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楽ボタンメニュー
2-2

基
本
操
作

2
 a、b、c、dを押すと、よく使

う機能のメニューが表示されます。

（楽ボタンメニュー）

本機の機能を呼び出すときは、楽ボタ

ンメニューを利用すると便利です。

.楽ボタンメニューについて詳しくは、

15章の「メニュー一覧」（AP.15-23）
を参照してください。

便利メニューから、カレンダーを呼び

出す方法を例に説明します。

1a　

.便利メニューが表示されます。

2a／bで

「カレンダーを見る」S%

.カレンダーが表示されます。

楽ボタンメニューの使いかた

楽ボタンメニューから機能を選ぶ 全メニューを表示するとき
1のあとA

,該当機能内のすべてのメニューが表

示されます。

タブについて
.その画面や項目に複数の画面／項目

があるときは、「タブ」が表示されま

す。タブの切替はc／dで行い

ます。

１つ前の画面に戻るとき
.$を押します。確認操作などが必要

なことや戻れないこともあります。

待受画面に戻るとき
."を押します。確認操作などが必要

なこともあります。

タブ
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メインメニュー
2-3

基
本
操
作

2
%を押すと、本機で利用できるすべ

ての機能が表示されます。

（メインメニュー）

1%　

.メインメニューが表示されます。

2a／bで機能／項目選択

S%　

.このあと、項目内のメニューが表
示されますので、a／bで項
目を選び、%を押します。

.メインメニューについて詳しくは、15章
の「メニュー一覧」（AP.15-23）を

参照してください。

メインメニューをアイコン表示に変更

できます。

1%S「設定」S%

2「メインメニューの表示形式」

S%S「アイコンのメニュー」

S%　

.アイコンのメニューに設定され
ます。

メインメニューの使いかた

メインメニューから機能を選ぶ

メインメニュー項目について

電話機能
電話関連の機能を利用し
ます。

メール機能 メールを利用します。

写真や音楽
カメラを起動したり、写真
などのデータを確認しま
す。

便利な機能
歩数計やカレンダーなど
を利用します。

楽しい機能
インターネットに接続し
たり、音楽や動画を再生し
ます。

安心機能
緊急ブザーや読んだよメー
ルなどを利用します。

設定 いろいろな設定をします。

メインメニューの表示をアイコンにする
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マナーについて
2-4

基
本
操
作

2
 携帯電話をお使いになるときは、周

囲への気配りを忘れないようにしま

しょう。
.劇場や映画館、美術館などでは、周囲

の人たちの迷惑にならないように電源

を切っておきましょう。

.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人たちの迷惑にな

らないように気をつけましょう。

.電車やバスなどの交通機関では、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。

着信があったり、目覚ましやアラーム

が動作しても、本機から音が出ないよ

うにします。

1#（長く）

.マナーモードが設定されます。

電源は入れたまま、電波だけを停止し

ます。
.電波を停止すると、電話の発着信、メー

ルの送受信、インターネット接続など、

電波をやりとりする機能が利用できな

くなります。

1%S「設定」S%
S「ネットワークの設定」

S%　

2「電波を停止する」S%

3「停止する」S%

マナーモード／電波の停止 マナーモード：P.2-6

マナーモードを利用する

マナーモードを設定すると
.着信音などの音量が「消音」になり

ます。

.着信時などに振動するようになりま

す。

.カメラ撮影時のシャッター音は、設

定にかかわらず常に一定の音量で鳴

ります。

.音楽再生など、一時的に音を出すと

きは、次の操作を行います。

再生中にaS%S「はい」／「い

いえ」S%S音量調節

マナーモードを解除するとき
マナーモード設定中に#（長く）

電波を停止する

電波の停止を解除するとき
3で「停止しない」S%
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その他の基本操作
2-5

基
本
操
作

2

1%S0　

.お客様の電話番号と、はじめて電
源を入れたときに入力した名前が
表示されます。

1E（長く）

.モバイルライトが点灯します。

2いずれかのボタンS消灯

操作がわからなくなったときに、ボタ

ンのはたらきやマークの意味を表示で

きます。

1%S「便利な機能」S%

2「ボタンの働きとマークの意味」

S%　

3確認項目選択S%

その他の基本操作 自分の番号を見る：P.2-6

電話番号を確認する

登録内容を編集するとき
1のあとタブ選択S項目選択SA
S編集項目選択S%S内容編集

SA　

懐中電灯（スポットライト）として利用する

スポットライト利用時のご注意
.スポットライトを人の目に近づけて

点灯させたり、発光部を直視したり

しないでください。また、発光方向

を確認してからご利用ください。

操作方法を確認する
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応用操作
2-6

基
本
操
作

2

マナーモード

マナーモードの設
定を変更したい

/%S「設定」S%S「マナー

モードの設定」S%S下記の操作

利用モードを変更する
モード選択S%

各モードの設定内容を変更する
モード選択SBS設定項目選択S%S
各設定項目の操作
.「通常モード」では変更できません。

.モードによっては、変更できない項目もあり

ます。

オリジナルのモー
ドを作成したい

%S「設定」S%S「マナーモードの

設定」S%S「オリジナルモード」SB
S設定項目選択S%S各設定項目の操作

モードの設定を初
期化したい

%S「設定」S%S「マナーモードの

設定」S%Sモード選択SAS「はい」

S%　

マナーモード設定
中に音声を出力す
るとき確認画面を
表示しない

%S「設定」S%S「マナーモードの

設定」S%S「マナーモード」SBS
「音声出力確認画面」S%S「表示しな

い」S%　

自分の番号を見る

項目をコピーして
利用したい

%S0S項目選択SBS「コピー」S
%　

送信する電話番号
などの情報を変更
したい

%S0SBS「赤外線送信設定」S
%S項目選択S%（ ／ ）SA

自分の番号などを
お買い上げ時の状
態に戻したい

%S0SBS「登録内容のリセット」

S%S「はい」S%
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