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はじめに

このたびは、「SoftBank 921SH」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 921SHをご利用の前に、「らくらくスタートブック」、「取扱説明書（本書）」および
「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（AP.14-39）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 921SHは、3G方式に対応しております。

ご注意

.本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

.本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

.本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載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（AP.14-39）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 921SH」には、「らくらくスタートブック」と「取扱説明書（本書）」とが同梱されています。
.最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
.各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「取扱説明書（本書）」をお読みください。
.各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。

■「使いこなし読本」のダウンロード

パソコンから：http://www.softbank.jp/mb/r/support/921sh/
このケータイから：http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/921sh/

「使いこなし読本」QRコード
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SoftBank 921SH　取扱説明書

2008年２月　第２版
ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 921SH
製造元：シャープ株式会社

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、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（アドレス帳・通信履歴・メールなど）は
　事前に消去願います。

TINSJA401AFZZ
08B 103.6 YM HI292②

 



i

このケータイをお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作を

まとめて説明しています。必ずお読みください。

準備／基礎知識 1

共通操作 2

このケータイの代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。

お使いになりたい機能の章をお読みください。

電話 3

メール 4

インターネット 5

テレビ 6

カメラ／静止画編集 7

メディアプレイヤー／S!アプリ 8

このケータイで利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明して

います。

ツール 9

コミュニケーションサービス 10

このケータイのセキュリティを強化する機能について説明しています。 セキュリティ 11

データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。 通信／バックアップ 12

このケータイを使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。 カスタマイズ 13

このケータイについての資料や各種情報、索引をまとめています。 資料／付録 14

最初に「らくらく

スタートブック」を

お読みください。

921SH

P.vi

P.iv

P.ii

921SH

本書の

構成

#02tori__J535_PDF.book  i ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分



#02tori__J535_PDF.book  ii ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
機能の探しかた
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本書の見かた
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操作にあたってのご注意
.本書は、特にことわりのない限り、こ
のケータイを開いた状態（オープンポ

ジション：AP.1-2）で、待受画面

（AP.1-11）からの操作を中心に説明
しています。
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■電池パック（SHBBR1）

■マイク付ステレオイヤホン（黒）（SHLBG1）

■卓上ホルダー（SHEBR1）

■USBケーブル（試供品）

■ユーティリティーソフトウェア（試供品）

10 コミュニケーションサービス

11 セキュリティ

12 通信／バックアップ

13 カスタマイズ

14 資料／付録

付属品

.付属品／オプション品については、お問
い合わせ先（AP.14-39）までご連絡く
ださい。

.充電には、ソフトバンクが指定した充電
器（オプション品）を使用してください。

.本書では、「マイク付ステレオイヤホン」
を、以降「イヤホンマイク」と表記して

います。

.ユーティリティーソフトウェアはこのケー
タイ専用です。最新版は「ソフトバンク

ホームページ」（AP.14-22）よりダウ

ンロードできます。
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安全上のご注意
viii
ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してください。

.ここに⺬した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守り
ください。

.本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられ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。

■絵表⺬について
この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表⺬をしています。

その表⺬を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

■絵表⺬の意味

安全上のご注意

ご使用の前に

a 危険 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を⺬しています。

a 警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を⺬しています。

a 注意 誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を⺬しています。

bcdef記号は

してはいけないこと（禁止）を表してい

ます。

gh記号は

しなければならないこと（指⺬）を表し

ています。

a記号は

気をつける必要があることを表してい

ます。
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本機に使用する充電器および電池パッ
ク、卓上ホルダーは、ソフトバンクが指
定したものを使用する。（AP.vii、P.1-
10）
指定品以外のものを使用すると、電池パッ
クを漏液・発熱・破裂させる原因となりま
す。また、充電器が発熱したり、故障・感電・
火災の原因となります。

充電端子どうしを金属などで接触させな
い
充電端子を針金などの金属類（金属製のス
トラップなど）で接触させないでください。
また、金属製のネックレスやヘアピンなど
と一緒に持ち運んだり、保管しないでくだ
さい。
電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発
火・感電により、やけどやけがの原因となり
ます。専用ケースなどに入れて持ち運んで
ください。

電池パックを充電するときや、使用する
場合は、必ず次のことを守ってください。
正しく使用しないと、電池パックの液が
漏れたり、発熱・破裂・発火により、や
けどやけがの原因となります。
.加熱したり、火の中へは投げ込まないで
ください。

.分解・改造・破壊しないでください。

.釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、投
げつけたり、踏みつけたり、ハンダ付けを
しないでください。

.外傷、変形の著しい電池パックは使用し
ないでください。

.充電するときは、専用の充電器以外は使
用しないでください。（AP.1-10）

.電池パックを本機に装着する場合、うま
く装着できないときは、無理に装着しな
いでください。

.火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の
場所での充電・使用・放置はしないでくだ
さい。

.付属品の電池パックは、本機専用です。
他の機器には使用しないでください。

電池パックが漏液して液が目に入ったと
きは、こすらずに、すぐにきれいな水で
十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を
受けてください。
目に障害を与える恐れがあります。

付属の卓上ホルダーを他の機器に使用し
ない
付属の卓上ホルダーは、本機専用です。本機
以外の機器に使用すると、発熱・発火・感電・
故障の原因となります。

内部に物や水などを入れない
本機や充電器、卓上ホルダーの開口部から
内部に金属類や燃えやすい物などを差し込
んだり、落とし込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。特にお子様の
いる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多
い所では使用しない
火災・感電の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない
本機や充電器、卓上ホルダーの近くに花び
ん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの
入った容器または小さな金属物を置かない
でください。
こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電
の原因となります。

電子レンジや高圧容器に、電池パックや
本機、充電器、卓上ホルダーを入れない
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させた
り、本機や充電器、卓上ホルダーを発熱・発
煙・発火させたり回路部品を破壊させる原
因となります。

分解や改造はしない
.本機や充電器、卓上ホルダーのキャビ
ネットは、開けないでください。感電やけ
がの原因となります。
内部の点検・調整・修理は、ソフトバンク
の故障受付窓口にご依頼ください。

.本機や充電器、卓上ホルダーを改造しな
いでください。火災・感電の原因となりま
す。

危険
本機、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

g

b

電池パックの取り扱いについて

卓上ホルダーの取り扱いについて

b

g

b

警告
本機、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

b

d
b

b

c
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モバイルライトの発光部を人の目に近づ
けて点灯発光させない
視力障害の原因となります。また、目がくら
んだり、驚いたりしてけがなどの事故の原
因となります。

注意事項：
当製品に使用のモバイルライト光源LEDは、
指定されていない調整等の操作を意図的に
行った場合、眼の安全性を超える光量を放出
する可能性がありますので分解しないでく
ださい。修理は、指定のサービスステーショ
ンに限定されています。

異常が起きたときや、内部に水や異物な
どが入ったときは
万一、異常な音や臭い、発煙に気づいたとき
や、内部に水や異物などが入ったときは、本
機の電源を切って電池パックを取り外し、

ACアダプタはプラグを家庭用ACコンセン
トから抜いて、ソフトバンクの故障受付窓
口にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因とな
ります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生
する場所に立ち入る場合は、必ず事前に
本機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。ガソリンスタンド構内
などでおサイフケータイ{対応端末をご
利用になる際は、必ず事前に電源を切っ
た状態で使用してください。（ICカード
ロックを設定されている場合は、ロック
を解除した上で電源をお切りください。）

衝撃を与えない
.家庭用ACコンセントに接続したACアダ
プタに強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。

.本機や充電器、卓上ホルダーを持ち運ぶ
ときは、落としたり、衝撃を与えないよう
にしてください。けがや故障の原因とな
ります。
万一、本機や充電器、卓上ホルダーを落と
すなどして、キャビネットを破損した場
合は、電池パックを外して、ソフトバンク
の故障受付窓口にご連絡ください。その
まま使用すると、けが・火災・感電の原因
となります。

事故防止のために
.自動車や自転車などの乗物を運転すると
きは、本機を絶対にご使用にならないで
ください。安全走行を損ない事故の原因
となります。車などを安全な所に止めて
からご使用ください。
道路交通法により、運転中の携帯電話の
使用は罰則の対象となります。（2004年
11月１日改正施行）

.自動車やバイク、自転車などの運転中は、
イヤホンマイクなどを絶対に使わないで
ください。
交通事故の原因となります。

.歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほ
ど、音量を上げすぎないでください。特
に、踏切や横断歩道などでは、十分に気を
つけてください。
交通事故の原因となります。

イヤホンマイクやストラップを持って本機
を振り回したり、投げない
本人や他人にあたり、けがなどの事故や故
障および破損の原因となります。

航空機内では、本機の電源を切る
電波の影響で航空機の電子精密機器の故障
の原因および安全に支障をきたす恐れがあ
ります。

バイブレータや着信音の設定に注意する
心臓の弱い方は、設定にご注意ください。

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、す
ぐに電源を切って安全な場所に移動する
落雷・感電の原因となります。

クイックショートカット利用時は、周り
の安全を確認したうえで、本機をしっか
り握り、強く振りすぎない
人や物にあたり、けがなどの事故や故障お
よび破損の原因となります。

警告
本機、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

b

h

g

本機の取り扱いについて

b

b

b

g

g
g
b
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安全上のご注意

指定以外の電圧では使用しない
指定された電源電圧以外の電圧で使用しな
いでください。
火災・感電の原因となります。
.ACアダプタ：AC100V-240V

充電器の取り扱いについて
.ぬれた手でプラグを抜き差ししないでく
ださい。感電の原因となります。

.ACアダプタのプラグを家庭用 ACコンセ
ントから抜くときは、ひねらずにまっす
ぐ抜いてください。けがや故障の原因と
なります。

.タコ足配線はしないでください。発熱に
より火災の原因となります。

.コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ね
じったり、加工したりしないでください。
また、重い物を乗せたり、加熱したり、
引っぱったりすると、コードが破損し、火
災・感電の原因となります。

接続コネクターの端子をショートさせない
接続コネクターの端子を金属類でショート
させないでください。充電器が発熱したり、
発火・感電の原因となります。

ACアダプタコードが傷ついたときは（芯
線の露出、断線など）
直ちに使用を中止し、新しいものをご購入
ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因とな
ります。

雷が鳴りだしたら
安全のため早めにACアダプタのプラグを
家庭用ACコンセントから抜いておいてく
ださい。
火災・感電・故障の原因となります。

充電器や卓上ホルダーは、小さなお子様
の手の届かない所で使用・保管する
感電・けがの原因となります。

卓上ホルダーは自動車内で使用しない
卓上ホルダーを自動車内で使用しないでく
ださい。過大な温度と振動により、火災・故
障の原因となることがあります。

.充電の際に所定充電時間を超えても充電が
完了しないときには、充電をやめてくださ
い。発熱・破裂・発火の原因となります。

.電池パックが漏液したり、異臭がすると
きには直ちに火気より遠ざけてくださ
い。
漏液した電解液に引火し、発火・破裂する
原因となります。

電池パックの使用中や充電中または保管時
に異臭を感じたり、発熱したり、変色・変形
など、今までと異なることに気がついたと
きには、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。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波
の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関
する指針」（電波環境協議会［平成９年４月］）に準
拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する
調査研究報告書」（平成13年３月「社団法人　電波
産業会」）の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み
型除細動器を装着されている場合は、ペー
スメーカ等の装着部位から22cm以上離
して携行および使用してください。
電波により、植込み型心臓ペースメーカお
よび植込み型除細動器が誤動作するなどの
影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付近
に植込み型心臓ペースメーカおよび植込
み型除細動器を装着している方がいる可
能性がありますので、本機の電源を切る
ようにしてください。
電波により、植込み型心臓ペースメーカお
よび植込み型除細動器が誤動作するなどの
影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことを守って使
用してください。
.手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監
視病室（CCU）には、本機を持ち込まない。

.病棟内では本機の電源を切る。

.ロビー等であっても、付近に医用電気機
器がある場合は、本機の電源を切る。

.医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁
止等の場所を定めている場合は、その医
療機関の指⺬に従う。

自宅療養等医療機関の外で、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は、
電波による影響について個別に医用電気
機器メーカ等にご確認ください。

充電器の取り扱いについて

b

e
b

b

g

電池パックの取り扱いについて

h

g
b

g

g

医用電気機器の近くでの取り扱いについて

g

g

g

g
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置き場所について
.ぐらついた台の上や傾いた所など、不安
定な場所に置かないでください。落ちた
りして、けがや故障の原因となることが
あります。

.調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が
あたるような場所に置かないでくださ
い。火災・事故の原因となることがありま
す。

.冷気が直接吹きつける場所に置かないで
ください。
露がつき、漏電・焼損の原因となることが
あります。

.直射日光が⻑時間あたる場所（特に密閉
した自動車内）や暖房器具の近くには置
かないでください。
キャビネットが変形・変色したり、火災・
やけどの原因となることがあります。ま
た、電池パックが変形して、使用できなく
なることがあります。

.極端に寒い場所に置かないでください。
故障や事故の原因となることがありま
す。

.火気の近くに置かないでください。故障
や事故の原因となることがあります。

使用場所について
.ほこりの多い所では使用しないでくださ
い。放熱が悪くなり、焼損・発火の原因と
なることがあります。

.海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所
で使用しないでください。故障や事故の
原因となることがあります。

.キャッシュカード、テレホンカードなど
の磁気を利用したカード類を本機に近づ
けないでください。カードに記録されて
いるデータが消えることがあります。

本機の温度（発熱）について
本機を⻑時間利用すると、本機が熱くなる
ことがあります。
また、本機を⻑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。
気温や室温が高い場所では、特にご注意く
ださい。

真夏の自動車内など、高温になる場所に
は置かない
本機のキャビネットが熱くなり、やけどの
原因となることがあります。

音量の設定について
音量の設定については、十分に気をつけて
ください。
思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因とな
ることがあります。
また、耳をあまり刺激しないように適度な
音量でお楽しみください。

