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時計に関する設定
B
日時／時計に関する設定 J%S「設定」S%S「時計の設定」S%

日付／時刻を設定する 「日付・時刻の設定」S%S西暦入力（４ケタ）S月入力（２ケタ）S
日入力（２ケタ）S時入力（２ケタ）S分入力（２ケタ）S%

今すぐ時刻を補正する 「日時の自動補正」S%S「今すぐ補正する」S%S「はい」S%S
「はい」S%

時刻を自動補正しない 「日時の自動補正」S%S「自動補正の設定」S%S「Off」S%

海外で電源を入れたとき自動で現地時刻を表示しない「自動世界時計」S%S「設定しない」S%
.本機は、海外で電源を入れると、自動的に世界時計が設定され、待受画面
に現地時間が表示されます。

世界時計を手動で設定する 「世界時計を手動で設定する」S%S%Sc／d地域選択S%

サマータイムを設定する 「サマータイムの設定」S%S「On」S%

お使いの地域（時間帯）を変更する 「時差の時間帯を設定する」S%Sc／d地域選択S%

お使いの地域を自分で作成する 「時差の時間帯を設定する」S%SBS都市名入力S%S＋／－選択
SdS時差入力（時２ケタ／分２ケタ）S%

時刻表示を12時間制にする 「時刻の表示形式」S%S「12時間」S%
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画面表示に関する設定 J%S「設定」S%

文字の大きさを変更する 「文字サイズの設定」S%S変更する画面選択S%Sサイズ選択S%

画面の配色などを変更する 「画面配色の変更」S%S配色選択S%S%S%

変更した画面配色を解除する 「画面配色の変更」S%S設定されている配色選択S%S「はい」S%

画面上部の電池表示を変更する 「ミニ電池の表示」S%S「時計／残量（％）」S%
.電池残量表示は、あくまでも目安です。
.電池パックの性能劣化軽減のため、充電を制御しており、充電が完了し
ても、電池残量表示は「100％」にならないことがあります。

照明や表示時間に関する設定 J%S「設定」S%S「照明の時間と明るさの設定」S%

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する 「照明の点灯時間」S%S時間選択S%

画面の明るさを変更する 「照明の明るさ」S%S明るさ選択S%

ボタン照明に関する設定 J%S「設定」S%

ボタン照明を点灯しない 「操作ボタンの照明」S%S「点灯しない」S%

背面表示に関する設定 J%S「設定」S%S「背面表示の設定」S%

時計の表示形式を変更する 「時計の表示」S%S表示形式選択S%

着信時背面画面に相手の名前を表示しない 「電話着信時に相手の名前を表示」S%S「Off」S%

本機を持ち上げたときにライトを点灯しない 「持ち上げたときに点灯する」S%S「Off」S%

待受画面に関する設定 J%S「設定」S%S「待受画面の設定」S%S「待受画面の表示」S%

待受画面の時計／カレンダーを変更する 「時計／カレンダーの表示」S%S表示形式選択S%

待受画面に楽ともボタンを表示しない 「楽ともボタンの表示」S%S「表示しない」S%
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B
電話着信に関する設定 J%S「設定」S%S「電話着信時の設定」S%

受話音量を調節する 「受話音量の調節」S%S音量調節S%

着信時の音量を変更する 「着信時の音量」S%S音量調節S%

着信時のライト色を変更する 「着信時のライト」S%S「音声電話着信」／「テレビ電話着信」S%S
「ライト色設定」S%Sライト色選択S%

着信時にライトを点灯しない 「着信時のライト」S%S「音声電話着信」／「テレビ電話着信」S%S
「On／Off設定」S%S「Off」S%

イヤホン接続時に着信音をスピーカーから鳴らさない「着信音の出力先」S%S「イヤホンのみ」S%

メール着信に関する設定 J%S「設定」S%S「メール着信時の設定」S%

着信時の音量を変更する 「着信時の音量」S%S音量調節S%

着信時のライト色を変更する 「着信時のライト」S%S「ライト色設定」S%Sライト色選択S%

着信時にライトを点灯しない 「着信時のライト」S%S「On／Off設定」S%S「Off」S%
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効果音に関する設定 J%S「設定」S%S「効果音の設定」S%

ボタン確認音を消す 「ボタンを押したときの音」S%S「Off」S%

充電完了音を鳴らす 「充電が完了したときの音」S%S「On」S%

本機の開閉時に音を鳴らす 「本体を開閉するときの音」S%S「On」S%

電源On／Off時の音を消す 「電源を入れる／切るときの音」S%S「Off」S%
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ネットワークに関する設定 J%S「設定」S%S「ネットワークの設定」S%

ネットワークを手動で選ぶ 「ネットワークの選択」S%S「手動で選ぶ」S%Sネットワーク選択
S%　

優先的に接続するネットワークを追加する 「ネットワークの選択」S%S「優先するネットワークを選ぶ」S%S
挿入場所選択S%S「挿入」S%Sネットワーク選択S%

優先的に接続するネットワークを末尾に追加する 「ネットワークの選択」S%S「優先するネットワークを選ぶ」S%S
%S「末尾に追加」S%Sネットワーク選択S%

優先的に接続するネットワークを削除する 「ネットワークの選択」S%S「優先するネットワークを選ぶ」S%S
ネットワーク選択S%S「削除」S%　

ネットワークを追加する 「ネットワークの選択」S%S「ネットワークの追加・変更・削除」S%S
「追加」S%S国コード入力S%Sネットワークコード入力S%S名
前入力S%S「ネットワークタイプ選択」S%Sネットワークタイプ
選択S%
.すでにネットワークが追加されているときは、「ネットワークの追加・変
更・削除」を選び%を押すと、ネットワークリストが表示されます。さ
らにネットワークを追加するときは、再度%を押してから操作してくだ
さい。

ネットワークの内容を変更する 「ネットワークの選択」S%S「ネットワークの追加・変更・削除」S%S
ネットワーク選択S%S「変更」S%S追加と同様の操作で変更S%

ネットワークを削除する 「ネットワークの選択」S%S「ネットワークの追加・変更・削除」S%S
ネットワーク選択S%S「削除」S%

3G／GSMのモードを手動で切り替える 「3G／GSMの選択」S%S「手動」S%Sモード選択S%

ネットワークを再検索して接続する 「電波が強い基地局に再接続する」S%

ネットワーク自動調整を行う 「ネットワークを自動で調整する」S%S「はい」S%S%

ネットワークの状態を確認する 「ネットワークの状態」S%
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.管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。

お買い上げ時の状態に戻す操作 J%S「設定」S%S「初期化」S%

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す 「本体の設定を初期化する」S%S管理者用暗証番号入力S%S「はい」
S%S「はい」S%
.内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳や各種データなどの内容を消去しお買い上げ

時の状態に戻す
「すべてを購入時の状態に戻す」S%S管理者用暗証番号入力S%S
「はい」S%S「はい」S%
.一度リセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリもすべ
て削除されます。

.操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
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自動世界時計

3 自動世界時計が動作しない

.「時差の時間帯を設定する」が「東

京」以外のときは、動作しません。

.「サマータイムの設定」が「On」
のときは、動作しません。

.ネットワークから時刻情報が得ら

れないときは、現地の時刻を表示

できないことがあります。

3 現地時刻が表示されなくなった

.次のときは、現地時刻が表示され

なくなります。

,「自動世界時計」を「設定しな

い」にしたとき

,「世界時計を手動で設定する」で

世界時計を変更したとき

,「時計／カレンダーの表示」で

「世界時計」以外に設定したとき
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