、すべて大で
字にカーソルを当てる
アイコン（  ：大、
ン非表示）また、プレ
字サイズで表示されま



本文入力欄を選択

する●宛先を送信履歴から選ぶ●宛先を追
る（ZP.11-15）●相手に届いたかどう
するSMSがメールサーバーで保管される期
信せずに保存する（ZP.11-16）
する（ZP.14-12）●SMSに関する設定

!メールに切り替えるには
ニュー ]→メールタイプ切替

本文入力画面
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例）電話帳に登録している相手にSMSを送ってみましょう。

1 A[ ]→
SMS新規作成

2 宛先入力欄を選択
→電話帳

3 送信相手を選択→電話番号を
選択

4
5 本文を入力

6 S[送信]

●宛先を直接入力
加／編集／削除す
か確認する●送信
間を設定する●送
●常に配信確認を
（ZP.14-14）

SMSを送信する

宛先入力欄
本文入力欄

新規作成画面

作成中のSMSをS
新規作成画面でA[メ
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未読のメールを選択

を受信すると
情アイコンに応じ
バイブレーション
ーション表示の下
信元が表示されま

直接表示するには
）
る場合は、最新のものが表示されます。

を選択すると、インターネットに接続して
合があります。データ量の多い情報画面
料が高額になりますので、ご注意くださ

ル受信時にメール受信音やイルミネー
がありますが、「 」の点滅で確認でき
から電子音が「プープー」と鳴ります。

本文表示画面
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メール受信／確認

新しいメールを受信すると、待受画面に
「 」とインフォメーションが表示され
ます。
! S!メールは、国内でも海外でも、添付ファ
イルを含む全文が自動的に受信されます。
お客様のご契約内容に応じて所定の料金が
発生いたしますので、ご注意ください。
（自動受信しないようにするにはZP.14-
13）

1 インフォメーション
のメールを選択

2 フォルダを選択

3
新着メールを確認する

受信ボックス

未読件数

未読件数／
全受信件数

メール一覧画面

フィーリングメール
送信側で設定された感
てイルミネーションと
が動作し、インフォメ
段に感情アイコンと送
す。

未読メールの本文を
待受画面で （長押し
!未読メールが複数あ

お知らせ

!メール内のURLなど
情報画面を表示する場
を表示するときは通信
い。

!場合によっては、メー
ション点滅がないこと
ます。通話中は受話口



た

例）受信ボックスの受信メールフォルダ

と

アイコン
イコンが組み合わせで表示されます。

メールの状態

SMS 

SMS 

 添付ファイルがあります

（金色）保護されています

 転送済みメール

 返信済みメール

 配信確認通知あり

 SMS連結中

 優先順位 高

 優先順位 低
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●サーバーメールを確認する●新着メールを手動で受信する
（ZP.11-17）
●着信音を変える●着信音量を変える●着信音の鳴動時間を
変える（ZP.14-2）●メール着信中のイルミネーション点
滅の色を変える／点滅させない（ZP.14-6）●フィーリン
グメールに関する設定（ZP.14-13）

1 （長押し）
受信ボックスが表示されます。

2 フォルダを選択→メールを選択

1  （長押し）
送信済みボックスが表示されます。

2 メールを選択

■メール一覧画面

受信したメールを確認する

未読メールがあるときは
手順1で を長押しすると、最新未読メールの本文が表示されま
す。

送信したメールを確認する

メール画面の見か

S!メールの送受信日時
件名、またはSMSの
送受信日時と本文

メールの種類／状態
メールの種類と状態のア

メールの種類

／  未読／既読の
S!メール

／  未読／既読の
S!メール通知

／  未読／既読の
（本体）

／  未読／既読の
（USIM）

 サーバーメール
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■本文表示画面

、本文一番下
択

を受信する

S!メールの続きを受信するには
メニュー ]→受信→1件

きを受信するには
ール通知を選んでA[メニュー ]→受信→複
んで を繰返す）※→A[受信]→
と選択が解除されます。

受信できないことがあります。その場合、
積されたS!メールの一部（先頭部分）を
信します。続きは手動で受信してくださ
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※ 送信メール表示の場合、送信先を表示します。

●画面表示に関する機能（ZP.11-17）

1 本文表示画面で
の続きありを選

お知らせ

! USIMカードに保存されたSMSには、保護／転送済み／返信済
みアイコンは表示されません。

!「 （転送済み）」や「 （返信済み）」が表示されている
S!メール通知の続きを受信すると、アイコンが「 ／ （未読
／既読のS!メール）」に変わります。

!保護されたS!メール通知は、続きを受信しても保護された状態
のままです。

システムメッセージ
アイコン
（ZP.11-17）

添付ファイルの数
画像、音声、動画、テキストなどの添付ファイルの数が表示
されます。

本文

送信元※

件名

例）受信メール表示の場合

S!メールの続き

メール一覧画面から
メール一覧画面でA[

複数のS!メールの続
メール一覧画面でS!メ
数選択→（メールを選
※ もう一度 を押す

お知らせ

!待受画面以外では自動
サービスセンターに蓄
S!メール通知として受
い。



絵文字、顔文字などに対応して
示されます。
デルモジ表示されません。

A[メニュー ]

ュー
がデルモジ表示さ

るには： 

[停止]

ルモジ表示にする●文字色・背景色を変え
）

る
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1 本文表示画面でA[メニュー ]
→添付ファイル一覧

2 ファイルを選択→S[戻る]

3 保存するには、ファイルを選
んでA[保存]7
本体／メモリカード

●添付画像を自動的に表示しない●添付サウンドを自動的に
再生する（ZP.14-13）

メール本文内の単語や
3Dアニメーションが表
! S!メール通知の本文は

1 本文表示画面で

2 デルモジプレビ
先頭の150文字まで
れます。
!一時停止／再開す

!中止するには：A

●受信メールをデ
る（ZP.14-12

添付ファイルを確認／保存する

お知らせ

!添付されてきた画像ファイルは、自動的に本文表示画面で表示
／再生されます。

!「 （銀色）」が表示されているファイルはコンテンツ・キー
（コンテンツの使用権）を取得しないと表示や再生ができませ
ん。その場合、ファイルを開こうとすると警告メッセージが表
示されます。（コンテンツ・キーを取得するZP.7-6）

自動再生可能なファイル形式について
!画像ファイル（JPG、GIF、PNG）
!音楽ファイル（SMAF、AMR、MIDI、SP-MIDI）

デルモジ表示にす
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くときやサーバーメール操作時に操作用
うに設定できます。

ルセキュリティ設定

を入力→（項目を選んで を繰
OK]
と選択が解除されます｡

ィを設定する

ォルダごとに設定／解除するには
ス→受信メール／フォルダを選んで
セキュリティ設定／メールセキュリティ解
入力
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メールの管理／利用

1 A[ ]→受信ボックス／下書き／
送信済みボックス／未送信ボックス
!受信ボックスの場合はさらにフォルダを選択します。

!メールボックスについて（ZP.11-3）

2 メールを選択
!本文表示中に前後のメールに切り替えるには：本文表示画面
でG／H

●メール管理に関する機能（ZP.11-17）●メール利用に
関する機能（ZP.11-18）
●フォルダ間でメールを移動する●SMSをUSIM／本体にコ
ピーする●メールの詳細を確認する

各メールボックスを開
暗証番号を入力するよ

1 A[ ]→設定

2 共通設定→メー

3 操作用暗証番号
返す）※→A[
※もう一度 を押す

メールボックス内のメールを確認する
メールセキュリテ

受信ボックスの各フ
A[ ]→受信ボック
A[メニュー ]→メール
除→操作用暗証番号を



S[返信]
る場合は、件名の先
Re:」が付きます。

成→S[送信]

元の受信メールの単語を優先させない
返信時に本文を引用しない（ZP.14-13）

全員に返信するには
ニュー ]→返信→全員に返信→返信メールを

したいメールを選んでA[メニュー ]→返
員に返信でも返信できます。
の受信メールに含まれている単語を優先
ZP.3-5）に表示します。
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!設定後に受信したメールが振り分けの対象になります。
!同じ宛先や件名が登録されている場合、フォルダ番号の小さい方
への振り分けが優先されます。

!宛先と件名は、ひとつのフォルダにつきどちらか一方しか設定で
きません。

1 A[ ]→受信ボックス

2 フォルダ1～10を選んで
A[メニュー ]→
フォルダ振り分け

3 A[メニュー ]→項目を選択
（下記参照）

!登録済みの宛先／件名を編集するには：宛先／件名を選択→宛先
／件名を編集

●設定した振り分け条件を削除する（ZP.11-17）

1 本文表示画面で
!S!メールを返信す
頭に返信を示す「

2 返信メールを作

●返信／転送時に
（ZP.14-12）●

受信メールを振り分ける

項目 操作･補足

宛先追加

相手によって受信メールを振り分けます。
＞ 宛先入力方法を選択→宛先を選択／入力
! 1つのフォルダにつき最大10件の宛先を登録
できます。

件名追加

件名によって受信メールを振り分けます。
＞ 件名を入力
! 1つのフォルダにつき1件の件名を登録できます。
! SMSは件名では振り分けできません。

メールを返信する

宛先に含まれている
本文表示画面でA[メ
作成→S[送信]

お知らせ

!メール一覧画面で返信
信→送信元に返信／全

!返信／転送時には、元
して予測候補リスト（
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添付ファイルに関する機能

する
目を選択→ファイル／登録を選んで

項目を選択するだけで添付されます。
する
[メニュー ]→削除

プレビューする
（右側面）
でA[メニュー ]→プレビューでもプレ

イルを添付した状態で、添付ファイル
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便利な機能

宛先に関する機能

■宛先を直接入力する
電話番号入力／Eメールアドレス入力※→電話番号／Eメールアドレ
スを入力
※ S!メールの場合のみ
■宛先を送信履歴から選ぶ
送信履歴引用→履歴を選択
■宛先を追加／編集／削除する
各項目の操作（下記参照）

■S!メールの宛先を「To」「Cc」「Bcc」に指定する
宛先を選んでA[メニュー ]→To/Cc/Bcc変更→To／Cc／Bcc

■添付ファイルを追加
A[メニュー ]→追加→項
A[決定]／[選択]
!オーナー情報の場合、
■添付ファイルを削除
添付ファイルを選んでA

メール作成中の機能

■作成中のS!メールを
S!メール本文入力中に+
! S!メール新規作成画面
ビューできます。

メール作成に関する機能

新規作成画面で宛先入力欄を選択

項目 操作･補足

追加する
＞ A[メニュー ]→追加→宛先入力方法を選択→

宛先を選択／入力
編集する ＞ 宛先を選んでA[メニュー ]→編集→編集
削除する ＞ 宛先を選んでA[メニュー ]→削除

すでにファ
欄を選択



! 1件のデコレメールにつき、BGM／Flash®は1ファイル、マイ絵
種類挿入できます。
、マイ絵文字などを削除するには：デコレー
た状態で画像などの前にカーソルを移動→

ルテンプレートを保存する
A[メニュー ]→デコレメールテンプレート

レートをダウンロードする
レート→デコレメールテンプレートダウン

か確認する
N
は（ZP.14-12）
要度を知らせる
→優先順位を選択
ルサーバーで保管される期間を設定する
限を選択
Sがメールサーバーで保管される期間を設定
4）

る機能

面で、A[メニュー ]
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■その他のデコレーションを利用する
S!メール本文入力中にJ→項目を選択（下記参照）

文字／画像は最大40
!挿入した画像やライン
ションパレットを閉じ
K

■編集したデコレメー
S!メール新規作成画面で
保存
■デコレメールテンプ
A→デコレメールテンプ
ロード

■相手に届いたかどう
送信設定→配信確認→O
!常に配信確認をするに
■相手にS!メールの重
送信設定→優先順位設定
■送信するSMSがメー
送信設定→有効期限→期
!送信するすべてのSM
するには（ZP.14-1
■送信せずに保存する
下書き保存

デコレメールに関する機能

項目 操作･補足

範囲選択

入力済みの文字の装飾をします。
＞ 最初の文字の前にカーソルを移動→A[始点]

→範囲を指定（反転）→A[終点]→他の装飾
アイコンを選択→それぞれの操作を行う

文字色 ＞ 文字色を選択
点滅開始 文字を点滅させます。
背景色 ＞ 背景色を選択

ファイル挿入

画像／BGM／Flash®を挿入します。
＞ ファイル選択→フォルダを選択→ファイルを

選択→A[決定]
! BGMを削除するには：BGM削除

デコレメール
全解除

装飾をすべて解除します。
＞

文字サイズ ＞ 文字サイズを選択
行揃え ＞ 行の揃えかたを選択
スクロール
開始 文字がテロップ表示されます。

スウィング
開始 文字がスウィングします。

ライン挿入 区切り線を挿入します。

マイ絵文字 マイ絵文字を挿入します。
＞ マイ絵文字を選んでA[決定]

メール送信に関す

新規作成画
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並べ替え方法を選択

ュー ]→文字サイズ→サイズを選択

）

機能

画面

る機能

画面

操作･補足
ルを選んでA[メニュー ]→削除→1件→

[メニュー ]→削除→複数選択→（メールを
で を繰返す）※→A[削除]→
一度 を押すと選択が解除されます。
[メニュー ]→削除→全件→A[YES]→操
暗証番号を入力