スライド開閉について
本機をスライド開閉する際は、指やスト
ラップなどを挟まないように注意してくだ
さい。けがや故障、破損の原因となることが
あります。

イヤホンマイクの取り扱いについて
.抜くときは、必ずプラグを持ってくださ
い。コードを持って抜くと、断線や故障の
原因となることがあります。

.プラグはいつもきれいにしておいてくだ
さい。プラグが汚れていると雑音が出た
り、誤動作の原因となることがあります。

自動車内でご使用のとき
本機を自動車内で使用したときは、自動車
の車種によって、まれに車両電子機器に影
響を及ぼすことがあります。

皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用
をやめ医師の診断を受ける
本機では材料として金属などを使用してい
ます。お客様の体質や体調によっては、かゆ
み、かぶれ、湿疹などが生じることがありま
す。（使用材料：AP.14-18）

ACアダプタコードの取り扱いについて
.プラグを抜くときは、コードを引っぱら
ないでください。コードを引っぱると
コードが傷つき、火災・感電の原因となる
ことがあります。

ACアダプタのプラグを持って抜いてくだ
さい。

.コードを熱器具に近づけないでくださ
い。コードの被覆が溶けて、火災・感電の
原因となることがあります。

.家庭用ACコンセントへの差し込みがゆる
くぐらついていたり、コードやプラグが
熱いときは使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なることがあります。

注意
本機、電池パック、充電器の取り扱いについて（共通）

a
本機の取り扱いについて

a

a

b

a

a

充電器の取り扱いについて

a

b

g

b

g
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風通しの悪い場所では使用しない
充電器や卓上ホルダーは風通しのよい状態
でご使用ください。
布や布団で覆ったり、包んだりしないでく
ださい。
熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の
原因となることがあります。

⻑期間ご使用にならないときは
安全のため、ACアダプタから本機を取り外
し、必ずプラグを家庭用ACコンセントから
抜いてください。

お手入れのときは
安全のため、ACアダプタは家庭用ACコン
セントからプラグを抜いて行ってくださ
い。

通電中は卓上ホルダーに⻑時間触らない
低温やけどの原因となります。

衝撃を与えたり、投げつけたりしないでく
ださい。発熱・破裂・発火の原因となること
があります。

電池パックを直射日光の強い所や炎天下の
車内などの高温の場所で使用したり、放置
しないでください。発熱・発火、電池パック
の性能や寿命を低下させる原因となること
があります。

水や海水などにつけたり、ぬらさないでく
ださい。
電池パックの破損や性能・寿命を低下させ
る原因となることがあります。

電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付
着したときには、すぐにきれいな水で洗い
流してください。皮膚がかぶれたりする原
因となることがあります。

不要になった電池パックは、一般のゴミと
一緒に捨てないでください。端子にテープ
などを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソ
フトバンクショップへお持ちください。
電池を分別回収している市町村では、その
規則に従って処理してください。

電池パックは小さなお子様の手の届かない
所に保管してください。けがなどの原因と
なることがあります。また、使用する際にも
小さなお子様が本機から取り外さないよう
にご注意ください。

.電池パックの充電は、周囲温度 5℃～ 35
℃の場所で行ってください。この温度範
囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、
電池パックの性能や寿命を低下させる原
因となることがあります。

.電池パックをお子様がご使用の場合は、
保護者が取扱説明書の内容を教えてくだ
さい。
また、使用中においても、取扱説明書のと
おりに使用しているかどうかをご注意く
ださい。

.電池パックをはじめてご使用の際に、異
臭・発熱や、その他異常と思われたとき
は、使用しないで、ソフトバンクの故障受
付窓口にご連絡ください。

.電池パックを使い切った状態で、保管・放
置はしないでください。
また、電池パックを⻑期間保管・放置され
るときは、半年に１回程度、電池パックの
補充電を行ってください。
そのままにしておくと、電池パックが使
用できなくなります。

電池パックの取り扱いについて
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h

h

b

b
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.事故や故障などにより本体／メモリカードに登録
したデータ（アドレス帳・画像・サウンドなど）や設
定した内容が消失・変化した場合の損害につきま
しては、当社は責任を負いかねますのであらかじ
めご了承ください。大切なアドレス帳などのデー
タは、控えをとっておかれることをおすすめしま
す。

.本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下
街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通
話が困難になることがあります。また、通話中に電
波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切
れることがありますので、あらかじめご了承くだ
さい。

.本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲
の人たちの迷惑にならないようにご注意くださ
い。

.本機は電波法に定められた無線局です。したがっ
て、電波法に基づく検査を受けていただくことが
あります。あらかじめご了承ください。

.一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いに
なっている近くで本機を使用すると、雑音が入る
などの影響を与えることがありますので、ご注意
ください。

.傍受にご注意ください。
本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい
商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手
段を超える方法をとられたときには第三者が故意
に傍受するケースもまったくないとはいえませ
ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ
さい。
傍受（ぼうじゅ）とは
無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意また
は偶然に受信することです。

.運転中は、本機を絶対にご使用にならないでくだ
さい。

.本機をご使用になるために、禁止された場所に駐
停車しないでください。

.本機を車内で使用したときは、自動車の車種に
よって、まれに車両電子機器に影響を与えること
がありますので、ご注意ください。

.航空機の機内では、絶対にご使用にならないでく
ださい。
（電源も入れないでください。）
運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

.本機の電池パックを⻑い間外していたり、電池残
量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・
設定した内容が消失または変化してしまうことが
ありますので、ご注意ください。なお、これらに関
しまして発生した損害につきましては、当社は責
任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ
い。

.本機は温度：5℃～35℃、湿度：35％～85％の範囲
でご使用ください。

.極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所で
のご使用、保管は避けてください。

.カメラ部分に、直射日光が⻑時間あたると、内部の
カラーフィルターが変色して、画像が変色するこ
とがあります。

.お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてくだ
さい。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを
用いると色があせたり、文字が薄くなったりする
ことがありますので、ご使用にならないでくださ
い。

.本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つ
けないようご注意ください。

.機能制限について
本機を機種変更／解約したり、⻑期間使用しな
かったときは、次の機能が利用できなくなります。
,カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

.本機は防水仕様ではありません。水にぬらしたり、
湿度の高い場所に置かないでください。特に次の
ような場所・場面ではご注意ください。
,雨の日の外出／手や身体の汗／海辺などへの持
ち出し／エアコンの吹き出し口／洗面所

.無理な力がかからないようにお取り扱いくださ
い。故障やけがの原因となります。
,ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃ
がみこんだり椅子などに座らないでください。

,カバンなどに入れるときは、重たい物の下になら
ないように十分ご注意ください。

.イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けな
いでください。誤動作を起こしたり、破損すること
があります。

.電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って
から取り外してください。

お願いとご注意

ご利用にあたって 自動車内でのご使用にあたって

航空機の機内でのご使用について

お取り扱いについて
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.音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー
スなどは著作権法により、その著作物および著作
権者の権利が保護されています。こうした著作物
を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用
する目的でのみ行うことができます。この目的を
超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式
の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク
上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人
格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受
けることがあります。本製品を使用して複製など
をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切
なご使用を心がけていただきますよう、お願いい
たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され
ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも
のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を
心がけていただきますよう、お願いいたします。

下記の１件または複数の米国特許またはそれに対応
する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりラ
イセンスされています。
Licensed by QUALCOMM Incorporated under one 
or more of the following United States Patents 
and/or their counterparts in other nations ;
4,901,307  5,490,165  5,056,109  5,504,773
5,101,501  5,506,865  5,109,390  5,511,073
5,228,054  5,535,239  5,267,261  5,544,196
5,267,262  5,568,483  5,337,338  5,600,754
5,414,796  5,657,420  5,416,797  5,659,569
5,710,784  5,778,338

動画の撮影／再生の技術には「MPEG-4」、「VC-1」が
使われています。
This product is licensed under the MPEG-4 
Visual Patent Portfolio License for the personal 
and non-commercial use of a consumer to (i) 
encode video in compliance with the MPEG-4 
Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) 
decode MPEG-4 Video that was encoded by a 
consumer engaged in a personal and non-
commercial activity and/or was obtained from 
a licensed video provider. No license is granted 
or implied for any other use. 
Additional information may be obtained from
MPEG LA. 
See http://www.mpegla.com.
This product is licensed under the MPEG-4 
Systems Patent Portfolio License for encoding 
in compliance with the MPEG-4 Systems 
Standard, except that an additional license and 
payment of royalties are necessary for encoding 
in connection with (i) data stored or replicated 
in physical media which is paid for on a title by 
title basis and/or (ii) data which is paid for on a 
title by title basis and is transmitted to an end 
user for permanent storage and/or use. Such 
additional license may be obtained from MPEG 
LA, LLC. 
See http://www.mpegla.com for additional 
details.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF 
A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD 
("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER 
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS 
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER 

LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO 
LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED 
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL 
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM 
MPEG LA, L.L.C. 
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

本機は、RSA Security Inc.のRSA{

BSAFE^ソフトウェアを搭載していま
す。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標で
す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国
およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社ア
プリックスがJava^アプ
リケーションの実行速度
が速くなるように設計し
たJBlend^が搭載されて
います。

Powered by JBlend^.Copyright 1997-2008 
Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および
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。

JavaおよびJavaに関連する商標は、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。

著作権等について

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
ください。第三者にこのような行為をさせること
も同様です。
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microSDHC^、microSD^、miniSD^はSD Card 
Associationの商標です。

本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレー
ヤとして、株式会社ACCESSのNetFront Browserお
よびNetFront SMIL Playerを搭載しています。
Copyright} 1996-2008 ACCESS CO., LTD.　
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本また
はその他の国における商標または登録商標です。
本製品の一部分に Independent JPEG Group
が開発したモジュールが含まれています。

IrSimple^、IrSS^およびIrSimpleShot^は、Infrared 
Data Association{の商標です。

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

The Bluetooth word mark and logos are owned 
by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by Sharp is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their 
respective owners.

Bluetooth{は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標
です。

本機のBluetooth{機能の周波数帯では、電子レンジ
などの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン
等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局
など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されていま
す。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記
の事項に注意してご使用ください。
１Bluetooth{機能を使用する前に、近くで同じ周波
数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな
いことを目視で確認してください。

２万一、Bluetooth{機能の使用にあたり、本機と「他
の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場
合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth{

機能の使用を停止（電波の発射を停止）してくだ
さい。

３その他不明な点やお困りのことが起きたときには、
次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：ソフトバンク　お客さまセンター
ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
（一般電話からおかけの場合、「お問い合わ
せ先」（AP.14-39）を参照してください。）

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

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

Powered by Mascot Capsule{/Micro3D Edition^™
Mascot Capsule{ is a registered trademark of 
HI Corporation
}2002-2008 HI Corporation. All Rights 
Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触 ICカード
の技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
mは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標
です。
FeliCa is a contactless IC card technology 
developed by Sony Corporation.
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録
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。

本製品はAdobe Systems 
Incorporatedが開発したAdobe{ 
Flash{ Lite^テクノロジーを搭載
しています。

Copyright} 1995-2008 Adobe Macromedia
Software LLC. All rights reserved.
Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporatedの
米国およびその他の国における商標または登録商標
です。



xvii

安全上のご注意

#02tori__J535_PDF.book  xvii ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
ドキュメントビューアは、

Picsel Technologiesにより実
現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File 
Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF 
ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel 
Technologiesの商標または登録商標です。

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。

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。

「ひとり旅録{」、「Solo Travelling Photo{」は株式
会社アイエスピーの登録商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本
国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社
の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米
国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT　

TVコール、S!アプリ、きせかえアレンジ、ムービー写
メール、写メール、デルモジ、インプットメモリ、ちか
チャット、マルチジョブ、S!メール、アレンジメール、
フィーリングメール、S!情報チャンネル、S!タウン、
S!ループ、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!速
報ニュース、S!電話帳バックアップ、S!一⻫トーク、
S!ともだち状況、生活アプリ、S!おなじみ操作、S!
ミュージックコネクト、安心遠隔ロックはソフトバ
ンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録
商標または商標です。
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この機種【921SH】の携帯電話機は、国
が定めた電波の人体吸収に関する技術基
準に適合しています。
　この技術基準は、人体頭部のそばで使
用する携帯電話機などの無線機器から送
出される電波が人間の健康に影響を及ぼ
さないよう、科学的根拠に基づいて定め
られたものであり、人体頭部に吸収され
る電波の平均エネルギー量を表す比吸収
率（SAR：Specific Absorption Rate）に
ついて、これが２W/kg※の許容値を超
えないこととしています。この許容値
は、使用者の年齢や身体の大きさに関係
なく十分な安全率を含んでおり、世界保
健機関（WHO）と協力関係にある国際
非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が
⺬した国際的なガイドラインと同じ値に
なっています。
　すべての機種の携帯電話機は、発売開
始前に、電波法に基づき国の技術基準に
適合していることの証明（技術基準適合
証明）を受ける必要があります。この携
帯電話機【921SH】も財団法人テレコ
ムエンジニアリングセンターから技術基
準適合証明を受けており、SARは1.120
W/kgです。この値は、技術基準適合証
明のために財団法人テレコムエンジニア
リングセンターによって取得されたもの
であり、国が定めた方法に従い、携帯電
話機の送信電力を最大にして測定された
最大の値です。個々の製品によって SAR
に多少の差異が生じることもあります
が、いずれも許容値を満足しています。
また、携帯電話機は、携帯電話基地局と
の通信に必要な最低限の送信電力になる
よう設計されているため、実際に通話し
ている状態では、通常 SARはより小さ
い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知
りになりたい方は、下記のホームページ
をご参照ください。

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/
corporate/legal/emf/emf03.html

「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」
米国連邦通信委員会の指針は、独立した
科学機関が定期的かつ周到に科学的研究
を行った結果策定された基準に基づいて
います。この許容値は、使用者の年齢や
健康状態にかかわらず十分に安全な値と
なっています。
携帯電話機から送出される電波の人体に
対する影響は、比吸収率（SAR: Specific
Absorption Rate）という単位を用いて
測定します。FCCで定められているSAR
の許容値は、1.6W/kgとなっています。
測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準
で実施され、下記のとおり本取扱説明書
の記載に従って身体に装着した場合は
0.861W/kgです。
身体装着の場合：この携帯電話機
【921SH】では、一般的な携帯電話の装
着法として身体から1.5センチに距離を
保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位
置で測定試験を実施しています。FCCの
電波ばく露要件を満たすためには、身体
から1.5センチの距離に携帯電話を固定
出来る装身具を使用し、ベルトクリップ
やホルスター等には金属部品の含まれて
いないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC
の電波ばく露要件を満たさない場合もあ
るので使用を避けてください。
比吸収率（SAR）に関するさらに詳しい
情報をお知りになりたい方は下記のホー
ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications &
Internet Association（CTIA）のホーム
ページ
http://www.phonefacts.net（英文の
み）

「欧州における電波ばく露の影響に関す
る情報」
この携帯電話機【921SH】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0.558W/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
を行うように設計されているためです。
世界保健機関は、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
関のホームページをご参照ください。
（http://www.who.int/emf）（英文の
み）

* 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。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について
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Safety Precautions
xix
. Read safety precautions before using handset.

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

. SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

■ Symbols
Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

Safety Precautions

Before Using Handset

a DANGER Great risk of death or serious injury from improper use

a WARNING Risk of death or serious injury from improper use

a CAUTION Risk of injury or damage to property from improper use

bcdef
Prohibited Actions

gh
Compulsory Actions

a
Attention Required
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Use specified battery, Charger and 
Desktop Holder only.
Non-specified equipment use may cause 
malfunctions, electric shock or fire due to 
battery leakage, overheating or bursting.

Do not short-circuit Charger 
terminals.
Keep metal objects away from Charger 
terminals. Keep handset away from 
jewelry. Battery may leak, overheat, burst 
or ignite causing injury. Use a case to carry 
battery.
。

Prevent injury from battery leakage, 
breakage or fire. Do not:
. Heat or dispose of battery in fire
. Open/modify/disassemble battery
. Damage or solder battery
. Use a damaged or warped battery
. Use non-specified charger
. Force battery into handset
. Charge battery near fire or sources of 

heat; or expose it to extreme heat
. Use battery for other equipment

If battery fluid gets in eyes, do not 
rub; rinse with water and consult a 
doctor immediately.
Eyes may be severely damaged.

。

Do not use supplied Desktop Holder 
for other equipment.
Supplied Desktop Holder is designed 
exclusively for 921SH. Do not use for other 
devices; may cause overheating, fire, 
electric shock or malfunction.

Do not insert foreign objects into the 
handset, Charger or Desktop Holder.
Do not insert metal or flammable objects 
into handset, Charger or Desktop Holder; 
may cause fire or electric shock. Keep out 
of children's reach.

Keep handset out of rain or extreme 
humidity.
Fire or electric shock may result.

Keep handset away from liquid-filled 
containers.
Keep the handset, Charger and Desktop 
Holder away from chemicals or liquids; 
fire or electric shock may result.

Do not place battery, handset, 
Charger or Desktop Holder in ovens, 
microwave ovens, etc.
Battery or other parts may leak, burst, 
overheat or ignite; may cause malfunction, 
accident or injury.

Do not disassemble or modify 
handset or related hardware.
. Do not open handset, Charger or 

Desktop Holder; may cause electric shock 
or injury. Contact SoftBank Customer 
Center, Customer Assistance for repairs.

. Do not modify handset, Charger or 
Desktop Holder; fire or electric shock 
may result.

Do not use Mobile Light near people's 
faces.
Eyesight may be temporarily affected 
leading to accidents.
CAUTION:
Use of controls, adjustments or 
performance of procedure other than 
those specified herein may result in 
hazardous radiation exposure. As the 
emission level from Mobile Light LED used 
in this product is harmful to the eyes, do 
not attempt to disassemble the cabinet. 
Servicing is limited to qualified servicing 
station only.

If an abnormality occurs, or water/
foreign matter is inside handset:
If handset emits an unusual sound, smoke 
or odor, or if water or foreign matter is 
inside it, discontinue use; may cause fire or 
electric shock. Turn off handset, remove 
battery and unplug AC Charger; contact 
SoftBank Customer Center, Customer Assistance.

DANGER
Handset, Battery & Charger

Battery

g

b

b

g

Desktop Holder

WARNING
Handset, Battery & Charger

b

b

d
b

b

c

b

h
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Keep handset off and Charger 
disconnected near gas stations or 
places with fire/explosion risk. Handset 
use near petrochemicals or other 
flammables may cause fire/explosion; 
turn handset off before using 
Osaifu-Keitai{ at gas stations (cancel 
IC Card Lock beforehand).

Do not subject handset, Charger or 
Desktop Holder to strong shocks or 
impacts.
. Avoid strong shocks to AC Charger while 

it is plugged into the outlet; may cause 
malfunction or injury.

. Strong shocks or impacts to handset, 
Charger or Desktop Holder may cause 
malfunction or injury. Should handset be 
damaged, remove battery then contact 
SoftBank Customer Center, Customer 
Assistance. Discontinue handset use; 
may cause fire, electric shock or injury.

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

beforehand. Phone use while driving is 
prohibited by the Road Traffic Law 
(revised November 1, 2004).

. Do not use Headphones while driving or 
cycling. Accidents may result.

. Moderate volume outside, especially 
near road/rail crossings, etc. to avoid 
accidents.

Do not swing handset by Headphones 
or strap.
May result in injury or breakage.

Turn handset power off before 
boarding aircraft.
Using wireless devices aboard aircraft may 
cause electronic malfunctions or endanger 
aircraft operation.

Adjust vibration and ringtone 
settings:
Users with a heart condition/pacemaker/
defibrillator should adjust handset settings 
accordingly.

During thunderstorms, turn power 
off; find cover.
There is a risk of lightning strike or electric 
shock.

Make sure the area is clear before 
using Quick Shortcut. Hold handset 
firmly and do not shake it roughly.
Handset may slip, resulting in injury or 
breakage.

Use only the specified voltage.
Non-specified voltages may cause fire or 
electric shock.
. AC Charger: AC 100V-240V Input

Charger care
. Do not touch with wet hands. Electric 

shock may occur.
. Pull AC Charger straight out to unplug it; 

may cause malfunction or injury.
. Do not use multiple cords in one outlet; 

may cause excess heat/fire.
. Do not bend, twist, pull or set objects on 

cord. Exposed wire may cause fire or 
electric shock.

Do not short-circuit Charger 
terminals.
May cause overheating, fire or electric 
shock. Keep metal away from terminals.

Damaged AC Charger cord:
May cause fire or electric shock; 
discontinue use and purchase a new 
Charger.

During thunderstorms:
Unplug AC Charger to avoid damage, fire 
or electric shock.

Charger/Desktop Holder use and 
children:
May cause electric shock/injury; keep out of 
reach.

Do not use Desktop Holder inside 
vehicles.
Extreme temperature or vibration may 
cause fire or damage handset, etc.

g

b

Handset

b

b
g

g

g

b

Charger

b

e
b

b

g

h
g

b
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. If battery does not charge properly, stop 
trying. Battery may overheat, burst or 
ignite.

. At signs of a battery leak, avoid fire 
sources. It may catch fire or burst.

If there is abnormal odor, excessive heat, 
discoloration or distortion, remove battery 
from handset. 
It may leak, overheat or explode.

This section is based on "Guidelines on the Use of 
Radio Communications Equipment such as Cellular 
Telephones and Safeguards for Electronic Medical 
Equipment" (Electromagnetic Compatibility 
Conference, April 1997) and "Report of 
Investigation of the Effects of Radio Waves on 
Medical Equipment, etc." (Association of Radio 
Industries and Businesses, March 2001).

Persons with implanted pacemaker/
defibrillator should keep handset 
more than 22 cm away.
Radio waves can interfere with implanted 
pacemakers or defibrillators causing such 
devices to malfunction.

Turn handset off in crowds or trains 
where persons with implanted 
pacemaker/defibrillator may be near.
Radio waves can interfere with implanted 
pacemakers or defibrillators causing such 
devices to malfunction.

Observe these rules inside medical 
facilities:
. Do not enter an operating room or an 

Intensive or Coronary Care Unit while 
carrying a handset.

. Keep handset off in hospitals, including 
lobbies.

. Obey medical facility rules on mobile 
phone use.

Consult electronic medical equipment 
vendor on radio wave effects.

Handset care
. Place handset on stable surfaces to avoid 

malfunction or injury.
. Keep handset away from oily smoke or 

steam. Fire or accidents may result.
. Cold air from air conditioners may 

condense, resulting in leakage or 
burnout.

. Keep handset away from heat/direct 
sunlight (e.g., inside vehicles, etc.). 
Warping, discoloration or fire may occur. 
Battery shape may be affected.

. Keep handset out of extremely cold 
places to avoid malfunction or accidents.

. Keep handset away from fire sources to 
avoid malfunction or accidents.

Usage environment
. Excessive dust may prevent heat release 

and cause burnout or fire.
. Avoid using handset on the beach. Sand 

may cause malfunction or accidents.
. Keep handset away from credit cards, 

telephone cards, etc. to avoid data loss.

Battery

g

g

Handset Use & Electronic Medical Equipment

g

g

g

g

CAUTION
Handset, Battery & Charger

a

a
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Handset temperature
Handset may become hot while in use. 
Avoid prolonged contact with skin 
especially at high temperature. May cause 
burn injuries.

Avoid leaving handset in extreme heat 
(inside vehicles, etc.).
Handset may become hot to the touch, 
leading to burn injuries.

Volume settings
Moderate handset volume; excessive 
volume may damage ears or hearing.

Opening/closing Slider
Keep fingers, straps, etc. outside; may 
cause injury, malfunction or breakage.

Headphones
. Do not force plugs or pull on cord; may 

damage plugs or cord.
. Keep plugs clean to avoid noise and 

malfunction.

Inside vehicles
Handset use may cause electronic 
equipment to malfunction.

If you experience any skin irritation 
associated with handset use, 
discontinue handset use and consult a 
doctor.
Metal and other materials may cause skin 
irritation, rashes, or itchiness depending on 
your physical condition.

AC Charger cord
. Grasp plug (not cord) to disconnect AC 

Charger. May cause fire/electric shock.
. Keep cord away from heaters. Exposed 

wire may cause fire or electric shock.
. Stop use if plug is hot or improperly 

connected. May cause fire/electric shock.

Always charge handset in a well-
ventilated area.
Avoid covering/wrapping Charger and 
Desktop Holder; may cause damage/fire.

During periods of disuse
Always unplug AC Charger after use.

Handset maintenance
Always disconnect AC Charger when 
cleaning handset.

Do not touch Desktop Holder while in 
use.
May cause burn injuries.

Do not throw or abuse battery. Battery 
may overheat, burst or ignite. 

Do not leave battery in direct sunlight or 
inside a closed vehicle; may reduce battery 
performance or overheat. An overheated 
battery may cause fire.

Do not expose battery to liquids. 
Performance may deteriorate.

If battery fluid contacts skin or clothes, 
rinse with clean water immediately.

Do not dispose of an exhausted battery 
with ordinary refuse; always tape over 
battery terminals before disposal. Take 
battery to a SoftBank shop, or follow the 
local disposal regulations.

Keep battery out of children's reach.

. Charge battery in ambient temperatures 
between 5℃ and 35℃; outside this 
range, battery may leak/overheat and 
performance may deteriorate.

. If your child is using handset, explain all 
instructions and supervise usage.

. If there is abnormal odor or excessive 
heat, stop using battery and call 
SoftBank Customer Center, Customer 
Assistance.

. Charge battery at least once every 
six months; an uncharged battery may 
become unusable.

Handset

aa

b

a
a
a

b
g

Charger

b

g
b

h
h
b

Battery

b
b
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. SoftBank is not liable for any damages 
resulting from accidental loss/alteration of 
handset or Memory Card data. Keep a copy of 
Phone Book entries, etc. in a separate place.

. Handset transmissions may be disrupted 
inside buildings, tunnels or underground, or 
when moving into/out of such places.

. Use handset without disturbing others.

. Handsets are radios as stipulated by the Radio 
Law. Under the Radio Law, handsets must be 
submitted for inspection upon request.

. Handset use near landlines, TVs or radios may 
cause interference.

. Beware of eavesdropping.
Because this service is completely digital, the 
possibility of signal interception is greatly 
reduced. However, some transmissions may 
be overheard.
Eavesdropping
Deliberate/accidental interception of 
communications constitutes eavesdropping.

. Never use handset while driving.

. Do not park illegally to use handset.

. Handset use may affect a vehicle's electronic 
equipment.

Never use handset aboard aircraft (keep power 
off).
Handset use may impair aircraft operation.

. If handset is left with no battery or an 
exhausted one, data may be altered/lost. 
SoftBank is not liable for any resulting 
damages.

.Use handset between 5℃ - 35℃ (35% - 85% 
humidity). 

.Avoid extreme temperatures and direct 
sunlight.

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

. Clean handset with dry, soft cloth. Using 
alcohol, thinner, etc. may damage it.

.Avoid scratching handset Display.

. Function Usage Limits
These functions are disabled after handset 
upgrade/replacement or service cancellation: 
Camera; Media Player; S! Applications; TV. 
After a period of disuse, these functions may 
be unusable; retrieve Network Information to 
restore usability.

.Handset is not water-proof. Avoid exposure to 
liquids and high humidity (e.g., precipitation, 
perspiration, beach, cold air from air 
conditioning, toilet, bathroom, etc.).