IMに保存されたSMSは削除されません。

Aera.book  Page 17  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
■サーバーメールを確認する
サービスセンターに一時蓄積されているS!メール（サーバーメール）
の一覧を入手して、サーバーメールを確認できます。
A→サーバーメール操作→メールリスト→A[更新]→
!サーバーメールリストを更新するには：A→サーバーメール操作
→メールリスト→A[メニュー ]→リスト更新→
■新着メールを手動で受信する
A→新着メール受信
!圏外時に届いているメールを確認するときなどに便利です。
■システムメッセージを確認する
システムメッセージとは、受信時の不具合（添付ファイルが一部受
信できなかったなど）をお知らせするメッセージです。受信した
S!メールにシステムメッセージが付加されている場合、本文表示画
面の添付ファイル欄の右側に「 」が表示されます。
A→受信ボックス→フォルダを選択→メールを選択→A[メニュー ]
→システムメッセージ
■設定した振り分け条件を削除する
A→受信ボックス→フォルダ1～10を選んでA[メニュー ]→フォ
ルダ振り分け→振り分け条件を選んでA[メニュー ]→削除

●サーバーメールを受信する●サーバーメールを削除する
●サーバーメールを並べ替える●サーバーメールの詳細情報
を確認する

■メールを並べ替える
A[メニュー ]→ソート→
■文字サイズを変える
メールを選択→A[メニ

■メールを削除する
各項目の操作（下記参照

メール受信／確認に関する機能 画面表示に関する

メール一覧

メール管理に関す

メール一覧

項目

1件削除する
＞ メー

複数削除する
＞ A

選ん
※ もう

全件削除する
＞ A

作用
! US



■メールを保護する

手の情報を利用する
を選択→A[メニュー ]→各項目の操作（下

信する
ールを選んでA[メニュー ]→送信
再利用する
メールを選んでA[メニュー ]→編集→メー

番号／メールアドレスを選択（反転表示）
ール新規作成→S!メール／SMS→メー
作成→S[送信]
ルアドレスを利用するときは、S!メール
MSの選択はありません。
番号／メールアドレスを選択（反転表示）
話帳へ登録→新規登録／追加登録する相
選択→登録の操作を行う（ZP.4-3 手順
降）
Lを選択（反転表示）→Yahoo!ケータイ
続／PCサイトブラウザで接続→
Lを選択（反転表示）→ブックマークに追
＜タイトル＞→タイトルを入力→フォル
を選択→フォルダを選択→A[保存]

操作･補足
→音声／TVコール
元を電話帳へ登録／送信先を電話帳へ登
新規登録／追加登録する相手を選択→登
操作を行う（ZP.4-3 手順2以降）

項目 操作･補足
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各項目の操作（下記参照）

■メールを転送する
A→受信ボックス→フォルダを選択→メールを選択→A[メニュー ]
→転送→宛先入力欄を選択→宛先入力方法を選択→宛先を選択／入
力→S[送信]
!サーバーメールを転送するには（Z ）
!添付ファイルも転送されます。（著作権保護ファイルの場合、その
メールは転送できないことがあります。）
■保存した下書きを利用する
A→下書き→メールを選んで [編集]→S[送信]
■メール本文内の情報を利用する
メール一覧画面でメールを選択→各項目の操作（下記参照）

■送信元／送信先の相
メール一覧画面でメール
記参照）

■未送信のメールを送
A→未送信ボックス→メ
■送信済みのメールを
A→送信済みボックス→
ルを編集→S[送信]

項目 操作･補足
1件保護／
保護解除する

＞ メールを選んでA[メニュー ]→保護／保護解
除→1件

複数保護／
保護解除する

＞ メールを選んでA[メニュー ]→保護／保護解
除→複数選択保護／複数選択保護解除→
（メールを選んで を繰返す）※→A[保護]
／A[保護解除]

※ もう一度 を押すと選択が解除されます。

メール利用に関する機能

項目 操作･補足

電話をかける
＞ 電話番号を選択（反転表示）→発信→音声／
TVコール→

メールを送信
する

＞ 電話
→メ
ルを

!メー
／S

電話帳に登録
する

＞ 電話
→電
手を
2以

インターネット
にアクセスする

＞ UR
で接

ブックマーク
に登録する

＞ UR
加→
ダ欄

項目
電話をかける ＞ 発信

電話帳に登録
する

＞ 送信
録→
録の
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した情報はキャッシュメモリに一時保管

存されている情報は、メモリがいっぱい
順に自動的に消去されます。
度表示すると、サービスセンター内の情報
メモリに一時保存されている情報が表示さ
最新の内容を見るには、情報を更新してく
）
いる情報は、有効期限を過ぎるとキャッ
に消去されます。
ターネットを終了したり、電源を切っても

リに一時保存された情報を消去する●サー
識別するための情報（Cookie）を消去する
化する（ZP.14-15）

には、別途ご契約が必要です。
ビス内容や通信料などの詳細は、ソフト
 http://www.softbank.jp 」でご案内し

はTVコール着信はできません。
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インターネットについて
本機では、インターネットに接続して、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ます。
本書では、携帯電話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。
!「Yahoo!ケータイ」と「PCサイト」では、それぞれ次のようなこ
とができます。

情報の保存について
インターネットで入手
されます。
キャッシュメモリに保
になると古い情報から
!一度見た情報画面を再
ではなく、キャッシュ
れることがあります。
ださい。（ZP.12-12

!有効期限が指定されて
シュメモリから自動的

!保存された情報はイン
消去されません。

●キャッシュメモ
バー側でお客様を
●ブラウザを初期

インターネット
Yahoo!ケータイ

＜携帯電話専用ポータルサイト＞
! Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧（ZP.12-3）
!画像などのデータのダウンロード（ZP.12-10）
!動画／音楽のストリーミング（ZP.12-11）
! S!速報ニュースへの登録（ZP.6-2）

PCサイト
＜パソコン向けサイト＞

! PCサイトブラウザを利用したPCサイトの情報画面の閲覧
（ZP.12-5）

!静止画のダウンロード（ZP.12-10）

お知らせ

!インターネットの利用
!インターネットのサー
バンクホームページ「
ています。

!インターネット利用中
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SSL/TLSについて イの利用

ンメニューから項目を選び、情報を入手

イ
メインメニューが表示されます。

示されるまで繰返します。

のしかたについて（ZP.12-6）

する

ahoo!ケータイ

を押すと、インターネット上のYahoo!
ューが直接表示されます。
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SSL（Secure Socket Layer）とTLS（Transport Layer 
Security）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。
本機に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
登録されており、この証明書の内容を確認することもできます。
（ZP.14-16）

●セキュリティに関する設定（ZP.14-16）

Yahoo!ケータ

Yahoo!ケータイのメイ
します。

1 Yahoo!ケータ
Yahoo!ケータイの

2 項目を選択
!閲覧する項目が表

!情報画面での操作

SSL/TLS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/TLS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/TLS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、グ
ローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、サイバー
トラスト株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、エント
ラストジャパン株式会社は、お客様に対しSSL/TLS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、あらかじめご了承願います。

メニューから接続

メインメニューから Y

お知らせ

!待受画面でS[ ]
ケータイのメインメニ



hoo!ケータイの情報画面の履歴を利用
します。
報画面のURLが新しいものから最大100件
存可能件数はURLの長さにより変動しま

する（ZP.12-13）

接続する

ahoo!ケータイ 4 閲覧履歴

を終了する

終了しません。

閲覧履歴一覧画面
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URL（「http://」／「https://」で始まるアドレス）を直接
入力して、情報画面を表示します。また、これまでに入力した
情報画面のURLの履歴を利用して、同じ情報画面へもう一度
簡単にアクセスできます。
!これまでに入力した情報画面のURLが新しいものから最大20件
まで保存されます。

1 URLを直接入力する場合
直接入力→URLを入力
URL履歴一覧を利用する場合
URL履歴一覧→URLを選択

●URL履歴を編集する●URL履歴を削除する（ZP.12-
13）

これまでに表示したYa
して、情報画面を表示
!これまでに表示した情
まで保存されます。（保
す。）

1 履歴を選択

●閲覧履歴を削除

1 閲覧中にL→

URLを入力して接続する

メインメニューから Yahoo!ケータイ 4 URL入力

URL履歴一覧画面

閲覧履歴を使って

メインメニューから Y

Yahoo!ケータイ

お知らせ

!本機を閉じても通信は
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タイと共通です。

イでの手順1と同様です。（ZP.12-4）

タイと共通です。

イでの手順1と同様です。（ZP.12-4）

接続する

ahoo!ケータイ 
ザ 4 URL入力

接続する

ahoo!ケータイ 
ザ 4 閲覧履歴

ザを終了する

終了しません。
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PCサイトの利用

PCサイトブラウザでパソコン向けサイトを閲覧できます。
! PCサイトブラウザ起動中は「 」が表示されます。
!サイトによってはうまく表示されない場合があります。
!データ量の多い情報画面を表示するときは通信料が高額になりま
すので、ご注意ください。

1 ホームページ
警告文が表示され、A[OK]を押すとホームページが表示され
ます。以後警告文は表示されません。
!警告文を毎回表示させたい場合：この画面を毎回表示

2 項目を選択
閲覧する項目が表示されるまで繰返します。

●PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイブラウザとの
切替時に警告画面を表示しない（ZP.14-15）

基本操作はYahoo!ケー

!以降はYahoo!ケータ

基本操作はYahoo!ケー

!以降はYahoo!ケータ

1 閲覧中にL→

メニューから接続する

メインメニューから Yahoo!ケータイ 
4 PCサイトブラウザ

URLを入力して

メインメニューから Y
4 PCサイトブラウ

閲覧履歴を使って

メインメニューから Y
4 PCサイトブラウ

PCサイトブラウ

お知らせ

!本機を閉じても通信は



サイズを変える●情報画面をスクロールす
画像を表示しないようにする●サウンドを
する●以前の認証要求時に入力したユー
ドを消去する（ZP.14-15）

量について
や音声着信の音量がサイレントの場合は、
GMなどの音は鳴りません。
GMなどの音量の調節はできません。あら
量を調節してください。（ZP.14-2）
ィアプレイヤーが起動した場合は調節でき

着信音量の設定に関係なく、情報画面表示
S!速報ニュース着信音は鳴りません。メー
振動で、S!速報ニュース着信は振動でお知

されている情報画面を表示するには
いる情報画面を表示しようとすると、確認
その場合はA[YES]を押してください。

接続のために認証（ユーザー認証要求時の
とがあります。このときは、ユーザー ID／
てください。
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情報画面での操作のしかた

●表示画面の文字
る単位を変える●
取得しないように
ザー ID／パスワー

基本的な操作

カーソルを移動
する

画面内に選択可能な項目がある場合、カーソル
を移動します。

 ：右の項目に移動
 ：左の項目に移動
 ：前の行の項目に移動
 ：次の行の項目に移動

画面の
スクロール

上下や左右に画面の続きがある場合、画面の右
または下にスクロールバーが表示されます。

 ：上下の画面の続きを表示
 ：左右の画面の続きを表示

D：一画面分上にスクロール
F：一画面分下にスクロール
!長押しすると、連続してスクロールできます。

前の画面に戻る／
次の画面に進む

表示した画面はキャッシュメモリ（ZP.12-2）
に一時的に保存されています。
S[戻る]：前の画面に戻る
A[メニュー ]→進む：次の画面を表示
!情報画面によっては、S[戻る]が表示されな
かったり、A[メニュー ]→進むが選択できな
いことがあります。

情報画面表示中の音
!マナーモード設定中
情報画面表示中のB

!情報画面表示中にB
かじめ音声着信の音

!音楽再生などでメデ
ます。

!マナーモード設定や
中はメール着信音や
ル着信は「 」と
らせします。

セキュリティで保護
SSL/TLSに対応して
画面が表示されます。

認証要求時の操作
情報画面によっては、
操作）を要求されるこ
パスワード入力を行っ
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入力欄に入力した文字情報を消去する

スにカーソルを合わせて を押すと、文
力できます。
終わったら、もう一度 を押します。
入力した文字（インプットメモリ）を挿
ることもできます。
ニュー ]→挿入→インプットメモリ→イン
メモリを選択
ーボックスにカーソルを合わせて を押
メニュー項目がリストで表示されます。
る項目にカーソルを合わせて を押しま
数選択できる場合は、選択された項目の
が変化して、選択されていることを示し

る項目の「 」にカーソルを合わせて
押すと、「 」に変わり、選択されている
示します。
る項目の「 」にカーソルを合わせて

押すと、「 」に変わり、選択されている
示します。
にカーソルを合わせて を押すと、ボタ
表示されている操作を行います。
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文字入力欄や選択項目が表示された場合は、次のように操作し
ます。
例）

!実際の画面とは異なる場合があります。

●情報画面の文字
（ZP.14-15）

情報画面内の文字入力や項目選択

ラジオボタン

実行ボタン

セレクトメニューチェック
ボックス

文字入力欄

文字入力欄

ボック
字を入
入力が
!以前
入す

A[メ
プット

セレクト
メニュー

メニュ
すと、
選択す
す。複
背景色
ます。

ラジオボタン
選択す

を
ことを

チェック
ボックス

選択す
を

ことを

実行ボタン
ボタン
ン上に



登録した情報画面を表示する

画面メモ
イブラウザの場合

ブックマークを登録する●情報画面表示中
画面メモ一覧を表示する（ZP.12-13）

ahoo!ケータイ 
ザ）

面 画面メモ一覧画面
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情報の利用

よく利用するURLや情報画面を「ブックマーク」、「画面メモ」
に登録しておくと、簡単な操作で表示できます。
!著作権などで保護されている情報は保存できないことがあります。

情報画面を登録する

1 情報画面表示中にA[メニュー ]→ブックマーク／
画面メモ

2 登録

3 ブックマークを登録する
タイトル欄を選択→タイトルを編集→A[保存]
!フォルダ内に保存するには：フォルダ欄を選択→保存先フォ
ルダを選択（フォルダが存在しない場合は、フォルダ欄を選
択できません。）

画面メモを登録する
タイトルを編集

1 ブックマーク／
例）Yahoo!ケータ

2 タイトルを選択

●URLを入力して
にブックマーク／

ブックマーク／画面メモを利用する

ブックマーク

表示中の情報画面のURLを登録します。一覧か
らURLを選択するだけで、登録した元の情報画
面を簡単に表示できます。フォルダで管理でき
ます。

画面メモ
表示中の情報画面そのものを登録します。登録
した情報画面は、インターネットに接続せずに
表示できます。

メインメニューから Y
（4 PCサイトブラウ

ブックマーク一覧画
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トル／URLを変える

覧画面でブックマークを選んで
編集

Lを選択

保存]

を変える

面で項目を選んでA[メニュー ]

フォルダを削除する（ZP.12-13）●画
●ブックマーク／フォルダの表示順を変え
のURLをメールで送信する●ブックマーク
送信する（ZP.12-14）

ルダに移動するには
を選んでA[メニュー ]→フォルダ移動→移

を変えるには
んでA[メニュー ]→編集→タイトルを編集
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Yahoo!ケータイとPCサイトブラウザ共通の操作です。
それぞれのブックマーク／画面メモ画面に入ってから、各操作
を行ってください。
■Yahoo!ケータイブラウザのブックマーク／画面メモ

■PCサイトブラウザのブックマーク／画面メモ

ブックマークフォルダを新規作成する
!フォルダ内にフォルダは作成できません。

1 ブックマーク一覧画面でA[メニュー ]→
新規作成→フォルダ

2 タイトルを入力

ブックマークのタイ

1 ブックマーク一
A[メニュー ]→

2 タイトル／UR

3 編集する→A[

画面メモのタイトル

1 画面メモ一覧画
→名称変更

2 タイトルを編集

●ブックマーク／
面メモを削除する
る●ブックマーク
データを赤外線で

ブックマーク／画面メモを管理する

メインメニューから Yahoo!ケータイ 
4 ブックマーク／画面メモ

メインメニューから Yahoo!ケータイ 
4 PCサイトブラウザ 4 ブックマーク／画面メモ

お知らせ

!ブックマーク一覧画面にあらかじめ登録されているPanasonic
のサイトへアクセスできるブックマークは編集／削除できませ
ん。

!登録時とは別のUSIMカードを装着すると、その画面メモの表示
や名称変更はできません。

ブックマークをフォ
手順1でブックマーク
動先のフォルダを選択

フォルダのタイトル
手順1でフォルダを選



号やメールアドレス、URLのリンクを
たり、メールを送信したり、
して情報画面を表示できます。また、
帳に登録することもできます。
ていないときは、利用できません。

ルアドレスまたはURLが含まれ
示する

る
→項目を選択（下記参照）

利用する
を選択→項目を選択（下記参照）

号／メールアドレス／URLを

操作･補足
話をかけます。

ールをかけます。

号を電話帳に登録します。（ZP.4-3）

操作･補足
ルを作成します。（ZP.11-4 手順4以

を作成します。（ZP.11-8 手順4以降）
アドレスを電話帳に登録します。（ZP.4-
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情報画面の画像や音楽ファイルなどをダウンロードして、
データフォルダに保存します。
! PCサイトブラウザでは、静止画のみ保存できます。（動画や音楽
データの保存はできません。）

1 情報画面表示中にA[メニュー ]→ファイル選択

2 保存するファイルを選択
ファイルの詳細情報が表示されます。

3 A[保存]

4 本体／メモリカード
保存したファイルの内容によっては、保存後に利用できるメ
ニューが表示される場合があります。

情報画面にある電話番
利用して、電話をかけ
インターネットに接続
情報画面から直接電話
!アンダーラインが付い

1 電話番号、メー
る情報画面を表

2 電話番号を利用す
電話番号を選択

メールアドレスを
メールアドレス

情報画面の画像や音楽をダウンロードして保存
する

リンクされているファイルを保存するには
情報画面によっては、文字列などに設定されているリンクから
ファイルをダウンロードできるものもあります。
情報画面で、リンクを含む文字列を選択→詳細情報画面で
A[保存]→本体／メモリカード

お知らせ

!プログレッシブJPEGは非対応です。
!保存先をメモリカードに設定し、ファイルをダウンロード中に、
メモリカードを取り外したり取り付けたりしないでください。

!情報画面またはリンクからファイルをダウンロード／保存中に電
源を切らないでください。ファイルが壊れる可能性があります。

!著作権保護ファイルは保存できないことがあります。

情報画面の電話番
利用する

項目

音声 音声電
＞

TVコール TVコ
＞

電話帳 電話番

項目

S!メール S!メー
降）

SMS SMS

電話帳 メール
3）
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URLを利用する
ンターネットに接続しています。一時停
への接続は切断されません。（一時停止中
す。）
ターネット接続の状態は、画面に表示さ

.1-8）で確認できます。
くと、自動的にストリーミングが終了する

GSM／GPRS）においては、ネットワー
ないことや動作に制限が出る場合があり

中に、画像の表示サイズを変更できます。
リーン（全画面）表示になり、画像が右に
一度Pを押すと通常表示に戻ります。
操作については、メディアプレイヤーの再
-9）を参照してください。

着信があると
るとストリーミングは一時停止します。
TVコール着信はできません。
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URLを選択
インターネットに接続します。

動画や音楽のデータ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 情報画面を表示する→データを選択
メディアプレイヤーが起動し、動画や音楽のストリーミングが
始まります。
!一時停止するには： →再開するには

!その他再生中の操作について（ZP.6-9）
ただし、次の操作はできません。
「再生中のファイルを最初から再生する」「前のファイルを再
生する」「次のファイルを再生する」

2 ストリーミングを終了するときは、L／
S[戻る]

動画／音楽をストリーミングする

メインメニューから Yahoo!ケータイ 4 Yahoo!ケータイ

お知らせ

!ストリーミング中はイ
止中もインターネット
でも通信料は発生しま

!ストリーミングとイン
れるアイコン（ZP

!一時停止が3分以上続
ことがあります。

!海外のネットワーク（
ク状況により再生され
ます。

表示サイズの変更
動画のストリーミング
Pを押すとフルスク
90度回転します。もう
!ストリーミング中の
生中の操作（ZP.6

ストリーミング中に
音声電話がかかってく
!ストリーミング中は



み
覧中のみ

ーネット検索：検索したい文字列を入力
ンターネット上で検索した結果を情報画面
します。
内検索：表示されている情報画面内の文字
索します。
歴：閲覧履歴から履歴を選択して接続しま

ール送信：情報画面のURLをメールの本
入して送信します。
力：URLを直接入力するかURLの履歴を
て、情報画面へアクセスします。
ティ表示：情報画面の詳細情報やサーバー
を表示します。サーバー証明書は、セキュ
で保護されている情報画面を表示中に使用
いる証明書です。
(R)メニュー：Flash®を再生／一時停止し

o!ケータイとPCサイトを切り替えます。

メニューを表示します。

イズや文字コードの変換方式を変更しま

項目 操作･補足
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情報表示中の操作
情報画面表示中にA[メニュー ]を押すと、次の操作ができます。

※1 PCサイト閲覧中の
※2 Yahoo!ケータイ閲

項目 操作･補足
進む 次の画面に進みます。（ZP.12-6）

ブックマーク
情報画面のURLをブックマークに登録します。
また、登録されているブックマークを一覧から選
んで情報画面へアクセスできます。

画面メモ
情報画面そのものを画面メモに登録します。ま
た、登録されている画面メモを一覧から選んで情
報画面を表示できます。

テキストコ
ピー

情報画面の文字をコピーできます。ページ全体ま
たは画面に表示されている領域を選択後、始点と
終点を決定します。

更新 表示中の情報画面を最新の内容に更新します。
スモールスク
リーン／PCス
クリーン※1

PCサイトの情報画面を縮小表示と等倍表示に切
り替えます。

ページ操作

フレームイン／フレームアウト：複数のフレーム
で作成された情報画面で、フレームを選択して全
画面表示に切り替えます。
文頭ジャンプ：表示中の情報画面の文頭にジャン
プします。
文末ジャンプ：表示中の情報画面の文末にジャン
プします。
拡大縮小表示※1：情報画面を拡大／縮小します。

ファイル選択 選択したファイルの保存や再生を行います。
（ZP.12-10、P.12-11）

便利機能

インタ
し、イ
に表示
ページ
列を検
閲覧履
す。
URLメ
文に挿
URL入
利用し
プロパ
証明書
リティ
されて
Flash
ます。

PCサイトブラ
ウザ切替※2／
ブラウザ切替
※1

Yaho

Yahoo!ケータ
イ※2／ホーム
ページ※1

トップ

設定 文字サ
す。
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クマークを登録する
マーク→＜タイトル＞→タイトルを入力→
→フォルダ内に保存するには、フォルダ欄を
選択→A[保存]
：A[メニュー ]→新規作成
ックマーク／画面メモ一覧を表示する
ニュー ]→ブックマーク／画面メモ→一覧
ルダを削除する
）

面メモに関する機能

ーから Yahoo!ケータイ 
トブラウザ） 
ーク／画面メモ

操作･補足
クマーク／フォルダを選んで
[メニュー ]→削除→1件→
[メニュー ]→削除→複数選択→（ブック
ク／フォルダを選んで を繰返す）※→
[削除]→
一度 を押すと選択が解除されます。
[メニュー ]→削除→全件→A[YES]→操
暗証番号を入力
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便利な機能

■URL履歴を編集する
URL入力→URL履歴一覧→URLを選んでA[メニュー ]→編集→編
集する
■URL履歴を削除する
URL入力→URL履歴一覧→各項目の操作（下記参照）

■閲覧履歴を削除する
閲覧履歴→各項目の操作（下記参照）

■URLを入力してブッ
A[新規作成]※→ブック
＜URL＞→URLを入力
選択→保存先フォルダを
※ すでに登録がある場合
■情報画面表示中にブ
情報画面表示中にA[メ
■ブックマーク／フォ
各項目の操作（下記参照

URL履歴／閲覧履歴に関する機能

メインメニューから Yahoo!ケータイ 
（4 PCサイトブラウザ）

項目 操作･補足

1件削除する
＞ URLを選んでA[メニュー ]→削除→1件→

A[YES]
全件削除する ＞ A[メニュー ]→削除→全件→A[YES]

項目 操作･補足

1件削除する
＞ URLを選んでA[メニュー ]→削除→1件→

A[YES]

全件削除する
＞ A[メニュー ]→削除→全件→A[YES]→操

作用暗証番号を入力

ブックマーク／画

メインメニュ
（4 PCサイ
4 ブックマ

項目

1件削除する
＞ ブッ

A

複数削除する

＞ A
マー
A

※ もう

全件削除する
＞ A

作用



■画面メモを削除する
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各項目の操作（下記参照）

■ブックマーク／フォルダの表示順を変える
ブックマーク／フォルダを選んでA[メニュー ]→並び替え→ で場
所を選択
■ブックマークのURLをメールで送信する
ブックマークを選んでA[メニュー ]→URLメール送信→S!メール
／SMS
■ブックマークデータを赤外線で送信する
ブックマークを選んでA[メニュー ]→赤外線送信

項目 操作･補足

1件削除する
＞ 画面メモを選んでA[メニュー ]→削除→1件

→

複数削除する
＞ A[メニュー ]→削除→複数選択→（画面メモ

を選んで を繰返す）※→A[削除]→
※もう一度 を押すと選択が解除されます。

全件削除する
＞ A[メニュー ]→削除→全件→A[YES]→操

作用暗証番号を入力
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S!アプリ／コミ
S!アプリをご利用に
S!アプリをダウン

S!アプリの利用....
S!アプリを起動す
S!アプリを終了／

S!ループ..............
便利な機能 ...........
S!アプリの管理に
S!アプリのセキュ



リカードにそれぞれ最大100件まで
。

ロード
続後、S!アプリを提供する情報画面が表示

情報が表示されます。

ってダウンロードの操作をする

体／メモリカード
すると自動的に保存されます。
多少時間がかかる場合があります。

[YES]
!アプリが起動します。
S[NO]

ンロードする

!アプリ 4 S!アプリ一覧
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S!アプリをご利用になる前に
S!アプリはソフトバンク携帯電話専用に開発されたJava™
アプリケーションです。S!アプリを提供する情報画面から
ゲームなどをダウンロードして本機で楽しむことができます。
! 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。）

!登録されているS!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘ
ルプを参照してください。

S!アプリは本体とメモ
ダウンロードできます

1 S!アプリダウン
インターネットに接
されます。

2 S!アプリを選択
選択したS!アプリの

3 画面の表示に従

4 保存先として本
ダウンロードが完了
!ダウンロードには

5 起動するにはA
ダウンロードしたS
!起動しない場合：

お知らせ

!通信料など詳細については、ソフトバンクホームページ
「 http://www.softbank.jp 」でご案内しています。

ネットワーク接続型S!アプリについて
S!アプリには本機にダウンロードすれば利用できるものと、利用
時にネットワーク（インターネット）に接続する必要があるもの
（ネットワーク接続型S!アプリ）があります。
!ネットワーク接続型S!アプリは利用するたびにインターネット
の通信料がかかります。

ライセンス情報を確認するには
メインメニューから S!アプリ 4 インフォメーション

S!アプリをダウ

メインメニューから S
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時停止する

にL

、「 」が表示されます。

プリを再開／終了する

したところから続けることができます。

に関する機能（ZP.13-4）●S!アプリの
する機能（ZP.13-5）
ZP.14-18）

／一時停止／再開する

!アプリ 4 S!アプリ一覧

Aera.book  Page 3  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
S!アプリの利用