.Avoid heavy objects or excessive pressure. May 
cause malfunction or injury.
, Do not sit on handset in back pants pocket.
, Do not place heavy objects on handset inside 

handbags, packs, etc.
. Connect only specified products to Headphone 

Port. Other devices may malfunction or cause 
damage.

.Always turn off handset before removing 
battery.

Copyright laws protect sounds, images, 
computer programs, databases, other materials 
and copyright holders. Duplicated material is 
limited to private use only. Use of materials 
beyond this limit or without permission of 
copyright holders may constitute copyright 
infringement, and be subject to criminal 
punishment. Comply with copyright laws when 
using images captured with handset camera.

General Notes
General Use

Inside Vehicles

Aboard Aircraft

Handset Care

Copyrights
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1インカメラ
2レシーバー（受話口）
3明るさセンサー部
4スモールライト
5ディスプレイ
6センサーキー
7スピーカー
8通信用内蔵アンテナ
9アウトカメラ（レンズカバー）
aモバイルライト
bmマーク
c電池カバー
dストラップ取り付け穴
eテレビ受信用ホイップアンテナ
f赤外線ポート
gイヤホンマイク端子（端子キャップ付）
h充電端子
iマイク（送話口）
j外部機器端子（端子キャップ付）

ケータイを閉じた状態で

す。

.持ち運ぶときは、誤動作
防止を設定することをお

すすめします。

クローズポジションから、ディスプレイの

ある前面部をスライドさせた状態です。

.スライドするときは、無理な力を加えない
でください。ケータイやディスプレイを破

損する恐れがあります。

各部の名前とはたらき

5

g

h

6
7

8

c

b

1

2

3

9

a

i

j

4

d

fe

明るさセンサー部／センサーキー／内蔵ア

ンテナについて

.感度に影響しますので、シールなどを貼っ
たり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

.通常は閉じたままでお使いください。
ストラップ取り付け穴について

.金属製のストラップを取り付けると、受
信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション

オープンポジション
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.（　）内は、本書での表記です。

1マルチガイド右ボタン（d）
着信履歴表⺬

2マルチガイド上ボタン（a）
待受ウィンドウ表⺬

3センターボタン（%）
メインメニュー表⺬

4マルチガイド左ボタン（c）
発信履歴表⺬

5メールボタン（B）
メールメニュー表⺬

[⻑押し：S!メール作成画面表⺬]
6開始ボタン（!）
全通話履歴表⺬

7クリア／バックボタン（$）
簡易留守録再生
[⻑押し：簡易留守録設定／解除]

8ショートカット／A/aボタン（'）
ショートカットリスト表⺬

9ダイヤルボタン（0～9）
電話番号入力／クイックオペレーション

[⻑押し：アドレス帳あ行（1）～ら行
（9）、わ行（0）表⺬]

anボタン（(）
n ＋ Ｐ ？ ー入力
[⻑押し：S!状況テンプレート表⺬]

b Yahoo!ケータイ・ボタン（A）
Yahoo!ケータイ接続
[⻑押し：Yahoo!ケータイメニュー表⺬]

c電源／終了ボタン（"）
待受画面表⺬切替
[⻑押し：電源Off]

dマルチガイド下ボタン（b）
アドレス帳呼び出し

[⻑押し：アドレス帳新規登録]

eテレビ／文字ボタン（&）
テレビ起動

[⻑押し：メニュー切替画面表⺬]
f＃ボタン（#）

[⻑押し：マナーモード設定／解除]

g S!一⻫トークボタン（H）

S!一⻫トークメンバーリスト表⺬
[⻑押し：スポットライト点灯]

hマルチジョブ機能／マナーボタン（I）
【オープン】モード選択
【クローズ】全通話履歴表⺬

[⻑押し：マナーモード設定]
i音量大ボタン（E）

[⻑押し（クローズ）：電子マネー残高表⺬]
j音量小ボタン（F）

[⻑押し（クローズ）：テレビ起動]
kサイド終了ボタン（J）
待受画面表⺬切替
[⻑押し：即時パネルセーブ]

lセンサー／誤動作防止ボタン（K）
センサーキー On／Off
[⻑押し：誤動作防止設定／解除]

待受画面でのボタンのはたらき

1

2

3

4

5

d

e

b
c

f

6

8
7

9

a

g
h

i

j

k
l

サイドボタン
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画面の見かた
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■常時点灯しているマーク

※棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■機能の動作を⺬すマーク

■お知らせのためのマーク

■警告のためのマーク

マークの見かた
ディスプレイのマークの見かた

1 ! 電波状態※

2 " パケットサービス圏内

3 0
電池レベル

（画面によってはK表⺬）

1

F S!アプリ起動中

< S!アプリ一時停止中

g 音楽再生中

a テレビ録画中（本体）

b テレビ録画中（メモリカード）

2

@ メモリカード読み込み中

8 メモリカードフォーマット中

O テレビ視聴／録画予約表⺬

3 r 音楽再生中（Bluetooth{利用時）

4 7 マルチジョブ機能利用中

1 3
2

1
2

3
4

1
C 未読メールあり

B 未読配信レポートあり

2
: 用件録音あり（簡易留守録設定中）

l 用件録音あり（簡易留守録未設定時）

3 N 留守番電話サービス伝言あり

4

x 未読情報あり

9 ソフトウェア更新結果あり

5 S!速報ニュース未読あり

5 S コンテンツ・キー受信あり

6 + S!ともだち状況通知未読あり

1 A メール空き容量不足

2 O 送信失敗メールあり

3 ; メモリカード使用不可能／接触不良

2
3

1
5
4

6

2
31
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■通信関連のマーク ■ケータイの設定を⺬すマーク

1

B パケット通信中／待機中

M SSL対応の画面表⺬中

4 パケット通信利用中

2

C メール受信中

D メール送信中

* S!ともだち状況接続中

} S!ともだち状況登録要求中

3 8 ソフトウェア更新中

4 % 赤外線通信待機中

5

I USBケーブル接続中

: USB通信中

f 赤外線通信接続中

g Bluetooth{通信待機中

h Bluetooth{通信中

h Bluetooth{通話中

9 S!電話帳バックアップ通信中

C PCサイトブラウザ使用中

6 U お天気アイコン

2
1

6
5

43

1 [ オフラインモード設定中

2 L 簡易留守録設定中

3 M
転送電話／留守番電話サービス設定

中（「呼出なし」）

4 I 時報設定中

5

P アラーム設定中

s 予定アラームOn設定中

t 予定アラームOff設定中

6
Q シークレットモード設定中

$ キー操作ロック設定中

7

R 着信音サイレント設定中

a 着信音ステップトーン設定中

b バイブレータ設定中

8 ` 誤動作防止設定中

9

J マナーモード設定中

# 運転中モード設定中

] オリジナルモード設定中

a H ICカードロック中

b c 自動応答／リモートモニタモード設定中

54 67

2
3

1
a
b

9
8
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画面のしくみについて

画面表⺬について

.通話中や操作をしない状態が続
くと、電池パックの消耗を抑え

るため、自動的に画面表⺬が消

えます。（パネルセーブ）

画面が暗くて見えづらいとき

は、何かボタンを押すと、バッ

クライトが点灯します。

インフォメーションの履歴を確認

するとき

%Sg「電話機能」S%Se

「インフォメーション」S%

インフォメーションの履歴を消去

するとき

【インフォメーション画面】B

S「インフォメーションリセッ

ト」S%Se「はい」S%
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モーションコントロール
1-7
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このケータイには、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。クローズポジションでケータイの

向きを変えたり、ケータイを振る（傾ける）と、画面を切り替えたり、機能を呼び出すことができます。

モーションコントロールについて

クイックショートカットで呼び出せる機能

を確認するとき

%Sg「設定」S%Sf「本体設定」S

e「モーションコントロール設定」S%

Se「クイックショートカット」S%S

e「On」S%

,クイックショートカットリスト画面が表
⺬されます。機能名の左の矢印マーク

（→／←／↑）は、ケータイを振る方向

を⺬しています。

クイックショートカットを練習するとき

【クイックショートカットリスト画面】A

,以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

クイックショートカット利用時のご注意

.クイックショートカット利用時は、周り
の安全を確認したうえで、ケータイをしっ

かりと握り、強く振りすぎないようにし

てください。人や物にあたり、けがなど

の事故の原因となったり、ケータイが故

障／破損する原因となります。

.ケータイを強く振りすぎると、誤ってケー
タイを投げてしまったり、手首を痛める

原因となります。

使いこなしチェック !

A●クイックショートカットで使える機能を登録／変更したい

●クイックショートカットを使えないようにしたい（AP.2-25）
B●クローズポジション時の表⺬方向を手動で変更する●クローズポ

ジション時の表⺬方向を固定する（AP.13-4）

.

.

.

.

.

.

.
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センサーキー
1-8

準
備
／
基
礎
知
識

1

ディスプレイ下にあるセンサーキーは、指先で直接タッチしたり、なぞることでケータイの操作が行える便利な入力装置です。

.センサーキーはオープンポジション、クローズポジションのどちらでも使用できます。

センサーキーの使いかた

.

.

.

A

B A ' $

AB

$

%

'

AB

$

%

'

.

.
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1

センサーキー
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クローズポジションの横画面では、セン

サーキーのどの部分をタッチすればよいか

が、画面下に表⺬されます。

センサーキーは、センサーキー部分が点灯

しているときに使用できます。消灯してい

るときは、Kを押すと点灯します。

（センサーキーを消灯するときも、Kを

押します。）

.センサーキーは何も操作しないでおくと、

自動的に消灯します。ただし、クローズポ

ジションでカメラを起動しているときは、

センサーキーを一度点灯させると自動的に

は消灯しません。

.オープンポジションからクローズポジショ
ンに変更したときは、自動的に消灯します。

.センサーキーのあるディスプレイ面を下に
向けると、センサーキーは自動的に消灯し

ます。このときは、Kを押してもセンサー

キーは点灯しません。

ソフトキーの見かた（横画面）

b

IA M @ C QEG10

2dcJ

センサーキーを点灯／消灯する

K

センサーキーの操作に慣れたいとき

.次の操作を行うと、操作ガイドに従ってセ
ンサーキーの練習を行うことができます。

%Sg「ツール」S%Sf「文書／録

音ツール」Se「センサーキー操作ガ

イド」S%S操作内容S%

,以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

センサーキー利用時のご注意

.音声通話中など、利用できないことがあ
ります。

.センサーキーは金属や衣服にも反応しま
す。ポケットやカバンなどに入れて持ち

運ぶときは、誤動作防止を設定すること

をおすすめします。

.誤動作の原因となりますので、センサー
キー部分にシールなどを貼らないでくだ

さい。

.このセンサーキーは非常に精度の高い技
術で作られていますが、お客様のご使用

状況によっては感度にくるいが生じるこ

とがあります。このようなときは、セン

サーキーの感度を補正してください。

使いこなしチェック !

B●無操作時センサーキーが消灯するまでの時間を設定する

●オープンポジション時にセンサーキーを点灯する

●センサーキーの感度を補正する（AP.13-4）
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電池パックの充電
1-10

準
備
／
基
礎
知
識

1

電池パックをケータイに取り付けた状態で、

付属の卓上ホルダーを利用して充電します。

.卓上ホルダーを使って充電するときは、必
ず付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定

のACアダプタ「ZTDAA1」（オプション品）
を使用してください。本書内「ACアダプ

タ」は、この指定品を指しています。

.卓上ホルダーについて詳しくは、卓上ホル
ダーの取扱説明書を参照してください。

1 ACアダプタの接続コネクター
を卓上ホルダーの接続端子に

差し込む

.卓上ホルダーの接続端子は背面にあり
ます。

.接続コネクターは向きに注意して、水
平にカチッと音がするまで、しっかり

差し込みます。

2 ACアダプタのプラグを起こし、
家庭用ACコンセントに差し込む

3ケータイを卓上ホルダーに取

り付ける

.「カチッ」と音がするまで押し下げて
ください。

.充電が始まり、スモールライトが赤色
で点灯します。

.スモールライトが消灯すれば、充電は
完了です。

4プラグを家庭用ACコンセント
から抜く

.ひねらずまっすぐに抜いてください。
5卓上ホルダーからケータイを

取り外す

6プラグと端子キャップを元の

状態に戻す
.ACアダプタの接続コネクターを取り外
すときは、リリースボタンを押さえな

がら、まっすぐに引き抜いてください。

電池パックを充電する

AC
AC100V

2 1

AC

ACアダプタ利用時のご注意
.充電するとき以外、プラグは倒してください。
また、コードを強くひっぱったり、ねじった

りしないでください。断線の原因となります。

スモールライトが点滅しているとき

.電池パックの異常か寿命のため、充電で
きていません。新しい電池パックと交換

してください。

USB充電について
.付属のUSBケーブルでパソコンと接続すれ
ば、ケータイの電源が入っているときに

パソコンのUSB端子からの電力で充電で
きます。

使いこなしチェック !

B●USB充電を無効にする（AP.13-18）
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電源On／Off
1-11

準
備
／
基
礎
知
識

1

はじめて電源を入れたときの操作を説明し

ます。

1"（⻑く）

.「しばらくお待ちください」と表⺬さ
れるまで押します。

.電源が入ると、メニュー切替画面が表
⺬されます。

2e利用するメニューS%
本書は、「標準メニュー」を選んだ状態

での操作方法を説明しています。本書

を有効に利用したい方は、「標準メ

ニュー」を選ぶことをおすすめします。

.お客様の情報（オーナー情報）の入力
画面が表⺬されます。

3名前（姓）入力S%S名前（名）

入力S%
.以降もメニュー切替画面を表⺬するか
どうかの、確認画面が表⺬されます。

4e「はい」／「いいえ」S%

待受画面

.「いいえ」を選んだときは、次回1を

行うだけで、待受画面が表⺬されるよ

うになります。

はじめてB、%、Aのいずれかのボタン

を押したときは、ネットワーク自動調整の

確認画面が表⺬されます。

.「はい」を選び % を押したあと、画面の指

⺬に従って操作してください。

.ネットワーク自動調整を行うと日付／時刻
が設定され、メールやYahoo!ケータイなど
ネットワークを利用するサービスや、テレ

ビなどが利用できるようになります。

1"（⻑く）

.終了画面が表⺬されたあと、画面が消
灯します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

 w   m0

' 

USIMカードを取り付けずに電源を入れた

とき

.画面にメッセージが表⺬されたままにな
ります。このとき、ケータイは使用でき

ません。

オーナー情報を編集するとき

%S0SASe編集項目S%S内

容編集SA

 w   m0 

ネットワーク自動調整について

電源を切る

 w   m0

使いこなしチェック !