1 S!アプリを選択
S!アプリが起動し、「 」が表示されます。
!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。

!ネットワーク接続型S!アプリを選択した場合は、ネットワー
ク接続の確認画面が表示されます。

!メモリカード内のS!アプリを選択する場合は、手順1の前に
でメモリカードタブを選択してください。

S!アプリを終了／一

1 S!アプリ利用中

2 終了／一時停止
一時停止した場合は

一時停止中のS!ア

1 再開／終了
再開すると一時停止

●S!アプリの管理
セキュリティに関
●S!アプリ設定（

S!アプリを起動する

メインメニューから S!アプリ 4 S!アプリ一覧

お知らせ

! メインメニューから データフォルダ 4 S!アプリ 4 S!アプリを選
択でも起動できます。

! S!アプリ起動中に電話などの着信があると、S!アプリは一時停
止し、着信画面が表示されます。

! S!アプリ実行中は、ビューブラインド（ZP.1-25）は一時的
に解除されます。S!アプリを終了／一時停止すると、再び設定
されます。

S!アプリを終了

メインメニューから S



モリカード間で移動する
ニュー ]→移動
メモリカードに移動できないものがありま

ニュー ]→削除→
れているブックサーフィン®、ケータイ書
は削除できません。
を確認する
ニュー ]→プロパティ

に関する機能

ーから S!アプリ 4 S!アプリ一覧

Aera.book  Page 4  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
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S!ループ
S!ループはコミュニケーションサービスです。

1 S!ループ
インターネットに接続し、S!ループが表示されます。
!使い方の詳細については、S!ループの「ヘルプ」を参照して
ください。

便利な機能

■S!アプリを本体とメ
S!アプリを選んでA[メ
! S!アプリによっては、
す。
■S!アプリを削除する
S!アプリを選んでA[メ
!お買い上げ時に登録さ
籍、Gガイドモバイル
■S!アプリの詳細情報
S!アプリを選んでA[メ

メインメニューから コミュニケーション
S!アプリの管理

メインメニュ
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■S!アプリ実行中の他機能利用のセキュリティレベルを変える
メインメニューから S!アプリ 4 S!アプリ一覧 4 S!アプリを選んで
A[メニュー ] 4 セキュリティレベル設定 4 項目を選択（下記参
照） 4 全て許可／初回要求時確認※／毎回確認／許可しない
※ 設定したS!アプリの初回起動時だけ確認画面を表示します。

! 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。

S!アプリのセキュリティに関する機能

項目 操作･補足
ネットワーク
アクセス ネットワークに接続します。

アプリケー
ション自動起
動

アプリケーションを起動します。

録画/録音 カメラを起動します。
ユーザデータ
読込 データフォルダ内のデータを読み込みます。

ユーザデータ
書込/削除

データフォルダ内のデータの書き込み／削除を行
います。

位置情報取得 位置情報を取得します。



Aera.book  Page 6  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
13-6

13



14-1

14

カスタマイズ）
.......................................14-15
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設定（
・バイブ設定................................................ 14-2
着信音に関する設定.......................................................14-2
エラー音／ボタンの音に関する設定............................14-3
ィスプレイ設定............................................. 14-3
ディスプレイに関する設定...........................................14-3
画面表示に関する設定...................................................14-4
メインメニューに関する設定 .......................................14-4
時設定 ......................................................... 14-5
ルミネーション設定 ...................................... 14-6
タン設定 ...................................................... 14-6
話設定 ......................................................... 14-7
国際電話に関する設定...................................................14-7
通話時間／料金に関する設定 .......................................14-8
発着信に関する設定.......................................................14-9
ナーモード設定...........................................14-10
話帳設定 ....................................................14-11
Vコール設定...............................................14-11
ール設定 ....................................................14-12
S!メール／SMS共通の設定 .....................................14-12
S!メールに関する設定 ...............................................14-13
フィーリングメールに関する設定 ............................14-13
SMSに関する設定......................................................14-14

インターネット設定
画面表示に関する
情報メモリ／設定
セキュリティに関

S!速報ニュース設定
待受ウィンドウに
自動更新／情報削

S!アプリ設定 .......



録音したファイルは着信音に設定できませ
ファイルでも、着信音に設定できない場合
権保護ファイルについてZP.7-4）
ープ別に着信音を設定している場合は
）、電話帳の設定が優先されます。
ード中やストリーミング中などに音声着信
げ時の設定音が鳴ることがあります。
ている着信音について（Z ）
更すると、インターネットの情報画面表示
量も変更されます。（エスカレーティング
合は、インターネット情報画面表示中の音
す。）
設定した本機を机の上や滑りやすい場所な
たときに振動で落下することがあります。
、落下防止のためにもOFFにすることをお

せする（音声電話／
S!速報ニュース）※6
音声着信／TVコール着信／
ニュース着信→バイブパ

OFF

設定したい内容・操作 お買い上げ時

Aera.book  Page 2  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
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音・バイブ設定

※1 ボイスレコーダーで
ん。また、その他の
があります。（著作

※2 電話帳で個別やグル
（ZP.4-4、P.4-5

※3 ファイルのダウンロ
があると、お買い上

※4 あらかじめ登録され
※5 音声着信の音量を変

中のBGMなどの音
トーンに設定した場
はレベル6で鳴りま

※6 バイブレーションに
どに置くと、着信し
特に充電するときは
すすめします。

着信音に関する設定

メインメニューから 設定 4 音・バイブ設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 着信音を変える
（音声電話／TVコール）※1※2※3※4
＞ メロディ選択→音声着信／TVコール着信→デー

タフォルダ内のフォルダを選択→着信音を選ん
でA[決定]

ブザー .mmf

■ 着信音を変える
（メール／S!速報ニュース）※1※2
＞ メロディ選択→メール着信／S!速報ニュース着
信→データフォルダ内のフォルダを選択→着信
音を選んでA[決定]

効果音
（キラキラ）

.mmf

■ 着信音量を変える
（音声電話／TVコール／メール）※5
＞ 着信音量→音声着信／TVコール着信／メール着
信→音量を調節

レベル3

■ 着信音量を変える（S!速報ニュース）
＞ 着信音量→S!速報ニュース着信→音量を調節

サイレント

■ 着信音の鳴動時間を変える
（メール／S!速報ニュース）
＞ 鳴動時間→メール着信／S!速報ニュース着信→

鳴動時間を入力

5秒

■ 着信を振動でお知ら
TVコール／メール／

＞ バイブレーション→
メール着信／S!速報
ターンを選択
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イ設定

く表示されなかったり、設定できないこと
保護ファイルについてZP.7-4）

する設定

ーから 設定 4 ディスプレイ設定

い内容・操作 お買い上げ時

→データフォルダ内のフォ
選んでA[決定]

インテリア 
シルバー .gif

の点灯時間を変える
間→時間を選択

15秒

選択
Black

さを変える
択

レベル3
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ディスプレ

※ 画像によっては、うま
もあります。（著作権

エラー音／ボタンの音に関する設定

メインメニューから 設定 4 音・バイブ設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ エラー音を鳴らさない
＞ エラー音→OFF

ON（鳴らす）

■ ボタンを押したときの音を変える
＞ キー確認音→音選択→音を選択

サウンド1

■ ボタンを押したときの音の音量を変える
＞ キー確認音→音量→音量を調節

サイレント

ディスプレイに関

メインメニュ

設定した
■ 壁紙を変える※
＞ メインディスプレイ

ルダを選択→画像を
■ 画面のバックライト
＞ バックライト点灯時
■ 画面の配色を変える
＞ 配色パターン→色を
■ バックライトの明る
＞ 明るさ→レベルを選



操作できません。完了後も30秒程度電話
ない場合があります。
る機種のコンテンツをダウンロードしてく
0）

関する設定

ーから 設定 4 ディスプレイ設定

い内容・操作 お買い上げ時
ーマを変える※1
→オリジナルメニュー→メ －

ンメニューに変える※2
→S!おなじみ操作→コンテ
]→

－

景を好きな画像に変える
コン→一括変更→画像を選 －

メニューのアイコンを好き

コン→個別変更→（アイコ
んでA[決定]を繰返す）

－

メインメニューをお買い上

コン→設定リセット→
－

Aera.book  Page 4  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
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※1 USIMカードに設定されている言語が設定されます。
※2 待受ウィンドウの画面表示に関する設定について（ZP.14-

17）

※1 登録中は他の機能を
やメールが利用でき

※2 あらかじめ、利用す
ださい。（ZP.1-2

画面表示に関する設定

メインメニューから 設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 英語表示／日本語表示に変える
＞ 一般設定→Language→English／日本語

自動※1

■ 待受画面の時計表示を変える
＞ ディスプレイ設定→待受表示設定→時計/カレン
ダー表示→時計の種類を選択

大時計
（中央上）

■ 待受画面に事業者名を表示する
＞ ディスプレイ設定→待受表示設定→事業者名表
示→ON

OFF
（表示しない）

■ 待受ウィンドウを常時表示する／表示しない※2
＞ ディスプレイ設定→待受表示設定→待受ウィン
ドウ設定→ON（常時）／OFF

ON
（手動）

メインメニューに

メインメニュ

設定した
■ メインメニューのテ
＞ メニューテーマ切替

ニューを選択→
■ 他の携帯電話のメイ
＞ メニューテーマ切替

ンツを選んでA[決定
■ メインメニューの背
＞ メインメニューアイ

んでA[決定]
■ メインメニューの各
な画像に変える

＞ メインメニューアイ
ンを選択→画像を選

■ 好きな画像に変えた
げ時の状態に戻す

＞ メインメニューアイ
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※1 本機能で設定できるのは、2008年1月1日00時00分から
23時59分までです。
結果、アラームやスケジュール通知が過去
った場合、そのアラームやスケジュール通
。
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日時設定 2099年12月31日
※2 時刻補正が行われた

の時刻になってしま
知は無効になります

メインメニューから 設定 4 一般設定 4 日時設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 日時を変更する※1
＞ ホーム時計→日時設定→日付を入力→時刻を入

力
－

■ Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を補
正しない※2

＞ 時刻補正→自動補正→OFF

ON
（自動補正

する）
■ 手動で時刻を補正する
＞ 時刻補正→手動補正→

－

■ 普段お使いの都市を変える（ホーム時計）
＞ ホーム時計→ホームエリア→都市を選択

東京

■ ホーム時計をサマータイムに設定する
＞ ホーム時計→サマータイム→ON

OFF

■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ
（海外時計）
＞ 海外時計→タイムゾーン→都市を選択

東京

■ 海外時計をサマータイムに設定する
＞ 海外時計→サマータイム→ON

OFF

■ 画面に海外時計を表示する
＞ 表示時計選択→海外時計

ホーム時計

■ 時刻を12時間表示にする
＞ 表示形式→時刻→12時間表示

24時間表示

■ 日付（年月日）の順番を変える
＞ 表示形式→日付→日付の順番を選択

年／月／日



ーから 設定 4 一般設定 4 キー設定

い内容・操作 お買い上げ時
間を変える／点灯させない
時間を選択／OFF

15秒

ボタンを長押ししたときの

ピードダイヤル

クイック
電話帳

Customize.fm  Page 6  Thursday, October 23, 2008  11:50 AM
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イルミネーション設定

!色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。
※ 電話帳で個別やグループ別にイルミネーションを設定している場

合は（ZP.4-4、P.4-5）、電話帳の設定が優先されます。

ボタン設定
メインメニューから 設定 4 一般設定 
4 イルミネーション

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 音声着信中のイルミネーション点滅の色を変え
る／点滅させない※

＞ 音声着信→色を選択／OFF
色5

■ TVコール着信中のイルミネーション点滅の色を
変える／点滅させない※

＞ TVコール着信→色を選択／OFF
色5

■ メール着信中のイルミネーション点滅の色を変
える／点滅させない※

＞ メール着信→色を選択／OFF
色2

■ 音声電話の通話中のイルミネーション点滅の色
を変える／点滅させない

＞ 音声通話中→色を選択／OFF
色1

■ S!速報ニュース着信中のイルミネーション点滅
の色を変える／点滅させない

＞ S!速報ニュース着信→色を選択／OFF
色2

■ 本機を閉じたときのイルミネーション点滅の色
を変える／点滅させない

＞ フリップクローズ→色を選択／OFF
色6

■ データの送受信中にイルミネーションを点滅さ
せない

＞ データ送受信中→OFF
ON

メインメニュ

設定した
■ ボタン照明の点灯時
＞ キーバックライト→
■ 待受画面でダイヤル
機能を変える

＞ ワンタッチキー→ス
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コードは、待受画面でJ→P長押しで
「+」が表示されます。（「+」は国際コード

事業者は常に最優先では使用されません。
者はネットワークの状態に依存します。

選択する場合の優先度を設

リスト→A[メニュー ]→追
除
業者にカーソルを当てた状

ーソルのある通信事業者の

－

設定したい内容・操作 お買い上げ時
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通話設定

※1 ここで設定した国際
自動的に入力され、
を表す記号です。）

※2 ここで設定した通信
使用される通信事業

国際電話に関する設定

メインメニューから 設定 4 通話設定 
4 通話サービス 4 国際設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 国際コードを変える※1
＞ 国際コード→操作用暗証番号を入力→国際コー

ドを入力
0046010

■ 国/地域番号リストの国/地域番号を編集する
＞ 国/地域番号リスト→国/地域名を選択→国/地域

名を編集→国/地域番号を編集
－

■ 国/地域番号リストに国/地域番号を追加する
＞ 国/地域番号リスト→A[メニュー ]7追加→国/

地域名を入力→国/地域番号を入力
－

■ 国/地域番号リストから国/地域番号を削除する
＞ 国/地域番号リスト→国/地域名を選んで

A[メニュー ]→削除→A[YES]
－

■ 使用する通信事業者を選択する
＞ 事業者設定→自動・手動選択→手動→通信事業

者を選択
自動

■ 通信事業者を自動で
定する※2

＞ 事業者設定→優先度
加／挿入／編集／削

!追加は一番下の通信事
態で行ってください。

!挿入を選択すると、カ
上に挿入されます。



※3 通話料金の上限を累積料金以下の値に設定すると、設定直後か
ります。その場合、累積料金をリセットす
限を累積料金より高い値に再設定してくだ

ができなくなったら、累積料金をリセット
うになります。限度額を超えたときでも緊
119／118）への発信はできます。
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※1 グループ通話サービスを利用した場合、本機から発信したすべ
ての通話の通話時間が累積されます。

※2 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。その場合、通話料金上限設定もご利用になれません。

ら発信ができなくな
るか、通話料金の上
さい。

※4 限度額を超えて発信
すると発信できるよ
急電話番号（110／

通話時間／料金に関する設定

メインメニューから 設定 4 通話設定 
4 通話時間・料金

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 本機から発信した累積料金の目安を確認する
＞ 累積料金（→リセットするには → →PIN2

コードを入力）
－

■ 本機から発信した累積通話時間の目安を確認す
る※1

＞ 累積発信通話時間（→リセットするには →
）

－

■ 通話料金を表示する※2
＞ 料金表示ON/OFF→ON

OFF
（表示しない）

■ 通話料金の上限を設定する※3※4
＞ 通話料金上限設定→A[メニュー ]7編集→PIN2

コードを入力→限度額を入力
－

■ 設定した通話料金の上限の残課金を確認する
＞ 残課金

－

■ 通話料金の表示通貨／換算単位を設定する
＞ 通話料金表示単位→ →PIN2コードを入力→

通貨単位を入力→表示単位を入力
－
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※1 応答できるボタン：J、P～O、G、H、D、F、  
）
にしても、イヤホンマイク接続中は本機を
できません。また、インターネット閲覧中
ンターネットは終了しません。
ションが表示されているときは、最初のお
場合のみ、着信履歴が直接表示されます。
ーから着信音が約7秒間鳴り、「ピーピ」と
ながります。簡易留守録（ZP.2-8）を同
合は、呼び出し時間の短い方が優先されま
ビス（ZP.2-12）の呼び出しなしを同時
は、留守番電話サービスが優先されます。
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（応答保留中は無効
※2 ここでの設定をON

閉じても通話を終了
に本機を閉じてもイ

※3 複数のインフォメー
知らせが不在着信の

※4 イヤホンとスピーカ
鳴ったあと電話がつ
時に設定している場
す。留守番電話サー
に設定している場合

発着信に関する設定

メインメニューから 設定 4 通話設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ いろいろなボタンで着信に応答できるようにす
る※1

＞ エニーキーアンサー→ON
OFF

■ 本機を開くだけで着信に応答する
＞ オープン/クローズ→オープン着信応答→ON

OFF
（応答しない）

■ 本機を閉じるだけで通話や発着信を終了する※2
＞ オープン/クローズ→クローズ通話終了→ON

OFF
（終了しない）

■ 不在着信があるときに本機を開くと着信履歴を
直接表示する※3

＞ オープン/クローズ→オープン不在着信表示→
ON

OFF
（表示しない）

■ ハンズフリー機器使用時に自動応答する※4
＞ 自動応答→ON

OFF
（自動応答し

ない）



■各モードのお買い上げ時の設定内容

ると自動的に簡易留守録も設定されます。
ません。

モード 運転中モード ユーザーモード
／TVコール着信）
－ － ブザー .mmf
信／S!速報ニュース着信）

－ －
効果音

（キラキラ）
.mmf

Vコール着信／メール着信）
－ － レベル3
ース着信）
－ － サイレント
S!速報ニュース着信）

5秒 5秒 5秒

－ サウンド1 サウンド1

－ サイレント サイレント

－ OFF ON
着信／TVコール着信／メール着信）
ーン1 OFF OFF
速報ニュース着信）
FF OFF OFF

ON ※ OFF
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マナーモード設定

※ マナーモードと運転中モードは、待受画面から設定／解除するこ
ともできます。（ZP.1-15、P.1-16）

※ 運転中モードに設定す
OFFにすることはでき

メインメニューから 設定 4 マナーモード設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 環境や状況に合ったモードに切り替える※
＞ モードを選択
!通常モード以外は、各モードのアイコンが表示さ
れます。（ZP.1-8、P.1-9）

通常モード

■ 各モードの設定内容を変える
＞ モードを選んでA[メニュー ]→編集→項目を選

択→編集する
－

通常モード マナー
メロディ選択（音声着信
ブザー .mmf
メロディ選択（メール着

効果音
（キラキラ）

.mmf
着信音量（音声着信／T

レベル3
着信音量（S!速報ニュ
サイレント
鳴動時間（メール着信／

5秒
キー確認音（音選択）
サウンド1

キー確認音（音量）
サイレント
エラー音

ON
バイブレーション（音声

OFF パタ
バイブレーション（S!

OFF O
簡易留守録

OFF
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設定

することもできます。（ZP.2-14）
点灯時間の設定（ZP.14-3）に従いま

ーから 設定 4 通話設定 4 TVコール

い内容・操作 お買い上げ時
と音声を変える※1
を選択

代替画像

明るさを変える※1
さ→レベルを選択

レベル3

ライトの点灯時間を変える

クライト点灯時間→通常設 常時点灯

える※1
／画質優先

標準

画像を変える
を選んでA[決定]

TVコール代
替画像1.bmp

ら聞こえるようにする※1
FF

ON
（スピーカーか
ら聞こえる）

Aera.book  Page 11  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
電話帳設定

※ 本体またはUSIMを選択すると、保存先の設定（Z上記）に
よっては、保存先も同様に変更するかどうかの確認画面が表示さ
れます。

TVコール

※1 通話中に設定を変更
※2 通常のバックライト

す。

メインメニューから 電話帳 4 設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 新規登録時の保存先を変える（USIM／本体か
USIMか毎回確認）

＞ 保存先→USIM／毎回確認
本体

■ USIM電話帳を表示させる※
＞ 表示切替→USIM／本体とUSIM

本体

■ 文字サイズを変える
＞ 文字サイズ→大

標準

メインメニュ

設定した
■ 相手に送信する画像
＞ 画像/音声設定→項目
■ TVコール中の画面の
＞ バックライト→明る
■ TVコール中のバック
※1

＞ バックライト→バッ
定連動※2／常時消灯

■ 受信画像の画質を変
＞ 受信画質→動き優先
■ 相手に送信する代替
＞ 代替画像→ファイル
■ 相手の声が受話口か
＞ スピーカーホン→O



ションが表示されているときは、最初のお
合のみ、受信ボックスが直接表示されます。
にかかわらず標準サイズで表示されます。
設定したサイズを確認できます。

定した場合のS!メール本文入力中
選択が解除されます。

開くときやサーバーメール
番号を入力するように設定

設定→操作用暗証番号を入
を繰返す）※3→A[OK]

OFF
（設定しない）

ジ表示にする
自動再生→常にデルモジ表
ルモジ表示

通常表示

える
文字色・背景色→背景色を 白

ックス／未送信ボックスの
きに自動でメールを削除し

→OFF

ON

がいっぱいのときに自動で
ようにする
→OFF

ON

設定したい内容・操作 お買い上げ時
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メール設定

※1 複数のインフォメー
知らせがメールの場

※2 以下の場合は、設定
プレビューすると、

･ S!メール件名入力中
･ 文字サイズを小に設

※3 もう一度 を押すと

S!メール／SMS共通の設定

メインメニューから メール 4 設定 4 共通設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 新着メールがあるときに本機を開くと受信ボッ
クスを直接表示する※1

＞ オープン新着表示→ON

OFF
（表示しない）

■ 文字サイズを変える※2
＞ 文字サイズ→大／小

標準

■ 常に配信確認をする（宛先がソフトバンク携帯
電話の場合のみ）

＞ 配信確認→ON

OFF
（確認しない）

■ 受信メールを相手によって指定フォルダに振り
分ける

＞ フォルダ振り分け→フォルダを選択→
A[メニュー ]→宛先追加→宛先選択方法を選択
→宛先を選択／入力

－

■ 受信メールを件名によって指定フォルダに振り
分ける

＞ フォルダ振り分け→フォルダを選択→
A[メニュー ]→件名追加→件名を入力

－

■ 返信／転送時に元の受信メールの単語を優先さ
せない

＞ 返信時自動学習→OFF

ON
（優先させる）

■ 各メールボックスを
操作時に操作用暗証
する

＞ メールセキュリティ
力→（項目を選んで

■ 受信メールをデルモ
＞ デルモジ表示設定→
示／未開封時のみデ

■ 文字色・背景色を変
＞ デルモジ表示設定→

選択
■ 下書き／送信済みボ
容量がいっぱいのと
ないようにする

＞ 送信メール自動削除
■ 受信ボックスの容量
メールを削除しない

＞ 受信メール自動削除
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めイルミネーションが点滅します。

ルに関する設定

ーから メール 4 設定 
設定 4 フィーリング設定

い内容・操作 お買い上げ時
を表示しない
表示設定→OFF

ON
（表示する）

点灯しない
動設定→設定ON/OFF→ ON

（点灯する）

色を変える
動設定→感情の項目を選択 －

い
設定→設定ON/OFF→OFF

ON
（動作させる）

える
設定→感情の項目を選択→ －

設定ON/OFF→ON
OFF

（鳴らさない）

感情の項目を選択→着信音を －
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※ 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。

※ 色を選ぶと、確認のた

S!メールに関する設定

メインメニューから メール 4 設定 
4 S!メール設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 国内でS!メールを手動で受信する
＞ 受信設定→国内での自動受信→電話番号のみ自
動受信／手動受信

すべて
自動受信

■ 海外でS!メールを手動で受信する
＞ 受信設定→ローミング自動受信→手動受信

自動受信

■ 返信時に本文を引用しない
＞ 本文引用→OFF

ON
（引用する）

■ 添付画像を自動的に表示しない
＞ 添付ファイル自動再生設定→イメージ→OFF

ON
（表示する）

■ 添付サウンドを自動的に再生する※
＞ 添付ファイル自動再生設定→サウンド→ON

OFF
（再生しない）

フィーリングメー

メインメニュ
4 S!メール

設定した
■ インフォメーション
＞ インフォメーション
■ イルミネーションを
＞ イルミネーション連
OFF

■ イルミネーションの
＞ イルミネーション連

→色を選択※
■ バイブを動作させな
＞ バイブパターン連動
■ バイブパターンを変
＞ バイブパターン連動

パターンを選択
■ 着信音を鳴らす
＞ メール着信音設定→
■ 着信音を変える
＞ メール着信音設定→

選んでA[決定]



■各感情のお買い上げ時の設定内容

いたり、電波の届かない所にいると、送信
スセンターに保管され、相手が受信するか、
で繰返し配信されます。
MSが送信できなくなることがあります。

定

ーから メール 4 設定 4 SMS設定

い内容・操作 お買い上げ時
Sがメールサーバーで保管
る※1
（サーバーの設定に従う）

USIMの設定
による

変える※2
SMSセンター番号を入力

+8190665
19300

で入力する
英数入力(160文字)

日本語入力
(70文字)
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!送信側が電話帳に登録されていて下記の条件のいずれかにあては
まる場合は、フィーリングメール受信時のイルミネーション、バ
イブ、メール着信音の動作がすべて無効になり、電話帳の設定が
優先されます。（ZP.4-4）
･ 電話帳登録のメール着信音が通常設定連動以外に設定されてい
る

･ 電話帳登録のイルミネーションが通常設定連動以外に設定され
ている

※1 相手が電源を切って
したSMSはサービ
有効期限が切れるま

※2 設定を編集するとS

感情 イルミネー
ション バイブ メール着信音

Happy/
うれしい 色6 パターン1 Happy／

うれしい.mmf

OK/Good 色2 パターン1 OK／
Good.mmf

悲しい/
ごめんなさい 色1 パターン2 悲しい／ごめ

んなさい.mmf

NG/Bad 色3 パターン2 NG／
Bad.mmf

注目/重要 色4 パターン3 注目／
重要.mmf

SMSに関する設

メインメニュ

設定した
■ 送信するすべてのSM
される期間を設定す

＞ 有効期限→指定なし
／期限を選択

■ SMSセンター番号を
＞ SMSセンター番号→
■ 本文は常に半角英数
＞ 本文入力設定→半角
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内容に関する設定

ウザ
ーから Yahoo!ケータイ 4 設定

ーから Yahoo!ケータイ 
トブラウザ 
トブラウザ設定

い内容・操作 お買い上げ時
一時保存された情報を消去

シュ消去→
－

を識別するための情報
る
e消去→

－

入力したユーザー ID／パス

報消去→
－

欄に入力した文字情報を消

ットメモリ消去→
－

る
[YES]→操作用暗証番号を －

い上げ時の状態に戻す
ES]→操作用暗証番号を入 －
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インターネット設定

※ PCサイトブラウザの場合のみ

画面表示に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ
メインメニューから Yahoo!ケータイ 4 設定

PCサイトブラウザ
メインメニューから Yahoo!ケータイ 
4 PCサイトブラウザ 
4 PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 表示画面の文字サイズを変える
＞ 文字サイズ→大／小

標準

■ 情報画面をスクロールする単位を変える
＞ スクロール単位→全画面スクロール／半画面ス
クロール

一行
スクロール

■ 画像を表示しないようにする
＞ 画像・音設定→画像表示→表示しない

表示する

■ サウンドを取得しないようにする
＞ 画像・音設定→音再生→再生しない

再生する

■ PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイブ
ラウザとの切替時に警告画面を表示しない※

＞ 警告画面表示設定→PCサイトブラウザ(起動時)
／Yahoo!ケータイ(切替時)→OFF

ON
（表示する）

情報メモリ／設定

Yahoo!ケータイブラ
メインメニュ

PCサイトブラウザ
メインメニュ
4 PCサイ
4 PCサイ

設定した
■ キャッシュメモリに
する

＞ メモリ操作→キャッ
■ サーバー側でお客様
（Cookie）を消去す
＞ メモリ操作→Cooki
■ 以前の認証要求時に
ワードを消去する

＞ メモリ操作→認証情
■ 情報画面の文字入力
去する

＞ メモリ操作→インプ
■ ブラウザを初期化す
＞ ブラウザ初期化→A

入力
■ 各種設定内容をお買
＞ 設定リセット→A[Y

力



場合
の場合

するかどうかを設定する
保持／常に保持しない

ブラウザ終了
まで保持

設定したい内容・操作 お買い上げ時
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※1 Yahoo!ケータイの
※2 PCサイトブラウザ