B●日時設定／表⺬に関する設定（AP.13-2）
●ネットワークに関する設定（AP.13-18）
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マナーについて
1-12

準
備
／
基
礎
知
識

1

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。

.新幹線や電車の中などでは、車内のアナウ
ンスや掲⺬に従いましょう。

.街の中では、通行の妨げにならない場所で
使いましょう。

着信があったりアラームが動作しても、こ

のケータイから音が出ないようにします。

1I（⻑く）

.マナーモードが設定されます。

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停

止します。

.電波の送受信を停止すると、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%Sg「設定」S%

Sf「ネットワーク設定」

2e「オフラインモード」S%

3e「On」S%

.オフラインモードが設定されます。

マナーモードとオフラインモード

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「サイレント」にな
ります。

.着信時などにバイブレータが動作するよ
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。

マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中にI（⻑く）

 w J10 

オフラインモードを利用する

オフラインモードを解除するとき
3でe「Off」S%

&[    10

O

使いこなしチェック !

B●利用モードを設定する●各モードの設定内容を変更する

（AP.13-2）
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暗証番号
1-13

準
備
／
基
礎
知
識

1

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番

号が必要になります。

.各暗証番号はお忘れにならないよう、また、
他人に知られないようご注意ください。

.他人に知られ悪用されたときは、その損害
について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。

※発着信規制用暗証番号は変更できます。

1%Sg「設定」S%

2f「本体設定」

Se「セキュリティ設定」

S%　

3e「暗証番号変更」S%

4現在の操作用暗証番号入力

S%　

5新しい操作用暗証番号入力

S%　

6再度新しい操作用暗証番号入力

S%　

暗証番号について

操作用

暗証番号

各機能を利用するときに使

います。

（お買い上げ時は「9999」に
設定されています。）

交換機用

暗証番号

ご契約時の４ケタの番号で

す。契約内容の変更やオプ

ションサービスを一般電話か

ら操作するときに使います。

発着信規制用

暗証番号

ご契約時の４ケタの番号で

す。発着信規制サービスの

設定を行うときに使います。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

.間違いを知らせるメッセージが表⺬され
ます。操作をやり直してください。

.発着信規制用暗証番号の入力を３回間違
えたときは、発着信規制サービスの設定

変更ができなくなります。

このときは、発着信規制用暗証番号と交

換機用暗証番号の変更が必要となります

ので、ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

 wBCDEFGHIJ  10

N ! " #
O
P
Q
R

 w   10

 w   10

 w   10

 w   10
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その他の基礎知識
1-14

準
備
／
基
礎
知
識

1

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（オーナー

情報）が表⺬されます。

カバンの中などに入れて持ち運ぶとき、

誤ってボタンが押されないようにします。

1K（⻑く）

.誤動作防止が設定されます。

."を⻑く押しても、電源は切れません。

1H（⻑く）

.モバイルライトが点灯します。

.何かボタンを押すと消灯します。

操作がわからなくなったときに、ガイド機

能を表⺬できます。

1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

2e「ガイド機能」S%

3e確認項目S%
.このあと、gを押すたびに、別の操作

説明が表⺬されます。

その他の基礎知識

電話番号を確認する

オーナー情報をお買い上げ時の状態に戻す

とき
1のあとBSe「オーナー情報リセッ

ト」S%Se「はい」S%

 w 10

U W X
b
z

U

B

誤動作防止を利用する

誤動作防止設定中に電話がかかってきたとき

.!を押すと一時的に電話に出られます。通

話終了後、再度誤動作防止が設定されます。

誤動作防止を解除するとき

誤動作防止設定中にK（⻑く）

懐中電灯として利用する

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

 w   10

使いこなしチェック !

B●クローズポジションにしたとき誤動作防止を設定する（AP.13-2）
●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す●アドレス帳や

データフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

（AP.13-19）
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メニュー操作
2-2

共
通
操
作

2
 このケータイの機能を呼び出すには、いくつかの方法があります。待受画面からは、次の４つの方法で、機能を呼び出すことができます。

.本書では、メインメニューでの操作を中心に説明しています。

機能を呼び出す

. %

%

 w   10

F

.

 w 10

G
GH
I
r
q
J

.

'

 w   10

y
z
!
"
E
t

V
&
,

%

g

F

.
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マルチジョブ機能
2-3

共
通
操
作

2
ショートカットに登録されている機能を他

の操作中に呼び出して利用できます。

（マルチジョブ機能）

.着信音設定など一部の設定画面を表⺬して
いるときは、マルチジョブ機能が利用でき

ないことがあります。

1操作中に'
文字入力画面や電話番号入力（ダイヤ

ル）画面では、'を⻑く押します。

2e利用する機能S%

.選んだ機能の画面が表⺬されます。

3機能を切り替えるときI

S
I
s

4"Sマルチジョブ機能終了

.確認画面が表⺬されたときは、画面の
指⺬に従って操作してください。

複数の機能を切り替えて利用する

 w   10

y
z
!
"
E
t

V
&
,

%

g

 w 7   10

{
 & 
 & 
 & 

 w 7   10

 w 77   10

{
 & 
 & 
 & 

使いこなしチェック !

A●クイックショートカットで使える機能を登録／変更したい●クイッ

クショートカットを使えないようにしたい●ショートカットを変更

したい（AP.2-25）



#02tori__J535_PDF.book  4 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
シンプルメニュー
2-4

共
通
操
作

2
 シンプルメニューに設定すると、基本的な

機能だけが表⺬されるようになります。 1&（⻑く）

2e「シンプルメニュー」S%

1&（⻑く）

2e「標準メニュー」S%
.標準メニューに切り替わります。

待受画面でできるおもなボタン操作は、次

のとおりです。

※クローズポジション時のみ

基本的な機能だけを利用する

メール

受信ボックス

新規作成

下書き

テンプレート

送信済みボックス

未送信ボックス

SMS新規作成

電話機能

アドレス帳

新規登録

簡易留守再生

簡易留守設定

留守電再生

オーナー情報

スピードダイヤル／メール

カメラ ー

便利機能

カレンダー

アラーム

電卓

壁紙・着信音

S!ともだち状況
S!一⻫トーク
メニュー切替

データフォルダ ー

テレビ ー

シンプルメニューを設定する

シンプルメニューに設定すると

.画面に表⺬される文字が太くなり、文字
サイズも「大」に設定されます。

.時計／カレンダー表⺬が「時計（大）」に
設定されます。

.モーションコントロールを使った機能は、
利用できません。

シンプルメニューで利用できない機能を使

用しているとき

.機能を終了させたあと、操作してください。

シンプルメニューを解除する

A   10 w   10

o
O 
o

シンプルメニュー設定中にできること

&（⻑く） メニュー切替

&　 テレビ起動

"（⻑く） 電源を入れる／切る

A　 Yahoo!ケータイの利用
B　 メールの利用

B（⻑く） S!メール新規作成
!　 全通話履歴表⺬

c　 発信履歴表⺬

d　 着信履歴表⺬

a　 カレンダー表⺬

b　 アドレス帳表⺬

b（⻑く） アドレス帳新規登録

$　 簡易留守録再生

$（⻑く） 簡易留守録設定／解除

E　 画面表⺬方向切替※

F（⻑く） テレビ起動※

I（⻑く） マナーモード設定／解除

K（⻑く） 誤動作防止設定／解除
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文字サイズ
2-5

共
通
操
作

2

メニューや文字入力時などの文字を次のよ

うに大きく表⺬できます。

1&（⻑く）

2e「でか文字メニュー」S%

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

本体設定画面

2e「ディスプレイ設定」S%

3e「文字表⺬」S%

文字表⺬画面

4e「文字サイズ設定」S%

Se個別設定する項目S%

5eサイズS%

1文字表⺬画面で

e「文字太さ設定」S%

2e太さS%

文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

でか文字メニューを解除するとき

2でe「標準メニュー」S%

 wBCDEFGHIJ  10

y

z

!

"

E

t

V

&

w

F

o 
O 
o 

文字サイズを個別に変更する

 wBCDEFGHIJ  10

N ! " #
O
P
Q
R

 w   10

文字の太さを変更する

 w   10

o
O
o
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待受ウィンドウ／壁紙
2-6

共
通
操
作

2

待受画面でニュースやカレンダーを確認し

たり、ショートカットから機能を利用する

ことができます。

1a

待受ウィンドウ画面

2A

.Aを押すたびにパネルが切り替わりま

す。（Aを⻑く押すと逆順に切り替わ

ります。）

3gニュースやアイコンS%

4"S待受ウィンドウ終了

■ショートカットパネル

■カレンダー／付箋パネル

■ニュースパネル

■メンバーパネル

1待受ウィンドウ画面で

BSe「待受ウィンドウ設定」
S%

待受ウィンドウ設定画面

2e「表⺬パネル設定」S%

SeパネルS%（N／P）

SA
.「P」を付けたパネルだけが、以降待受

ウィンドウで表⺬されるようになりま

す。

待受画面をアレンジする

待受ウィンドウを利用する

F

F

待受ウィンドウの種類

F

パネルの表⺬項目を設定するとき

【ショートカットパネル】／【カレンダー／

付箋パネル】BSe「表⺬項目の選択」

S%Se項目S%（N／P）SA

,左記ショートカットパネルは、上記の操
作ですべての項目に「P」を入れた画面

例です。

表⺬するパネルを変更する

 w   10

使いこなしチェック !

A●待受ウィンドウの表⺬を設定したい（AP.2-25）
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待受ウィンドウ／壁紙
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1カレンダー／付箋パネルで

e□枠S%

2内容入力S%

.データによっては、設定できないことがあ
ります。

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

2e「ディスプレイ設定」S%

3e「壁紙」S%

Se「縦画面用」／「横画面用」

S%　

壁紙選択画面

4e「固定データ」S%

Se画像S%

待受画面に複数の画像をスライド表⺬でき

ます。

.データによっては、表⺬できないことがあ
ります。

1壁紙選択画面で

e「スライド壁紙」S%

スライド壁紙画面

2e「パターン設定」S%

3eパターンS%

待受ウィンドウに付箋を貼り付ける

付箋にチェックを入れるとき／チェックを

解除するとき

aSe付箋SBSe「付箋をチェッ

ク」／「チェックを解除」S%

,チェックを入れると「P」が表⺬され、

付箋の背景がグレーに変わります。

付箋を削除するとき

aSe付箋SBSe「付箋を削除」

S%

.チェックを入れた付箋をまとめて削除す
るときは、次の操作を行います。

aSBSe「チェック済の付箋を削除」

S%

 w   10 

壁紙を設定する

 w   10

0

データフォルダの画像を壁紙に設定するとき

4でeフォルダS%Sg画像S%S%

,画面サイズ以外の画像を選んだときは、
次の操作を行います。

e壁紙の表⺬方法S%S%

利用期間に制限のある画像を選ぶと

.確認画面が表⺬されます。「はい」を選び、
%を押すと壁紙に設定できます。

複数の画像を壁紙に設定する

固定データフォルダを利用するとき
2でe「フォルダ設定」S%Se「固定

データ」S%

 w   10

使いこなしチェック !

A●フォルダを選んでスライド壁紙を設定したい（AP.2-25） B●ディスプレイ／キーに関する設定（AP.13-3～P.13-4）
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きせかえアレンジ
2-8

共
通
操
作

2

ケータイからダウンロードする方法を例に

説明します。

.提供サイトの情報（料金などの詳細）を必
ず確認のうえ、利用してください。

1%Sg「データフォルダ」

S%Se「きせかえアレンジ」

S%　

きせかえアレンジ画面

2g「きせかえアレンジダウン

ロード」S%
.インターネットに接続され、きせかえ
アレンジ提供サイトの画面が表⺬され

ます。以降は、画面の指⺬に従って操

作してください。

.有料のきせかえアレンジを利用するときは、
コンテンツ・キーの取得（購入）が必要な

ことがあります。

1きせかえアレンジ画面で

gコンテンツSB

.「L」が表⺬されているコンテンツを

選んでください。

2e「コンテンツ・キー取得」

S%　

3e「はい」S%
.以降は利用規約などの内容を十分確認
しながら、画面の指⺬に従って操作し

てください。

このケータイには、あらかじめきせかえア

レンジ用のベースファイルが用意されてい

ます。このファイルを適用すると、更新

ファイルを入手し適用するだけで、常に最

新のきせかえアレンジを楽しめます。

1きせかえアレンジ画面で

gコンテンツS%

.「L」が表⺬されていないコンテンツ

を選んでください。

2%S%　

表⺬画像などを一括で変更する

きせかえアレンジをダウンロードする

 w   10

 

N

D  R

C  B 

コンテンツ・キーを取得する きせかえアレンジを適用する

適用中のコンテンツを選んだとき

.1のあと、解除するかどうかの確認画面が
表⺬されます。

固定のきせかえアレンジを設定するとき

%Sg「設定」S%Sf「本体設定」

Se「きせかえアレンジ」S%Se「固

定データ」S%SeパターンS%S%

 w   10

使いこなしチェック !