セキュリティに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ
メインメニューから Yahoo!ケータイ 4 設定 
4 セキュリティ

PCサイトブラウザ
メインメニューから Yahoo!ケータイ 
4 PCサイトブラウザ 
4 PCサイトブラウザ設定 4 セキュリティ

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 本機の製造番号を自動的に送信しない
＞ 製造番号通知→OFF

ON
（送信する）

■ 情報画面の移動時にリンク元のページ（Referer
ページ）を送出しない

＞ Referer送出→OFF

ON
（送信する）

■ Cookieを保存しない／毎回確認する
＞ Cookie設定→OFF／毎回確認

ON
（保存する）

■ Yahoo!ケータイの情報画面のスクリプトを実行
するかどうかを設定する※1

＞ スクリプト設定→項目を選択

ネットワーク
アクセス時に

確認
■ PCサイトブラウザの情報画面のスクリプトを実
行するかどうかを設定する※2

＞ スクリプト設定→項目を選択

ON
（実行する）

■ ルート証明書（認証期間が発行した電子的な証
明書）を確認する

＞ ルート証明書表示→項目を選択
－

■ 認証情報を常に保持
＞ 認証情報保持→常に
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通話などをしていたときは、次回の更新時
ません。
ール着信は拒否されます。

除に関する設定

ーから エンタテイメント 
ュース 4 設定

い内容・操作 お買い上げ時
の速報を自動更新する

→更新間隔を選択

OFF（自動更
新しない）

の待受けを1日1回自動更新

け→ON

OFF（自動更
新しない）

時間ごとに自動更新する

ープ→ON

OFF（自動更
新しない）

の特別を自動更新しない

→OFF

ON（4時間
ごとに自動更
新する）

の情報を消去する
消去→A[YES]→操作用 －
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S!速報ニュース設定

※1 設定した更新時刻に
刻まで自動更新され

※2 自動更新中のTVコ

待受ウィンドウに関する設定

メインメニューから 設定 4 ディスプレイ設定 
4 S!速報ニュース設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 既読のS!速報ニュースを表示しない
＞ 未読・既読設定→未読

未読＋既読

■ テロップの流れる速度を変える
＞ マーキー速度→速い／遅い

標準

■ 画像データを表示する
＞ 画像取得表示設定→ON

OFF
（表示しない）

自動更新／情報削

メインメニュ
4 S!速報ニ

設定した
■ S!速報ニュース一覧
※1※2

＞ 自動更新設定→速報
■ S!速報ニュース一覧
する※1※2

＞ 自動更新設定→待受
■ S!ループリストを4
※1※2

＞ 自動更新設定→S!ル
■ S!速報ニュース一覧
※1※2

＞ 自動更新設定→特別
■ S!速報ニュース一覧
＞ S!速報ニュース一覧

暗証番号を入力
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S!アプリ設定

※ 通常のバックライト点灯時間の設定（ZP.14-3）に従います。

メインメニューから S!アプリ 4 S!アプリ設定

設定したい内容・操作 お買い上げ時
■ 効果音などの音量を変える
＞ 音量→音量を調節

レベル4

■ 起動中はバックライトを常に点灯／消灯する
＞ バックライト→常時点灯／常時消灯

通常設定
連動※

■ S!アプリのバイブレーション動作を無効にする
＞ バイブレーション→OFF

ON（有効）

■ 操作を中断すると一時停止するように設定する
＞ 自動中断時間→一時停止するまでの時間を選択

OFF（一時停
止しない）

■ 他の携帯電話などで利用したメモリカードの
S!アプリ情報を更新する

＞ メモリカードシンクロ
－
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 Yahoo!ケータイ
号／機能名称 参照先

－
P.12-3
P.12-8
P.12-8

－
P.12-4
P.12-4
P.12-4

ザ －
P.12-5
P.12-8
P.12-8
P.12-5
P.12-5

タイ P.12-3
ラウザ設定 P.14-15

－
P.14-15

位 P.14-15
P.14-15
P.14-15
P.14-16

化 P.14-15
P.14-15
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機能一覧
メインメニュー表示中、機能一覧の左にあるメニュー番号をダイヤル
ボタンで押すと、その機能を直接選択できます。（ZP.1-19）
例）メールのS!メール設定を選ぶには： 1桁目 2桁目 3桁目
Q（メール）→P（設定）→E（S!メール設定）を押す

 メール
メニュー番号／機能名称 参照先

1 メール －
1 受信ボックス P.11-9
2 新規作成 P.11-4
3 新着メール受信 P.11-17
4 下書き P.11-18
5 デコレメールテンプレート P.11-6
6 送信済みボックス P.11-13
7 未送信ボックス P.11-13
8 サーバーメール操作 －
1 メールリスト P.11-17
2 サーバーメール全削除

9 SMS新規作成 P.11-8
0 設定 －
1 メール・アドレス設定 P.11-3
2 共通設定 P.14-12
3 S!メール設定 P.14-13
4 SMS設定 P.14-14

" メモリ容量確認 －
1 本体
2 USIM

1 0 3

メニュー番
2 Yahoo!ケータイ
1 Yahoo!ケータイ
2 ブックマーク
3 画面メモ
4 URL入力
1 直接入力
2 URL履歴一覧

5 閲覧履歴
6 PCサイトブラウ
1 ホームページ
2 ブックマーク
3 画面メモ
4 URL入力
5 閲覧履歴
6 Yahoo!ケー
7 PCサイトブ

7 設定
1 文字サイズ
2 スクロール単
3 画像・音設定
4 メモリ操作
5 セキュリティ
6 ブラウザ初期
7 設定リセット
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 カメラ
号／機能名称 参照先

－
P.5-5
P.5-6
P.5-7

 エンタテイメント
号／機能名称 参照先

－
－

ス一覧 P.6-2
ト P.6-2

P.14-17
ヤー －

P.6-6
P.6-8

ン P.6-10
P.6-10
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 S!アプリ
メニュー番号／機能名称 参照先

3 S!アプリ －
1 S!アプリ一覧 －
タブ1 本体 P.13-3
タブ2 メモリカード P.13-3

2 S!アプリ設定 －
1 音量 P.14-18
2 バックライト P.14-18
3 バイブレーション P.14-18
4 自動中断時間 P.14-18
5 メモリカードシンクロ P.14-18

3 インフォメーション P.13-2

 コミュニケーション
メニュー番号／機能名称 参照先

4 コミュニケーション －
1 S!ループ P.13-4

メニュー番
5 カメラ
1 カメラ
2 ビデオカメラ
3 拡大ルーペ

メニュー番
6 エンタテイメント
1 S!速報ニュース
1 S!速報ニュー
2 S!ループリス
3 設定

2 メディアプレイ
1 オーディオ
2 ムービー

3 ブックサーフィ
4 ケータイ書籍



8 3 S!アプリ －
P.7-2

カード P.7-2
－

P.7-2
カード P.7-2

－
P.7-2

カード P.7-2
カメラ P.7-2

－
P.7-2

カード P.7-2
－

P.7-3
カード P.7-3
ンプレート P.7-3

P.7-3
－

P.7-3
カード P.7-3

－
P.7-3

カード P.7-3
－

Aera.book  Page 4  Monday, October 6, 2008  2:20 PM
15-4

15

 ツール
メニュー番号／機能名称 参照先

7 ツール －
1 アラーム P.10-5
2 カレンダー P.10-2
3 簡易留守録 －
1 簡易留守録リスト P.2-9
2 設定 P.2-8

4 電卓 P.10-6
5 メモ帳 P.10-7
6 ボイスレコーダー P.10-7
7 ソフトウェア更新 －
1 ソフトウェア更新 P.15-9
2 更新結果 P.15-10

 データフォルダ
メニュー番号／機能名称 参照先

8 データフォルダ －
1 ピクチャー －
タブ1 本体 P.7-2
タブ2 メモリカード P.7-2
タブ3 デジタルカメラ P.7-2

2 着うた・メロディ －
タブ1 本体 P.7-2
タブ2 メモリカード P.7-2

タブ1 本体
タブ2 メモリ

4 ミュージック
タブ1 本体
タブ2 メモリ

5 ムービー
タブ1 本体
タブ2 メモリ
タブ3 ビデオ

6 ブック
タブ1 本体
タブ2 メモリ

7 S!おなじみ操作
タブ1 本体
タブ2 メモリ

8 デコレメールテ
9 メモ帳
0 Flash(R)
タブ1 本体
タブ2 メモリ

" その他ファイル
タブ1 本体
タブ2 メモリ

# メモリ容量確認
1 本体
2 メモリカード
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のメニュー番号では選択できません。

7 S!電話帳バックアップ －
P.4-10
P.4-11
P.4-11

－
P.14-11
P.14-11
P.4-6

P.14-11
－

認 P.4-9
へ全件コピー
へ全件コピー

P.4-9
除 P.4-9
信 P.8-4

 設定
号／機能名称 参照先

－
－

P.14-2
P.14-2
P.14-2
P.14-3

ョン P.14-2
P.14-3
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!電話帳は表中の1桁目

 バーコードリーダー
メニュー番号／機能名称 参照先

9 バーコードリーダー －
1 コード読取り P.10-8
2 保存データ一覧 P.10-10

 外部接続
メニュー番号／機能名称 参照先

" 外部接続 －
1 赤外線通信 P.8-2
2 ネットワーク自動調整 P.1-14

 電話帳
メニュー番号／機能名称 参照先

電話帳 －
1 電話帳 P.4-6
2 新規登録 P.4-3
3 通話履歴 －
タブ1 全通話履歴 P.2-7
タブ2 着信履歴 P.2-7
タブ3 発信履歴 P.2-7

4 グループ設定 P.4-5
5 オーナー情報 P.4-8
6 スピードダイヤル設定 P.4-9

1 同期開始
2 自動同期設定
3 同期ログ

8 設定
1 保存先
2 表示切替
3 検索方法
4 文字サイズ

9 メモリ管理
1 メモリ容量確
2 USIM→本体
3 本体→USIM
4 本体全件削除
5 USIM全件削
6 赤外線全件送

メニュー番
# 設定
1 音・バイブ設定
1 メロディ選択
2 着信音量
3 鳴動時間
4 エラー音
5 バイブレーシ
6 キー確認音



# 2 ディスプレイ設定 － # 5 通話設定 －
P.2-10

金 P.14-8
P.14-11
P.9-5

ド P.1-16
知 P.2-17
ンサー P.14-9
ローズ P.14-9

P.14-9
定 P.14-10

－
ク P.8-6

P.8-6
理 －
フォーマット P.7-11
チェック
バックアップ P.7-14
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1 メインディスプレイ P.14-3
2 メニューテーマ切替 P.14-4
3 バックライト点灯時間 P.14-3
4 メインメニューアイコン P.14-4
5 配色パターン P.14-3
6 明るさ P.14-3
7 待受表示設定 P.14-4
8 S!速報ニュース設定 P.14-17
9 ビューブラインド P.1-25

3 一般設定 －
1 Language P.14-4
2 日時設定 P.14-5
3 ユーザー辞書 P.3-8
4 イルミネーション P.14-6
5 誤操作防止 P.9-3
6 キー設定 P.14-6
7 シンプルモード切替 P.1-23

4 セキュリティ設定 －
1 キー操作ロック P.9-4
2 電話帳使用禁止
3 メール使用禁止
4 シークレットモード P.9-6
5 リセット P.9-6
6 PIN1 ON/OFF P.9-2
7 PIN1変更 P.9-3
8 PIN2変更 P.9-3
9 暗証番号変更 P.9-2

1 通話サービス
2 通話時間･料
3 TVコール
4 着信拒否
5 電波OFFモー
6 発信者番号通
7 エニーキーア
8 オープン/ク
9 自動応答

6 マナーモード設
7 簡易位置情報
1 測位機能ロッ
2 位置情報送信

8 メモリカード管
1 メモリカード
2 メモリカード
3 メモリカード
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さを調整してください。（ZP.14-3）
設定されていませんか?
解除してください。（ZP.1-25）

らない、またはメールやインターネットが

赤で表示）」が表示されていませんか？サー
の届きにくい場所にいませんか？
動してやり直してください。
りませんか？
場合は、事業者や海外設定の変更が必要で
.14-7）
」が表示されていませんか？

定されています。（Z ）解除してくだ

れない
ませんか？
に設定していませんか？（ZP.2-16）

プープー…）が鳴ってつながらない
ませんか？

たりする
いませんか？サービスエリア外か電波の届
せんか？
動してください。
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故障かな？と思ったら
電源が入らない
･ Lを長く（3秒以上）押していますか？
･ 電池切れになっていませんか？
･ 電池パックは正しく取り付けられていますか？（ZP.1-12）

電源を入れたのに操作できない
･ PIN1コード入力画面が表示されていませんか？
PINコード設定がONになっています。PIN1コードを入力して
ください。（ZP.9-2）

電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です」、
「有効なUSIMを挿入してください」と表示される

･ USIMカードを正しく取り付けていますか？（ZP.1-3）
･ 指定されたUSIMカードをお使いですか？（ZP.1-2）
使用できないカードが取り付けられている可能性があります。

･ USIMカードのIC部分に指紋などの汚れがついていませんか？
乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてくださ
い。