A●きせかえアレンジを解除したい●きせかえアレンジの提供サイト

に接続したい●以前使っていたケータイと近い感覚で操作したい

（AP.2-26）



#02tori__J535_PDF.book  9 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
着信時の動作
2-9

共
通
操
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2

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

2e「音・バイブ・ライト」S%

音・バイブ・ライト画面

3e「着信音／ムービー」S%

着信の種類選択画面

4e着信の種類S%
メール着信音などでは、このあと「着

信音選択」を選び、%を押します。

5eフォルダS%

6g着信音S%

1音・バイブ・ライト画面で

e「バイブ」S%

2e着信の種類S%

Se「On／Off設定」S%

3e「On」S%

4e「バイブパターン」S%
.パターンを確認するときは、パターン
を選びBを押します。

5eパターンS%

着信音などを変更する

着信音を変更する

 w   10

 w   10

着信時にムービーを表⺬するとき

5でe「ムービー」S%Sg利用する

ムービーS%

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

.再生開始ポイントの選択画面が表⺬され
ます。このときは、次の操作を行います。

6のあとe再生開始ポイントS%

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

.確認画面が表⺬されます。「はい」を選び、
%を押すと着信音に設定できます。

バイブレータを利用する

 w   10

o
o
O 

着信音内に設定されている内容でバイブ

レータを動作させるとき

3でe「音連動」S%

バイブレータ利用時のご注意

.ケータイを机の上などに置いておくと、着
信があったとき振動で落下することがあ

ります。充電するときは、落下防止のた

めにも「Off」にすることをおすすめしま
す。

使いこなしチェック !

A●メール着信音などの鳴動時間を変更したい（AP.2-26） B●着信／音に関する設定（AP.13-5）
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文字入力
2-10

共
通
操
作

2
 文字入力についての説明は、ことわりがな

い限り、文字入力画面での操作を説明して

います。

文字入力画面

（メール本文の例）

1&　

.利用できる文字種（文字入力モード）
が表⺬されます。

2e文字入力モードS%
.文字入力モードが設定され、次のマー
クが表⺬されます。

※「予」の表⺬は、近似予測変換が利用

できることを⺬しています。

文字入力にはダイヤルボタンを利用しま

す。１つのボタンには、ボタンに表⺬され

ているような複数の文字が割り当てられて

おり、押す回数によって表⺬される文字が

変わります。

例：全角カタカナモードで1を３回押した

とき

.!を押すと、逆順に表⺬されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続

けて入力するときは、dを押します。

例：全角英数字モードで「NO」と入力す
るとき

.ボタンを⻑く押すと、表⺬されている文字
が確定します。この方法で同じボタンの文

字を続けて入力することもできます。

文字入力について

文字入力の操作を確認するとき
BSe「ヘルプ」S%

文字入力モードの切替

 w   10

'

 w   10

O
o
o
o
o

'

'※ 漢字（ひらがな）

B／C カタカナ（全角／半角）

D／E 全角英数字（大文字／小文字）

F／G 半角英数字（大文字／小文字）

H　 数字

I　 区点コード

文字入力の基本操作

1

■ Y ■ア

1 1

Y ■イ Y ■ウ

66

■ Y ■Ｎ

d 666

Y Ｎ■ Y Ｎ■Ｏ

66

■ Y ■Ｎ

6（⻑く） 666

Y Ｎ■ Y Ｎ■Ｏ
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文字入力
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漢字（ひらがな）モードで、「すずき」と

入力する方法を例に説明します。

1333（す）Sd

S333（す）

S(（ず）S22（き）

2%

ひらがなで入力した「すずき」を「鈴木」

に変換します。

1「すずき」と入力したあとb

.漢字（ひらがな）モードでは、ひらが
なを１文字入力するたびに、入力した

文字で始まる変換候補が表⺬されま

す。（近似予測変換）

2g「鈴木」

.変換を取り消すときは、$を押します。

3%　

.変換候補をダイヤルボタンで確定でき
るようにすることもできます。

.文字を確定すると、確定した文字に続
くと思われる文字の候補が自動的に表

⺬されます。（連携予測変換）

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの

１文字を入力するだけで変換できます。

以前「鈴木」を変換したときの入力方法を

例に説明します。

1333（す）Sb

2g変換候補S%

文字を入力する

ひらがなを入力する

 w   10

' 

漢字を入力する

 w   10

' 

目的の漢字に変換できないとき

.変換中にBまたはAを押すと、文字の区

切りを変えて変換できます。

漢字の読みを入力して変換するとき（音訓

変換）

ひらがな入力SB

複数の変換対象を一度に採用するとき

変換後'

１文字変換

 w   10

' 

使いこなしチェック !

A●改行したい●スペースを入力したい●区点コードで入力したい●

ポケベル入力方式で入力したい●変換履歴を消去したい（AP.2-27）
B●入力した文字列から変換候補を予測しない●入力した単語から次

の変換候補を予測しない●変換候補をダイヤルボタンで確定する

（AP.13-6）
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文字入力
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漢字（ひらがな）モードから全角カタカナ

モードに切り替えて、「ジュン」と入力す

る方法を例に説明します。

1&Se「アイウ」S%

233（シ）S(（ジ）

S88（ユ）S'（ュ）

S000（ン）S%

.文字入力モードによっては、操作できない
ことがあります。

1(

.記号／絵文字の入力履歴画面が表⺬さ
れます。

.'を続けて押すと、他社へのメール

送信用絵文字を確認できます。

2A／BSリスト切替

3g記号／絵文字S%
.入力モードにかかわらず、絵文字は全
角で入力されます。

4$S記号／絵文字入力終了

1BSe「顔文字」S%

2e顔文字S%

カタカナを入力する

 w   10

B  

 w   10

B  

記号／絵文字を入力する

 w   10

J

g

'   

顔文字を入力する

顔文字の入力について

.漢字（ひらがな）モードで、「かお」と入
力したり、「わーい」や「うーん」など顔

の表情を表す言葉を入力して通常変換し

ても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について

.「嬉しい」や「悲しい」など、感情を⺬す
言葉を入力／採用すると、関連する顔文

字が変換候補として表⺬されることがあ

ります。

 w   10

使いこなしチェック !

A●入力中の文章にアドレス帳の情報を挿入したい●直前に確定した

文字や消去した文字を元に戻したい●入力中の文字のサイズを変更

したい（AP.2-27）

B●顔文字を変換候補に表⺬しない●予測変換の優先度を下げる

（AP.13-6）
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文字入力
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「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力
します。

1BSe「簡単アドレス入力」
S%

2e入力する文字S%
.入力モードにかかわらず、半角で入力
されます。

漢字（ひらがな）モードのまま、カタカナ

や英数字を入力します。「PTA」と入力す
る方法を例に説明します。

.ボタンに表⺬されている文字を参考に入力
してください。

1782SA

2g候補S%

押したボタンに割り当てられている、すべ

てのひらがなの組み合わせを利用して、漢

字に変換します。「終電」と入力する方法

を例に説明します。

13（さ）S8（や）

S1（あ）S4(（だ）

S0（わ）Sa

2g候補S%

E-mailアドレス／URLを簡単に入力する

 w   10

カナ英数字変換を利用する

 w   10

' 

ワンタッチ変換を利用する

一度ワンタッチ変換を行うと

.以降はじめの１文字を入力し a を押すだ

けで、同じ漢字が呼び出せるようになり

ます。（ワンタッチ１文字学習）

 w   10

' 
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1g消去する文字S$

.カーソル上の１文字が消えます。

2g挿入位置S正しい文字入力

1BSe「カット」／「コピー」

S%Sg移動／複写開始位置
S%

.移動するときは「カット」を、複写す
るときは「コピー」を選びます。

.開始位置を指定し直すときは、Aを押

します。

2g移動／複写終了位置S%

3g挿入位置S(（⻑く）

.挿入位置に入力されます。

文字を編集する

文字を消去／修正する

消去した文字を元に戻すとき

.$で消去した文字は、!を押すと復元で

きます。

文字をすべて消去するとき

.文末で$を⻑く押します。カーソルから

後ろの文字をすべて消去するときは、消

去する最初の文字を選び、$を⻑く押

します。

カーソルを先頭／末尾に移動するとき

BSe「カーソル操作」S%Se「末

尾へ移動」／「先頭へ移動」S%

 w   10

' 

 w   10

' 

文字を移動／複写する

過去にカット／コピーした文字を複写する

とき
g挿入位置SBSe「ペースト」S%

Se文字列S%

,ペーストリストが表⺬されるときだけ、
利用できます。

 w   10

 

 w   10

' 
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ユーザー辞書
2-15

共
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2

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表

⺬されるようになります。

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

Se「ユーザー辞書」S%

ユーザー辞書画面

2e「新規登録」S%

S単語入力S%

3読み入力S%

専門用語などの辞書をダウンロードして使

用すると、その辞書に登録されている用語

が変換候補に表⺬できるようになります。

.辞書の入手方法は、ケータイに登録されて
いるブックマーク「SH-web」で確認でき
ます。

.辞書によっては、登録できないことがあり
ます。

1ユーザー辞書画面で

e「ダウンロード辞書」S%

2e設定する番号S%

Sgダウンロード辞書S%
.すでにダウンロード辞書が設定されて
いる番号を選んだときは、上書きされ

ます。

よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

 w   10

 w   10

 ' 

ダウンロード辞書を利用する

 w   10

ダウンロード辞書の使用をやめるとき
2でe解除する番号SBSe「設定解

除」S%

ダウンロード辞書の情報を確認するとき
2でe確認する番号SBSe「詳細」

S%

使いこなしチェック !

A●登録した単語を修正したい●登録した単語を削除したい

（AP.2-27）



#02tori__J535_PDF.book  16 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
アドレス帳登録
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S!

このケータイのアドレス帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

アドレス帳について

大切なデータを失わないために

.アドレス帳に登録したデータは、電池パックを⻑い間
外していたり、電池残量のない状態で放置したりする

と、消失または変化してしまうことがあります。また、

事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアド

レス帳などは、控えをとっておかれることをおすすめ

します。なお、アドレス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。
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アドレス帳登録

#02tori__J535_PDF.book  17 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
アドレス帳に、「名前」、「電話番号」、「E-
mailアドレス」（いずれかの入力は必須）、「グ
ループ」を登録する方法を例に説明します。

1%Sg「電話機能」S%

Se「アドレス帳新規登録」

S%　

2e「名前／姓：」S%

S姓入力S%

Se「名前／名：」S%

S名前入力S%

.ヨミが自動的に入力されます。

3e「電話番号：」S%

S電話番号入力S%

SeマークS%

.続けて他の電話番号を登録するとき

は、3をくり返します。

4e「Eメールアドレス：」
S%SE-mailアドレス入力
S%SeマークS%

.続けて他のE-mailアドレスを登録する
ときは、4をくり返します。

5e「グループ：」S%

SeグループS%

アドレス帳登録画面

6A

.アドレス帳が登録されます。

アドレス帳に登録する

 w   10

N

 w   10

N

 w   10

 N

N

 w   10

 N

 Z

N アドレス帳入力中に着信があると

.着信を受けても入力中の内容は消えませ
ん。通話などを終えると、入力を継続で

きます。

アドレス帳の登録件数を確認するとき

%Sg「電話機能」S%Se「アドレ

ス帳管理」S%Se「メモリ確認」S%

 w   10

 N

 Z

 A

F

N

使いこなしチェック !

A●その他の項目を登録したい（AP.2-28）
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アドレス帳登録

#02tori__J535_PDF.book  18 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
1アドレス帳登録画面で

e「フォト：」S%

2e「フォト選択」S%

Sg表⺬する画像S%

登録した相手から電話がかかってきたとき

の音を設定します。

1アドレス帳登録画面で

e着信の種類（「音声着信音：」

など）S%

2e「着信音選択」S%

SeフォルダS%

3g設定する着信音S%

通常の操作では、登録した相手を表⺬でき

ないようにします。

1アドレス帳登録画面で

e「シークレット設定：」S%

2e「On」S%

通話後に次のような確認画面が表⺬された

ときは、この画面からアドレス帳に登録で

きます。

1確認画面でe「はい」S%

2e「新規登録」S%

S必要項目入力SA

着信時の動作をアドレス帳ごとに設定する

着信時に画像を表⺬する

個別に着信音を設定する

 w   10

 w   10

シークレットに設定する

シークレットにしたアドレス帳を確認する

とき

bSBSe「シークレット一時解除」S

%S操作用暗証番号入力S%

 w   10

o
O

通話後の確認画面から登録する

既存のアドレス帳に追加するとき
2でe「追加登録」S%Sgアドレス

帳S%S必要項目入力SA

使いこなしチェック !

A●画像を撮影してフォト設定したい●ライト色やバイブレータの動

作を変更したい●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更

したい●グループ別に着信の動作を変更したい（AP.2-28）

B●アドレス帳の登録先を変更する●アドレス帳未登録相手との通話

後確認画面を表⺬しない（AP.13-6）
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アドレス帳利用
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1bSfよみがなの行

アドレス帳検索画面

.「あかさたな別」検索の例です。

2eアドレス帳S%

アドレス帳詳細画面

3e電話番号

4!

1アドレス帳検索画面で

BSe「アドレス帳設定」

S%

2e「検索方法切替」S%

3e検索方法S%
.次の検索方法が選べます。

メール送信時にアドレス帳を利用して宛先

を入力する方法を例に説明します。

メールの宛先選択画面

1e「アドレス帳」S%
.アドレス帳検索画面が表⺬されます。

2gアドレス帳S%

3e電話番号／E-mailアドレス
S%

.宛先が入力されます。

.アドレス帳に電話番号／E-mailアドレ
スのどちらか１件だけ登録されている

とき、3は必要ありません。

アドレス帳を利用する

アドレス帳から電話をかける

音声電話以外で発信するとき
3のあと%Se発信方法S%

p P
 w 10

P N
B
B

 w 10

U W X
R

N
Z

B

検索方法を変更する

ヨミ
ヨミを入力して、ヨミ

順にアドレス帳を表⺬

グループ

グループを選択して、グ

ループ内のアドレス帳

を表⺬

あかさたな

別

よみがなの行を選択し

て、アドレス帳を表⺬

検索方法を一時的に切り替えるとき

【アドレス帳検索画面】A（押すたびに

切替）

o
o
O

他の機能からアドレス帳を利用する

 w   10

V
]

g

 w   10

B
C

C k

使いこなしチェック !