ボタン操作ができない
･「 」が表示されていませんか？

誤操作防止が設定されています。（ZP.9-3） を押して誤操作
防止を解除してください。

･「 」が表示されていませんか？
キー操作ロックが設定されています。（ZP.9-4）操作用暗証
番号（ZP.1-24）を入力して、ボタン操作禁止を解除してく
ださい。

･「 」が表示されていませんか？
誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。
（ZP.9-3、P.9-4）誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解
除してください。

画面が見づらい
･ バックライトの明る
･ ビューブラインドが
ビューブラインドを

電話やTVコールがつなが
利用できない
･「 」「 」「 （
ビスエリア外か電波
電波の届く場所に移

･ 海外でご利用ではあ
海外でご利用になる
す。（ZP.2-16、P

･「 」または「

メール使用禁止が設
さい。

電話やTVコールがかけら
･ 市外局番を忘れてい
･ 発信規制設定をON

電話をかけても話中音（
･ 市外局番を忘れてい

通話が途切れたり、切れ
･「 」が表示されて
きにくい場所にいま
電波の届く場所に移



ョン品）の接続コネクターが本機または卓
ョン品）に確実に差し込まれていますか？

がしっかりとコンセントに差し込まれてい

取り付けられていますか？（ZP.1-12）
に確実に装着されていますか？
せんか？ (本機の充電端子と外部接続端子、
子、急速充電器の接続コネクター、卓上ホ
接続端子）
てください。
5℃以外になると、充電できないことがあり

または電池パックの異常です。
交換してください。

器や卓上ホルダーが発熱することがありま
用すると、本機が熱くなることがあります。
きる温度であれば異常ではありません。た
肌に触れたまま使用していると、低温やけ
ます。

電状況／電波状態）、操作や設定状態によっ
消耗が早くなります。
時間の目安」（ZP.1-10）、「電池パック
P.1-11）を参照してください。

でも正常に戻らない場合は、お問い合わ
までご連絡ください。
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電話帳を使って電話がかけられない
･ かけたい相手の電話帳のシークレット登録を表示しないにして
いませんか？
シークレットモードをONにしてください。（ZP.9-6）

･「 」または「 」が表示されていませんか？

電話帳使用禁止が設定されています。（Z ）解除してくだ
さい。

電話帳に名前を登録しているのに、通話履歴や保存されているメー
ルの宛先などに名前がでない
･ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる
場合があります。その間、通話履歴や保存されているメールの
宛先などは、電話帳に名前を登録していても、電話番号やメー
ルアドレスで表示されます。この場合は、一度待受画面に戻り、
しばらくしてから再確認すると名前が表示されます。

電話帳に登録した相手から音声電話やTVコールを受けても、登録内
容どおりの着信動作にならない
･ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる
場合があります。その間に音声電話やTVコールを受けると、電
話帳に相手の名前、着信音、イルミネーション、画像を登録し
ていても、電話番号で表示され、着信音とイルミネーションは
通常設定連動となり、画像は表示されません。この場合、通話
中も電話番号が継続して表示されます。

充電できない
･ 急速充電器（オプシ
上ホルダー（オプシ
（ZP.1-13）
･ 急速充電器のプラグ
ますか？

･ 電池パックが本機に
･ 本機が卓上ホルダー
･ 端子部が汚れていま
電池パックの充電端
ルダーの充電端子と
端子部をきれいにし

･ 周囲温度が5℃～3
ます。

･ 電池パックの寿命、
新しい電池パックと

熱くなる
･ 充電中に、急速充電
す。また、長時間利
手で触れることので
だし、本機を長時間
どになる恐れがあり

電池の消耗が早い
･ 使用環境（気温／充
ては、電池パックの
「充電時間と利用可能
の持ちについて」（Z

お知らせ

!以上を確認して、それ
せ先（ZP.15-30）
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新
更新する必要があるかどうかをチェック
ンターネットに接続して更新を行います。
たいときに手動で行う方法と、更新日時
方法（予約更新）があります。
通信料はかかりません。
電池がフル充電の状態（充電しても着信／
い状態）で行ってください。なお、「 」
電池残量が不十分な旨のメッセージが出る
場合はフル充電の状態にしたあと、再度本
い。
電波状態が良い場所で移動せずに行ってく

ックを取り外さないでください。取り外す
新が正常に行われません。
用できません。
かかることがあります。

い、操作する
のダウンロードが完了すると、自動的に電
電源が入り、ソフトウェア更新が開始され

ール 4 ソフトウェア更新 
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ソフトウェア更
本機のソフトウェアを
し、必要な場合にはイ
更新方法には、更新し
を予約して自動で行う
!ソフトウェア更新には
!ソフトウェア更新は、
充電ランプが点灯しな
が表示されていても、
場合があります。この
機能を実行してくださ

!ソフトウェア更新は、
ださい。

!更新中は絶対に電池パ
と、ソフトウェアの更

!更新中は他の機能を使
!更新完了までに時間が

1 画面の指示に従
更新に必要なデータ
源が切れたあと再び
ます。

こんなときはご利用になれません

症状 処置

「 」が表示されて
いる

サービスエリア外か電波の届きにくい場所
にいるためです。
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。

「 」が表示されて
いる

誤操作防止が設定されています。（ZP.9-
3）
ボタン操作をするためには、誤操作防止を
解除してください。ただし、設定中でもか
かってきた電話に出ることはできます。

「 」が表示されて
いる

キー操作ロックが設定されています。
（ZP.9-4）
本機を使用するためには、キー操作ロック
を解除してください。ただし、設定中でも
かかってきた電話に出ることはできます。

「 」が表示さ
れている

誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定
されています。（ZP.9-3、P.9-4）
本機を使用するためには、誤操作防止を解
除後、キー操作ロックを解除してください。
ただし、設定中でもかかってきた電話に出
ることはできます。

電池残量が不足して
いる旨のメッセージ
が表示され、電池ア
ラーム音が鳴ってい
る

電池残量がなくなっています。
電池パックを充電する（ZP.1-13）か、
充電されている予備の電池パックと交換
（ZP.1-12）してください。

メインメニューから ツ
4 ソフトウェア更新



更新が完了すると、自動的に電源が切 には
面に従って進める
できます。
ると、ソフトウェ
が表示されます。 
間そのままにして
トウェア更新が実

いるときは、ソフ
されません。（10
用していると、ソ
約が解除されま
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れたあと再び電源が入り、更新完了の
インフォメーションが表示されます。
（この間、約30秒程度時間がかかりま
す。）

更新結果を確認するには
インフォメーションが表示されている場
合は、ソフトウェア更新結果を選択しま
す。
!インフォメーションが表示されていな
い場合は、メインメニューから ツール 
4 ソフトウェア更新 4 更新結果で確認
できます。

予約更新を利用する
ソフトウェア更新を画
と、予約更新の設定が
設定後、予約時刻にな
ア更新開始の確認画面

を押すか、約10秒
おくと、自動的にソフ
行されます。
!他の機能を操作して
トウェア更新は実行
分以上他の機能を使
フトウェア更新の予
す。）
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お知らせ

!ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなる場合
があります。この場合はお問い合わせ先（ZP.15-30）までご
連絡ください。

!ソフトウェア更新は、電話帳やデータフォルダに保存されてい
るデータを残したまま行えますが、携帯電話の状態（故障・破
損・水ぬれなど）によってはデータの保護ができない場合があ
ります。更新を行う前に、必要なデータはバックアップをとる
ことをおすすめします。（ダウンロードしたデータなど、バック
アップをとれないデータもあります。）

!本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失
した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ
ご了承ください。

!ソフトウェア更新を行うと、誤操作防止設定が一時的に解除さ
れる場合があります。

!ソフトウェア更新中は、アラーム音やスケジュール通知音は鳴
りません。

!ソフトウェアの更新については、ソフトバンクのホームページ
「 http://www.softbank.jp 」でもご案内しています。



角]
数字

[全角／半角]
1 ※2１ 1
Ｃ２ 2
Ｆ３ 3
Ｉ４ 4
Ｌ５ 5
Ｏ６ 6
ＲＳ７ 7
Ｖ８ 8
ＹＺ９ 9

ス）０
0

【長押し】+※1

ます。（漢字・ひらがな入力モードでは確定
ると「＋」が入力されます。
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※1 半角での文字入力時に表示されます。
※2 全角での文字入力時に表示されます。

ボタン
文字入力モード

漢字・ひらがな
[全角]

カタカナ
[全角／半角]

英字
[全角／半

Q あいうえおぁぃぅぇぉ１ アイウエオァィゥェォ１ ．‐＠＿／： ※

W かきくけこ２ カキクケコ２ ａｂｃＡＢ
E さしすせそ３ サシスセソ３ ｄｅｆＤＥ
R たちつてとっ４ タチツテトッ４ ｇｈｉＧＨ
T なにぬねの５ ナニヌネノ５ ｊｋｌＪＫ
Y はひふへほ６ ハヒフヘホ６ ｍｎｏＭＮ
U まみむめも７ マミムメモ７ ｐｑｒｓＰＱ
I やゆよゃゅょ８ ヤユヨャュョ８ ｔｕｖＴＵ
O らりるれろ９ ラリルレロ９ ｗｘｙｚＷＸ

P
わをんゎー

 （半角スペース）０
ワヲンヮ※2ー

 （半角スペース）０
 （半角スペー

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧
文字入力中のダイヤルボタンには次の文字や記号などが割り当てられています。
!文字入力モードまたは全角／半角の切り替えについて（ZP.3-2）
! P～Oを長押しすると、文字入力モードにかかわらず、そのボタンの数字が半角で入力され
していない文字がない状態で行ってください。）ただし、半角数字入力モードでPを長押しす
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う」→「い」→「あ」…）

]
数字

[全角／半角]

一覧※3 "

【長押し】
マイ絵文字フォルダ※4／
P（ポーズ）※5

＃ ” ’＝＾
＃ - ， ！ ？ ￥ ＆ （ ） ” ’ ＝ 
＾ ＋ ； ※6

半角切替
改行

合、カーソル前1文字消去
ソルが文末の場合、全消去
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※3 半角英字入力モードでは半角の記号一覧から先に表示されます。
※4 S!メール本文入力時のみ表示されます。
※5 電話帳登録などの電話番号入力時のみ入力できます。
※6 URLの一部が表示されます。
※7 入力直後の文字を逆順に表示します。（例：「え」にカーソルが当たっている場合、「え」→「
※8 カーソルが当たっている文字を大文字／小文字に切り替えます。

ボタン
文字入力モード

漢字・ひらがな
[全角]

カタカナ
[全角／半角]

英字
[全角／半角

G

゛ ゜
絵文字一覧／記号一覧 ゛ ゜ 絵文字一覧／記号

【長押し】マイ絵文字フォルダ※4

H
、｡・！？ ，！？￥＆（ ）"

＋；
【長押し】メモ帳一覧 【長押し】URL一覧

D
文字入力モード切替

【長押し】全角／
F 改行／逆順表示※7

J 大文字／小文字切替※8

K
カーソルが文中の場合、カーソル後1文字消去／カーソルが文末の場
【長押し】カーソルが文頭・文中の場合、カーソル後全消去／カー
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区点コード一覧
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記号一覧
全角

半角



件数はURLの長さにより変動します。

[Yahoo!ケータイ] 最大20件／750KB
[PCサイト] 最大20件／1150KB
[Yahoo!ケータイ] 最大100件
[PCサイト] 最大100件
[Yahoo!ケータイ]
URL入力履歴：最大20件／
閲覧履歴：最大100件※

[PCサイト]
URL入力履歴：最大20件／
閲覧履歴：最大100件※

[Yahoo!ケータイ] 750KB
[PCサイト] 1150KB
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メモリ容量一覧

! S!アプリ一覧はデータフォルダとメモリを共有しています。
（S!アプリは1つのアプリにつき3～6件分を消費します。）

※ 閲覧履歴への保存可能

データフォルダ 最大1000件／約38MB
（プリインストールコンテンツを含む）

スケジュール 最大100件

電話帳 最大1000件

メール
（SMSとS!メール
の合計）

受信ボックス 最大1000件／5MB
下書き／
送信済みボックス／
未送信ボックス

最大500件／5MB

Yahoo!
ケータイ

画面メモ

ブックマーク

履歴（URL）

キャッシュ
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電池パック

は、性能向上のため予告なく変更すること

3.7V
リチウムイオン電池
770mAh
約45 Ｘ 4.5 Ｘ 37mm
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主な仕様
830P

!上記は、電池パック装着時の数値です。
!連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、
電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時
間の目安です。

!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、
本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる
状態で算出した、時間の目安です。

!電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所
の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

! S!アプリを起動させた状態での通話時間および待受時間は著しく
短くなることがあります。

!定格／仕様および外観
があります。

質量（電池パック装着時） 約114g
サイズ（閉じた状態） 約49 Ｘ 109 Ｘ 15.4mm
連続待受時間
（閉じた状態）

3G 約400時間
GSM 約300時間

連続通話時間
3G 約180分
TVコール 約100分
GSM 約180分

充電時間
急速充電器 約130分
シガーライター
充電器 約130分

最大出力
3G 0.25W
GSM 2.0W

電圧
使用電池
容量
サイズ



S!メール .................................................. 11-2

るさ調節
静止画 ..................................................... 5-3
ディスプレイ ....................................... 14-3
動画 .........................................................5-4
先の追加／編集／削除 .................... 11-15
フターサービス ................................ 15-29
ラーム
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登録 ...................................................... 10-5
証番号 .................................................. 1-24
証番号変更
交換機用暗証番号 ............................... 1-24
操作用暗証番号 ...................................... 9-2
発着信規制用暗証番号 ....................... 2-17
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ルミネーション設定 ........................... 14-6
ンターネット【章目次】 ..................... 12-1
ンフォメーション（S!アプリ） ......... 13-2
ンフォメーション表示 ....................... 1-16

転中モード ............................1-16, 14-10
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索引

3G ............................................................ 2-16
Cookie
消去 ................................................... 14-15
設定 ................................................... 14-16

Flash(R)フォルダ .................................... 7-3
Flash® ........................................................ 7-3
GSM ........................................................ 2-16
HTMLメール .......................................... 11-6
Language .............................................. 14-4
PCサイトブラウザ ................................. 12-2
画面表示 ........................................... 14-15
情報メモリ／設定内容 .................... 14-15
セキュリティ .................................... 14-16
接続 ...................................................... 12-5

PINコード .................................................. 1-3
PIN1 ON/OFF ..................................... 9-2
PIN1/2変更 .......................................... 9-3
PINロック解除 ...................................... 9-3

PUKコード .......................................1-4, 9-3
QRコード ................................................ 10-8
Referer送出 ........................................ 14-16
S!アプリ【章目次】 ................................ 13-1
S!おなじみ操作 ...................................... 1-20
S!速報ニュース .........................................6-2
S!電話帳バックアップ .............................4-7

S!メール設定 ................................... 14-13
S!メール通知 ................................... 11-11
S!メールの作成／送信 ....................... 11-4
S!メール／SMS共通設定 .............. 14-12

S!ループ .................................................. 13-4
SMCファイル ........................................... 6-7
SMS ........................................................ 11-2
S!メール／SMS共通設定 .............. 14-12
SMS設定 .......................................... 14-14
SMSの作成／送信 ............................. 11-8

SSL .......................................................... 12-3
TLS .......................................................... 12-3
TVコール ...................................................2-4
URL履歴
PCサイト ............................................ 12-5
Yahoo!ケータイ ................................ 12-4

USB ............................................................ 8-5
USIMカード ..............................................1-2
Yahoo!ケータイ .................................... 12-2
画面表示 ........................................... 14-15
情報メモリ／設定内容 .................... 14-15
セキュリティ .................................... 14-16
接続 ...................................................... 12-3

明

宛
ア
ア

暗
暗

安

イ
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イ

運

英数字
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イック電話帳 .......................................... 4-6
点コード一覧 .................................... 15-14
点コード入力 .......................................... 3-7
/地域番号リスト ................................. 14-7
ループ設定 ..............................................4-5
ループ通話サービス ........................... 2-10
ローズ通話終了 ................................... 14-9

告画面表示設定（PCサイト） ........ 14-15
ータイ書籍 ........................................... 6-10
語設定 .................................................. 14-4

果（カメラ） ......................... 5-3, 5-4, 5-8
換機用暗証番号 ................................... 1-24
際コード ...................................2-13, 14-7
際設定 ......................................2-16, 14-7
際電話
海外 .............................................2-9, 2-10
日本国内 ................................................. 2-3
際発信 ..................................................... 2-3
操作防止 .................................................. 9-3
ンテンツ・キーの取得 .......................... 7-6

く

け

こ
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英語表示切替 ........................................... 14-4
英数カナ候補 ..............................................3-7
閲覧履歴
PCサイト ............................................ 12-5
Yahoo!ケータイ ................................ 12-4

エニーキーアンサー ............................... 14-9
絵文字入力 .................................................. 3-3
エラー音 .................................................. 14-3

応答時間（簡易留守録） ......................... 2-15
応答保留
TVコール ................................................ 2-6
音声電話 ................................................. 2-4

オーディオプレイヤー .............................. 6-6
オートフォーカスロック .......................... 5-8
オーナー情報 ..............................................4-8
オープン新着表示 ................................ 14-12
オープン着信応答 ................................... 14-9
オープン不在着信表示 ........................... 14-9
オールリセット .......................................... 9-7
お問い合わせ先一覧 ............................ 15-30
オプションサービス ............................... 2-10
オリジナルメニュー ............................... 14-4
音量設定
S!アプリ ........................................... 14-18
TVコール受話音量 ............................. 2-14
音声電話受話音量 ............................... 2-14
キー確認音量 ....................................... 14-3
着信音量 .............................................. 14-2

海外時計 .................................................. 14-5
顔文字 .........................................................3-7
拡大ルーペ .................................................. 5-7
各部の名称と機能 ...................................... 1-4
画質
静止画 ..................................................... 5-3
動画 .........................................................5-4

壁紙設定 ......................................7-16, 14-3
カメラ【章目次】 ........................................5-1
画面メモ .................................................. 12-8
カレンダー ............................................... 10-2
簡易位置情報 ..............................................8-6
簡易留守録 .................................................. 2-8
関係予測候補 ..............................................3-5

キー確認音 ............................................... 14-3
キー操作ロック .......................................... 9-4
キーバックライト ................................... 14-6
記号一覧 ............................................... 15-19
記号入力 ..................................................... 3-3
規制暗証番号 ........................................... 2-17
機能一覧 .................................................. 15-2
機能の呼び出しかた ............................... 1-18
キャッシュメモリ ................................... 12-2
急速充電器 ............................................... 1-13
拒否リスト .................................................. 9-5
緊急通報位置通知 ...................................... 2-3
緊急電話（110／119／118）発信 ...2-3
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受話音量

止画撮影画面 .......................................... 5-3
止画の撮影 ..............................................5-5
止画の編集 ........................................... 7-16
造番号通知 ........................................ 14-16
界対応ケータイ ...................................... 2-9
外線通信 .................................................. 8-2
キュリティ（インターネット） ....... 14-16
キュリティ【章目次】 ............................9-1
キュリティレベル設定 ....................... 13-5
定（カスタマイズ）【章目次】 ............ 14-1
定リセット ..............................................9-6
カメラ ..................................................... 5-9
グループ設定 .......................................... 4-5
ブラウザ ........................................... 14-15
メインメニューアイコン ................... 14-4
ルフタイマー ....................... 5-3, 5-4, 5-8
通話履歴 .................................................. 2-7

せ

AeraIX.fm  Page 24  Thursday, October 23, 2008  12:00 PM
15-24

15

サーバーメール .................................... 11-17
再生位置指定 ........................................... 6-12
再生方法（メディアプレイヤー） .......... 6-12
再生モードアイコン ..................................6-6
再生モード設定 ....................................... 6-12
削除する
S!アプリ .............................................. 13-4
スケジュール ....................................... 10-9
電話帳 .....................................................4-9
フォルダ／ファイル ........................... 7-17
メール ............................................... 11-17

撮影サイズ .................................................. 5-3
サブディスプレイ ...................................... 1-9
残課金 ...................................................... 14-8

シークレットモード ..................................9-6
事業者設定 ............................................... 14-7
事業者名表示 ........................................... 14-4
時刻補正 .................................................. 14-5
システムメッセージ ............................ 11-17
下書き（メール） ...................11-16, 11-18
指定着信拒否設定 ...................................... 9-5
自動応答 .................................................. 14-9
自動中断時間（S!アプリ） .................. 14-18
自動保存（カメラ） .................................... 5-9
シャッター音 ..............................................5-8
充電時間 .................................................. 1-10
受信設定（S!メール） ......................... 14-13

TVコール ............................................. 2-14
音声電話 .............................................. 2-14

情報画面での操作 ................................... 12-6
ショートカット ....................................... 1-17
新着メール確認 ....................................... 11-9
新着メール受信 .................................... 11-17
シンプルモード ....................................... 1-22

ズーム
静止画 ..................................................... 5-3
動画 .........................................................5-4

スクリプト設定 .................................... 14-16
スクロール単位 .................................... 14-15
スケジュール登録 ................................... 10-2
ストリーミング .................................... 12-11
スヌーズ設定 ........................................... 10-5
スピーカーオン／オフ
TVコール ............................................. 2-14
音声電話 .............................................. 2-14

スピードダイヤル ...................................... 4-9
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ィスプレイ ..............................................1-8
ィスプレイアイコン .............................. 1-8
ィスプレイ設定 ................................... 14-3
ータ通信状態表示 .........................1-8, 1-9
ータフォルダ .......................................... 7-2
コレメール ........................................... 11-6
ルモジ表示 ........................................ 11-12
設定 ................................................... 14-12
源を入れる／切る ............................... 1-14
送電話サービス ................................... 2-11
卓 .......................................................... 10-6
池パック ...................................1-10, 1-12
池レベル表示 .................... 1-8, 1-9, 1-11
波OFFモード ...................................... 1-16
波状態表示 .....................................1-8, 1-9
付ファイル
確認／保存 ........................................ 11-12
追加／削除 ........................................ 11-15
付ファイル自動再生設定 ................ 14-13
ンプレート
デコレメール ........................11-6, 11-16
話帳【章目次】 ........................................4-1
話番号確認 ........................................... 1-25
話番号通知／非通知 ..................2-2, 2-17
話を受ける
TVコール ................................................ 2-6
音声電話 ................................................. 2-4
話をかける
TVコール ................................................ 2-5
音声電話 ................................................. 2-2
国際電話 ................................................. 2-3

て
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操作用暗証番号 ....................................... 1-24
送話ミュート ........................................... 2-14
ソート（メール） .................................. 11-17
その他ファイルフォルダ .......................... 7-3
ソフトウェア更新 ................................... 15-9
ソフトバンクユーティリティーソフト ...8-5
ソフトボタン ..................................................ix

代替画像 ...................................2-14, 14-11
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 . 15-12
ダウンロード
S!アプリ .............................................. 13-2
S!おなじみ操作 .................................. 1-20
音楽／動画 ..............................................6-5
情報画面の画像／音楽 .................... 12-10
使いこなし読本 ..........................................xi
デコレメールテンプレート ............. 11-16

着うた・メロディフォルダ ......................7-2
着信お知らせ機能 ................................... 2-13
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付／時刻の表示形式 ........................... 14-5
ューブラインド ................................... 1-25
示切替
サムネイル／リスト .............................. 7-5
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本体メモリ／メモリカード ................... 7-5
示形式
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ィーリングメール
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フィーリングメールの作成 ................ 11-5
フィーリングメールの受信 ................ 11-9
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データフォルダ） ...................................... 7-9
ォルダ振り分け ................................ 11-14
ックサーフィン® ................................ 6-10
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ラウザ初期化 .................................... 14-15
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動画撮影画面 ..............................................5-4
動画の撮影 .................................................. 5-6
登録する
S!速報ニュース ..................................... 6-2
アラーム .............................................. 10-5
拒否リスト ..............................................9-5
ショートカットアイコン ................... 1-17
スケジュール ....................................... 10-2
電話帳 .....................................................4-3
メモ帳 .................................................. 10-7
ユーザー辞書 .......................................... 3-8

時計/カレンダー表示 ............................. 14-4
トリミング ............................................... 7-16

ナイトモード .....................................5-3, 5-8
ナビゲーションボタン ..................................ix

日時設定 .................................................. 14-5
認証コード .................................................. 8-4
認証情報保持 ........................................ 14-16

ネットワーク自動調整 ........................... 1-14
ネットワーク接続型S!アプリ ............... 13-2
ネットワーク表示 .............................1-8, 1-9
ネットワークモード ............................... 2-16

バーコードリーダー ............................... 10-8
配色パターン ........................................... 14-3
配信確認 ............................................... 11-16
バイブレーション
S!アプリ ........................................... 14-18
着信 ...................................................... 14-2

バックアップ
S!電話帳バックアップ .......................... 4-7
メモリカード ....................................... 7-12

バックライト
S!アプリ ........................................... 14-18
TVコール .......................................... 14-11
ディスプレイ ....................................... 14-3

発信規制 .................................................. 2-16
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発信履歴 ..................................................... 2-7
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カメラ .....................................................5-9
メディアプレイヤー ........................... 6-12
文字の入力方法 ...................................... 3-2

変換機能 .....................................................3-5
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連写撮影 .....................................................5-5
連写モード .................................................. 5-3

録画時間 .....................................................5-4
ロック機能 .................................................. 9-2

割込通話サービス ................................... 2-10
ワンタッチキー ....................................... 14-6
ワンプッシュオープンボタン ................... 1-7

ゆ

よ

り

る

れ

ろ

わ



15-29

15

」（ZP.15-7）をお読みの上、もう
。
合はご契約いただいた各地域の故障受付
最寄りのソフトバンクショップへご相談

く異常の状態をお聞かせください。
の記載内容に基づいて修理いたします。
つきましては、修理により機能が維持
望により有償修理いたします。

場合
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保証とアフターサービス

SoftBank 830P本体をお買い上げいただいた場合は保証書が
付いております。
!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上、大切に保管してください。
!保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸
したためにお客様または第三者が受け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。

「故障かな？と思ったら
一度お確かめください
それでも異常がある場
（ZP.15-30）または
ください。
その際できるだけ詳し
!保証期間中は保証書
!保証期間後の修理に
できる場合は、ご要

保証について
修理を依頼される



連絡ください。

ク国際コールセンター
せおよび盗難・紛失のご連絡
（有料）

電話番号
 0088-240-157（無料）

 0088-240-113（無料）

 0088-241-157（無料）

 0088-241-113（無料）

 0088-242-157（無料）

 0088-242-113（無料）

 0088-250-157（無料）

 0088-250-113（無料）
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お問い合わせ先一覧
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でご

■一般電話からおかけの場合

ソフトバンクお客さまセンター ソフトバン
総合案内
紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から
ソフトバンク携帯電話から

157（無料）
113（無料）

海外からのお問い合わ
＋81-3-5351-3491

ご契約地域 お問い合わせ内容
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

総合案内

紛失・故障受付

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県
総合案内

紛失・故障受付

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県
総合案内

紛失・故障受付
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

総合案内

紛失・故障受付



SoftBank 830P取扱説明書

2012年3月　第3版発行

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 830P
製造元：パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

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に、お客様が不要となって
お持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、
リサイクルを行っています。
※ 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、通話履歴、メール等）は、事前
に消去願います。
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