A●アドレス帳からメールを作成したい●アドレス帳を修正したい●

アドレス帳を削除したい●アドレス帳のグループ名を変更したい●

アドレス帳のグループを並べ替えたい（AP.2-29）

B●利用するアドレス帳を変更する（AP.13-6）
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データフォルダ
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S!

S!

{

S!

S! Flash{

{

このケータイのデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入

手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

.インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

データフォルダについて

メモリについて

.メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあり
ます。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してくだ

さい。メモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。
%Sg「データフォルダ」S%Se「メモリ確認」S%Se

「本体」／「メモリカード」S%
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データフォルダ
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1%Sg「データフォルダ」

S%　

.グレーで表⺬されるフォルダやファイ
ルは、利用（選択）できないことを表

しています。

.フォルダ内にフォルダがあるときは、
Aを押すとフォルダを展開したり隠

したりできます。

2eフォルダS%
フォルダが表⺬されたときは、フォル

ダを選び%を押します。

ファイルリスト画面

3gファイルS%

.選んだファイルが表⺬／再生されま

す。

.ファイルリスト画面に戻るときは、

$を押します。

フォルダ内のすべての画像を順にくり返し

表⺬できます。

.ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ
で利用できます。

1ファイルリスト画面で

eファイルSB

ファイルメニュー画面

2e「スライドショー」S%
.スライドショーが始まります。

3%Sスライドショー停止

ファイルを確認する

 wBCDEFGHIJ  10

A
B
d
D
c
E
G
G

N

 w 10

G
GH
I
J
K

)

N

C

メモリカード内のデータを確認するとき

2のあとBSe「メモリカードへ切替」

S%S3　

ファイルをメールに添付するとき

2のあとgファイルSBSe「送信」

S%Se「メール添付」S%

,確認画面が表⺬されたときは、画面の指
⺬に従って操作してください。

「K」や「L」が表⺬されているとき

.著作権で保護されているため、一部機能
で利用できないことがあります。

画像を連続して表⺬する

スライドショーの速さを変更するとき

3でBSe「スピード設定」S%S

e速さS%

,「手動送り」にしたときは、%、#または

(で、次／前の画像を表⺬します。

使いこなしチェック !

A●ファイルを壁紙に設定したい●ファイルを着信音に設定したい

（AP.2-30）
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データフォルダ
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1%Sg「データフォルダ」

S%SeフォルダS%

2BSe「データ管理」S%

データ管理画面

3e「フォルダ作成」S%

Sフォルダ名入力S%

.ファイルによっては、移動できないことが
あります。

1ファイルリスト画面で

g移動するファイルSB

2e「移動」S%Se「本体」／

「メモリカード」S%

3g移動先のフォルダS%

4g「ここに移動」S%

1ファイルリスト画面で

gファイルSA
.1をくり返し、必要なファイルを選び

ます。（選択を解除するときは、「P」

が表⺬されているファイルを選び、A

を押します。）

新しく作成したフォルダを隠し、表⺬しな

いようにします。

.本体のフォルダにだけ設定できます。

1ファイルリスト画面で

gフォルダSB

2e「シークレット設定」

S%S操作用暗証番号入力

S%　

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

フォルダ名を変更するとき

1のあとgフォルダSBSe「データ

管理」S%Se「フォルダ名変更」S%

Sフォルダ名入力S%

.同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルをフォルダに移動する

ファイルをコピーするとき

【ファイルリスト画面】gコピーする

ファイルSBSe「コピー」S%Se

「本体」／「メモリカード」S%Sg

「ここにコピー」S%

ファイルを複数選択する

フォルダをシークレットにする

シークレットにしたフォルダを確認するとき

【ファイルリスト画面】BSe「シーク

レット一時解除」S%S操作用暗証番

号入力S%

使いこなしチェック !

A●ファイルの名前を変更したい●ファイルを並べ替えたい●フォル

ダのシークレット設定を解除したい●フォルダやファイルを削除し

たい（AP.2-30）
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メモリカード
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microSD^メモリカード（microSDHC^
メモリカードを含む、以降「メモリカード」

と記載）を利用すると、本体のデータフォ

ルダと同じようにデータを管理できます。

.メモリカードは推奨のものをお使いくださ
い。詳しくは、「microSD^メモリカードの
対応情報」（AP.14-22）を参照してくだ

さい。

.必ずケータイの電源を切った状態で行って
ください。（電池パックを取り外す必要はあ

りません。）

1電池カバーを取り外す

.!を押しながら、@の方向へスライド

させます。

2ガイドを!（OPENX）の方向

へスライドさせたあと@の方

向に起こす

3端子面を図の向きにして#の方

向に取り付ける

.お買い上げ時には、保護カードがセッ
トされています。メモリカードを取り

付ける前に、保護カードを取り外して

ください。

.microSD^メモリカードや保護カード
以外のものは取り付けないでください。

4ガイドを倒したあと

%（xLOCK）の方向へ
スライドさせてロックする

5電池カバーを取り付ける

メモリカードを利用する

メモリカードについて

.メモリカードを無理に取り付けたり、取
り外さないでください。

.メモリカードを取り付け／取り外すとき
は、端子面に手や金属で触れないでくだ

さい。

.microSD^メモリカードには、書き込み禁
止スイッチはありません。データの消去

や上書きなどにご注意ください。

.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

ておく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。

メモリカード利用時のご注意

.データの読み出し中や書き込み中は、絶
対にメモリカードや電池パックを取り外

さないでください。

メモリカードを取り付ける

!

@

電源を入れたあと「;」が表⺬されたとき

.接続不良の可能性があります。取り付け
直してください。

!!

#

@
$

%
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メモリカード
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.必ずケータイの電源を切った状態で行って
ください。（電池パックを取り外す必要はあ

りません。）

1電池カバーを外し、ガイドを

起こす

2メモリカードを#の方向にゆっ

くりと取り出す

3ガイドを倒したあとロックし、

電池カバーを取り付ける

購入した市販のメモリカードをはじめてお

使いになるときは、必ずこのケータイで初

期化（フォーマット）してください。

.フォーマットすると、メモリカード内のデー
タがすべて消去されます。他の機器で使用

したメモリカードをフォーマットするとき

は、あらかじめよく確認のうえ、操作して

ください。

1%Sg「設定」S%

Sf「外部接続」

Se「メモリカードメニュー」

S%　

2e「フォーマット」S%

Se「はい」S%

3操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%

.フォーマットをやめるときは、「いい
え」を選び%を押します。

メモリカードを取り外す

!

#

@

$

%

メモリカードを初期化する

 w G   10

フォーマットについて

.フォーマット中は、絶対にメモリカード
や電池パックを取り外さないでください。

メモリカードまたはケータイが故障する

恐れがあります。
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便利な機能
画面／音アレンジに関する便利な機能1
K【本体設定画面】P.2-5【待受ウィ
 2
ンドウ設定画面】P.2-6【スライド壁紙画面】P.2-7

■表⺬しないとき

共
通
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A

Gクイックショートカットで使える機能

を登録／変更したい ［登録／変更］

Gクイックショートカットを使えないように

したい ［クイックショートカットOff］

Cクイックショートカットを１件削除す

る／初期化する

Gショートカットを変更したい

［登録／移動］

■利用できる機能を変更するとき

■ボタンの割り当てを変更するとき

Cショートカットを初期化する

G待受ウィンドウの表⺬を設定したい

［ウィンドウ表⺬設定］

■常に表⺬するとき

.待受画面でaを押すと、カレンダーが表

⺬されるようになります。

Cニュースを登録する、ニュースの

表⺬速度を変更する、未読ニュー

スだけを表⺬する、ニュース画像

の表⺬を設定する、各パネルの詳

細を設定する

Gフォルダを選んでスライド壁紙を設

定したい ［このフォルダを設定］

.ピクチャーフォルダを選ぶときは、フォ
ルダを選び%を押す必要はありません。

.設定したフォルダに画像がないときは、
固定データフォルダの画像がスライド表

⺬されます。

メニュー操作に関する機能

【本体設定画面】e「モーションコン

トロール設定」S%Se「クイック

ショートカット」S%Se「On」
S%Se登録／変更するモーション

S%SeメニューS%Se登録す

る機能S%

【本体設定画面】e「モーションコン

トロール設定」S%Se「クイック

ショートカット」S%Se「Off」
S%

'Se上書きする機能SBSe

「登録」S%SeメニューS%Se

登録する機能S%

'Se移動する機能SBSe「移

動」S%Se移動先S%

待受画面に関する機能

【待受ウィンドウ設定画面】e「ウィン

ドウ表⺬設定」S%Se「常時表⺬」

S%

【待受ウィンドウ設定画面】e「ウィン

ドウ表⺬設定」S%Se「常時非表

⺬」S%

【スライド壁紙画面】e「フォルダ設

定」S%Se「ピクチャー」／「デ

ジタルカメラ」S%Sgフォルダ

S%Sg「このフォルダを設定」S%
2-25
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画面／音アレンジに関する便利な機能2
K【きせかえア
レンジ画面】P.2-8【着信の種類選択画面】P.2-9
A

Gきせかえアレンジを解除したい

［きせかえアレンジ解除］

Gきせかえアレンジの提供サイトに接

続したい ［Webアクセス］

.以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

G以前使っていたケータイと近い感覚

で操作したい ［S!おなじみ操作］

■コンテンツをダウンロードするとき

.以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

■S!おなじみ操作を設定するとき

■S!おなじみ操作を一時的に解除するとき

■S!おなじみ操作を解除するとき

Cきせかえアレンジを削除する

Gメール着信音などの鳴動時間を変更

したい ［鳴動時間］

きせかえアレンジに関する機能

%Sg「設定」S%Sf「本体設定」

Se「きせかえアレンジ」S%Se

「Off」S%Se「はい」S%S%

【きせかえアレンジ画面】gコンテン

ツSBSe「Webアクセス」S%

【きせかえアレンジ画面】g「S!おな
じみ操作ダウンロード」S%

【きせかえアレンジ画面】gダウン

ロードしたコンテンツS%S%

%SASe「通常メニュー」S%

%SASe「S!おなじみ操作解除」
S%Se「はい」S%

着信音に関する機能

【着信の種類選択画面】e着信の種類

S%Se「鳴動時間」S%S秒数入

力S%
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2
K【文字入力画面】P.2-10【ユーザー辞書画面】P.2-15
共
通
操
作

A

G改行したい

［改行］

■文末で改行するとき

■文の途中で改行するとき

Gスペースを入力したい

［スペース］

G区点コードで入力したい

［区点コード入力］

Gポケベル入力方式で入力したい

［ポケベルコード入力］

G変換履歴を消去したい

［入力履歴リセット］

G入力中の文章にアドレス帳の情報を

挿入したい ［アドレス帳引用］

G直前に確定した文字や消去した文字を

元に戻したい ［元に戻す／復元］

G入力中の文字のサイズを変更したい

［文字サイズ］

G登録した単語を修正したい

［ユーザー辞書修正］

G登録した単語を削除したい

［ユーザー辞書削除］

入力に関する機能

【文字入力画面】b

【文字入力画面】#S「J」S%

【文字入力画面】d

【文字入力画面】区点コードモードで

区点コード（AP.14-12）入力

【文字入力画面】BSe「入力／変換

設定」S%Se「入力方式」S%Se

「ポケベル」S%Sポケベルコード

（AP.14-11）入力

【文字入力画面】BSe「入力／変換

設定」S%Se「入力履歴リセット」

S%Se「はい」S%

【文字入力画面】BSe「挿入／文

字サイズ」S%Se「アドレス帳引

用」S%Sg情報S%Se引用項

目S%

【文字入力画面】BSe「元に戻す／

復元」S%

【文字入力画面】BSe「挿入／文

字サイズ」S%Se「文字サイズ」S

%SeサイズS%

ユーザー辞書に関する機能

【ユーザー辞書画面】e「登録単語リス

ト」S%Se単語S%S単語修正S

%S読み修正S%Se「はい」S%

【ユーザー辞書画面】e「登録単語リス

ト」S%Se単語SBSe「はい」S

%

2-27



2-28

共
通
操
作

2

便利な機能

#02tori__J535_PDF.book  28 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
アドレス帳登録に関する便利な機能

K【アドレス帳登録画面】P.2-17
A

G画像を撮影してフォト設定したい

［撮影してフォトに設定］

Gライト色やバイブレータの動作を変

更したい ［ライト／バイブ設定］

■ライト色を変更するとき

■バイブレータを変更するとき

Gその他の項目を登録したい

［その他のアドレス帳登録］

■住所を登録するとき

■勤務先を登録するとき

■ホームページを登録するとき

■メモを登録するとき

■誕生日を登録するとき

G個別に設定したメール着信音を鳴ら

す時間を変更したい ［鳴動時間］

.鳴動時間を変更できる着信音で、利用で
きます。

Gグループ別に着信の動作を変更した

い ［グループ着信設定］

.内容編集の操作はアドレス帳ごとの操作
と同様です。

.本体のグループにだけ設定できます。

.着信時の動作をアドレス帳ごとに設定し
ているときは、そちらが優先されます。

アドレス帳登録に関する機能

【アドレス帳登録画面】e「フォト：」S

%Se「撮影」S%S画面に画像を

表⺬S%S%

【アドレス帳登録画面】e項目（「ラ

イト（音声着信）：」など）S%Se

「On／Off設定」S%Se内容S%

Se「ライト色設定」S%Se色S

%S$

【アドレス帳登録画面】e項目（「バイ

ブ（メール着信）：」など）S%Se

「On／Off設定」S%Se内容S%

Se「バイブパターン」S%Seパ

ターンS%S$

【アドレス帳登録画面】e「住所：」S%

Se登録する項目S%S内容入力／

選択S%SA

【アドレス帳登録画面】e「勤務先：」

S%Se登録する項目S%S内容入

力S%SA

【アドレス帳登録画面】e「ホーム

ページ：」S%SURL入力S%S%

SeマークS%

【アドレス帳登録画面】e「メモ：」S

%S内容入力S%

【アドレス帳登録画面】e「誕生日：」S

%S年月日入力S%

【アドレス帳登録画面】e「メール着

信音：」S%Se「鳴動時間」S%S

秒数入力S%

%Sg「電話機能」S%Se「グルー

プ設定」S%SeグループSBSe

項目S%Se着信の種類S%S内容

編集SA
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アドレス帳利用に関する便利な機能
K【ア
 2
ドレス帳詳細画面】P.2-19【アドレス帳検索画面】P.2-19
共
通
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作

A

Gアドレス帳からメールを作成したい

［メール作成］

■電話番号を利用するとき

■E-mailアドレスを利用するとき

Gアドレス帳を修正したい

［編集］

.名前を修正しても、ヨミは修正されませ
ん。必要に応じてヨミを修正してくださ

い。

Gアドレス帳を削除したい

［削除／全件削除］

■１件削除するとき

■すべて削除するとき

Gアドレス帳のグループ名を変更した

い ［グループ名編集］

.USIMカードのグループを編集するとき

は、グループを選ぶ前に、Bを押した

あと「USIMへ切替」を選び、%を押し

てください。

Gアドレス帳のグループを並べ替えた

い ［移動］

.アドレス帳検索画面のグループの表⺬順
も変わります。

.USIMカードのグループを編集するとき

は、グループを選ぶ前に、Bを押した

あと「USIMへ切替」を選び、%を押し

てください。

Cアドレス帳をコピーする

アドレス帳利用に関する機能

【アドレス帳詳細画面】e電話番号S

%Se「メール作成」S%Se「S!
メール」／「SMS」S%Sメール作

成SA

【アドレス帳詳細画面】eE-mailアド
レスS%Sメール作成SA

アドレス帳管理に関する機能

【アドレス帳検索画面】gアドレス帳

SBSe「編集」S%Se項目S%

Sアドレス帳修正S%SA

【アドレス帳検索画面】gアドレス帳

SBSe「削除」S%Se「はい」S

%

%Sg「電話機能」S%Se「アド

レス帳管理」S%Se「全件削除」S

%Seアドレス帳の保存場所S%S

e「はい」S%S操作用暗証番号入

力S%

%Sg「電話機能」S%Se「グルー

プ設定」S%SeグループS%Se

「グループ名編集」S%Sグループ名

入力S%

%Sg「電話機能」S%Se「グルー

プ設定」S%Se移動するグループ

SASe移動先S%
2-29



2-30

共
通
操
作

2

便利な機能

#02tori__J535_PDF.book  30 ページ  ２００８年２月２０日　水曜日　午後５時５７分
データ管理に関する便利な機能
K【データ管理画面】P.2
-22【ファイルメニュー画面】P.2-21【ファイルリスト画面】P.2-21
A

Gデータフォルダの表⺬を変更したい

［リスト表⺬切替］

Gファイルを壁紙に設定したい

［壁紙登録］

.画面サイズ以外の画像を選んだときは、
表⺬方法を選び%を押します。

.確認画面が表⺬されたときは、画面の指
⺬に従って操作してください。

Gファイルを着信音に設定したい

［着信音設定］

.「メール着信」、「PCメール着信」を選ん
だときは、このあと鳴動時間を入力し、
%を押します。

.確認画面が表⺬されたときは、画面の指
⺬に従って操作してください。

Cファイルをムービーに利用する／アドレ

ス帳に登録する、ファイルの詳細情報を

確認する、ファイルの画質を変更する、

パノラマ撮影した画像を自動スクロール

しない、スライドショーをくり返さない、

SVGファイルを操作する

Gファイルの名前を変更したい

［ファイル名変更］

Gファイルを並べ替えたい

［並べ替え］

.並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ
替えると、昇順／降順が切り替わります。

Gフォルダのシークレット設定を解除

したい ［シークレット解除］

Gフォルダやファイルを削除したい

［フォルダ／ファイル削除］

■ファイルを１件削除するとき

■フォルダ／フォルダ内のファイルをす

べて削除するとき

Cフォルダからカメラなどを起動する

ファイルに関する機能

【データ管理画面】e「リスト表⺬切

替」S%Se表⺬方法S%

【ファイルメニュー画面】e「壁紙登

録」S%Se「縦画面用」／「横画面

用」S%S%

【ファイルリスト画面】gファイルS

BSe「着信音設定」S%Se着信

の種類S%

ファイル／フォルダ管理に関する機能

【ファイルメニュー画面】e「データ

管理」S%Se「ファイル名変更」S

%Sファイル名変更S%

【データ管理画面】e「並べ替え」S%

Se並べ替え方法S%

シークレット一時解除中にgフォル

ダSBSe「シークレット解除」S%

S操作用暗証番号入力S%

【ファイルメニュー画面】e「削除」

S%Se「はい」S%

【ファイルリスト画面】gフォルダS

BSe「削除」S%S操作用暗証番

号入力S%Se「はい」S%
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電話
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.

ソフトバンクケータイ（3G）から緊急通
報を行うと、お客様が発信した際の位置情

報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知

します。このシステムを「緊急通報位置通

知」といい、受信している基地局測位情報

をもとに算出した位置情報を通知します。

.お申し込み料金、通信料は一切かかりません。

.お客様の発信場所や電波の受信状況によっ
ては、正確な位置が通知されないことがあ

ります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へ

お客様の発信場所や目的をお伝えください。

.「184」を付けて発信するなど、発信者番号
を非通知にして緊急通報を行ったときは、

位置情報は通知されません。ただし、人命

などに差し迫った危険があると判断したと

きは、緊急通報受理機関がお客様の位置情

報を取得することがあります。

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

電話について
TV

 

TV

緊急通報（110、119、118）発信について

発信に制限のある機能を利用しているとき

通話料金の限度額設定（AM）

発信可キー操作ロック（AP.11-2）

発信規制（AM）

オフラインモード（AP.1-12）

発信不可誤動作防止（AP.1-14）

PIN On／Off設定（AP.11-2）
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音声電話
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日本国内で音声電話をかける操作を説明し

ます。

1市外局番からダイヤル

ダイヤル画面

2!　

音声電話通話中画面

.発信されます。

3"S通話終了

日本国内から海外に音声電話をかける方法

を例に説明します。

.国際電話の利用には、別途お申し込みが必
要です。

1市外局番からダイヤルSB

2e「国際発信」S%

国名リスト画面

3e相手の国S%S!
.発信されます。

4"S通話終了

音声電話を利用する

音声電話をかける

 w 10

G
GH
I
J
K

ダイヤルし直すとき

1でf間違えた場所へカーソル移動

S$

,カーソル位置から後ろの番号をすべて消
すときは、$を⻑く押します。

受話音量を調節するとき

通話中にe

アドレス帳未登録の相手と通話を終えると

.アドレス帳に登録するかどうかの確認画
面が表⺬されます。

~E    10

国際電話をかける（別途お申し込み必要）

リストにない国にかけるとき

3でe「国番号入力」S%S国番号入

力S%S!

 w   10

使いこなしチェック !

A●一度発信した相手にもう一度電話をかけたい●以前電話をかけて

きた相手にかけ直したい●電話番号の通知／非通知を設定したい●

受話音量を事前に調節したい●こちらの声を相手に聞こえないよう

にしたい●音声の出力先を変更したい●通話中に相手の声を録音し

たい●スピーカーを使って通話したい（AP.3-11～P.3-12）

B●通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす●通話後に通話料金を表⺬

する●通話中に通話時間を表⺬しない●クローズポジションにする

と通話を終了できるようにする（AP.13-7）



3-4

電
話

3

音声電話

#02tori__J535_PDF.book  4 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
音声電話がかかってくると、次のような着

信画面が表⺬されます。

音声電話着信画面

1音声電話着信画面で!
.かけてきた相手と通話できます。

2"S通話終了

電話に出られないとき、このケータイに相

手の用件を録音できるようにします。

.電源を切っているときや電波の届かない状
態では利用できません。このときはオプショ

ンサービスの留守番電話サービスを利用す

ることをおすすめします。

1$（⻑く）

.簡易留守録が設定されます。

■簡易留守録設定時の動作

電話に出られなかったとき、応答文が流れ

たあと相手の用件を録音します。

.録音中に電話に出ると、録音内容は消去さ
れます。

1$

.再生が終わると、自動的に止まります。
■再生中にできること
.センサーキーでも操作できます。

音声電話を受ける

着信音を一時的に消すとき

$　

クローズポジションで音声電話を受けるとき

【音声電話着信画面】I

,通話を終了するときは、Jを⻑く押し

ます。

~S    10

簡易留守録を利用する

簡易留守録を解除するとき

$（⻑く）

LMNOPQRSTUVWXY

 wBCDEFGHIJ  10

L `

用件を再生する

音量調節 e／EF

はじめから（前の

用件を）再生
c　

再生の停止 $　

次の用件を再生 %／d

用件を削除 BSe「はい」S%

 w   10

使いこなしチェック !

A●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にした

い●イヤホンマイクで電話を受けたい●かかってきた電話を一時的

に簡易留守録で応答したい（AP.3-11）

B●クローズポジションでの着信をオープンポジションにした時点で

受ける（AP.13-7）
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電
話

3

TVコールに対応しているケータイとお互
いの映像を見ながら通話できます。 1電話番号をダイヤル

S!（⻑く）

TVコール通話中画面
.相手がTVコールを受けると、相手の映
像が表⺬されます。

2"S通話終了

.通話中の基本操作は、音声通話中と同様に
操作できます。

テレビ電話を利用する

TVコール利用についてのご注意
.ソフトバンクの TVコールと異なる形式の
ケータイと接続したときは、通話が切れ

ることがあります。（通話が切れるまでの

TVコール料金はかかります。）
.テレビ視聴中／録画中は利用できません。

~L HIM M10

N

相手の画像
または映像

お客様の画像
または映像

TVコールをかける

TVコール利用中の操作方法を確認するとき
1のあとBSe「ヘルプ」S%

アドレス帳未登録の相手と通話を終えたとき

.アドレス帳に登録するかどうかの確認画
面が表⺬されます。

~L HIM M10

TVコール通話中にできること

d　 ズームアップ

c　 ズームダウン

I　 画面の表⺬切替

使いこなしチェック !

A●一度発信した相手にもう一度電話をかけたい●以前電話をかけて

きた相手にかけ直したい●電話番号の通知／非通知を設定したい●

受話音量を事前に調節したい●こちらの声を相手に聞こえないよう

にしたい●音声の出力先を変更したい●スピーカーを使わずに通話

したい（AP.3-11～P.3-12）

B●受信画像の画質を変更する●送信画像の画質を変更する

●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない（AP.13-7）
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TVコールがかかってくると、次のような
着信画面が表⺬されます。

TVコール着信画面

1 TVコール着信画面で!

2"S通話終了

TVコールを受ける

こちらの映像を送信せずにTVコールを受け
るとき

【TVコール着信画面】%Se「はい」

S%　

,お客様の映像は送信されませんが、相手
にTVコール料金はかかります。

クローズポジションでTVコールを受けるとき
【TVコール着信画面】I

,通話を終了するときは、Jを⻑く押し

ます。

通話中に送信映像を切り替えるとき
1のあと%

~;    10

使いこなしチェック !

A●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にした

い●イヤホンマイクで電話を受けたい●TVコール着信時自動的に応
答したい（AP.3-11）
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スピードダイヤル
3-7

電
話

3
アドレス帳に登録している相手に、より早

く電話をかけられるようにします。

1%Sg「電話機能」S%

2e「スピードダイヤル／

メール」S%　

スピードダイヤル／メール画面

3e登録する番号S%

Sgアドレス帳S%

4e電話番号S%
.スピードメールの設定画面が表⺬され
ます。

5e「設定しない」S%

E-mailアドレスを選び%を押すと、簡

単にメールを作成できる相手として登

録できます。

6A　

.続けて他のスピードダイヤルを登録す
るときは、3～6をくり返します。

10～9S!
.TVコールをかけるときは、!を⻑く押

します。

ボタン２つで電話をかける

スピードダイヤルに登録する

 w   10

イヤホンマイクを使って発信できるように

するとき

.イヤホンマイクを使って発信する相手を、
0に登録してください。

スピードダイヤルを利用する

イヤホンマイクを使って電話をかけるとき

.待受中に、「ピピッ」と音が鳴るまで⻑く
スイッチを押します。電話を切るときも、

⻑くスイッチを押してください。

使いこなしチェック !

A●スピードダイヤルを解除したい（AP.3-12）
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通話情報確認
3-8

電
話

3
 最近の発着信の履歴を確認できます。

1!

履歴表⺬画面

.すべての履歴が表⺬されます。このあ
とdを押すと、発信履歴、着信履歴

を順に表⺬できます。

2e履歴S%

直前（前回）や累積の通話時間の目安を確

認できます。

1%Sg「設定」S%

Sf「通話／TVコール設定」
2e「通信時間・料金」S%

通信時間・料金画面

3e「通話時間」S%

通話時間画面

4e「発信通話時間」／

「着信通話時間」S%

直前（前回）や累積の通話料金の目安を確

認できます。

.ご契約の内容によっては、通話料金表⺬機
能が利用できないことがあります。このと

きは、限度額設定も利用できません。

1通信時間・料金画面で

e「通話料金」S%

2e「通話料金表⺬」S%

通話料金表⺬画面

発着信履歴／通話時間／通話料金を確認する

発着信履歴を確認する

同じ番号に２回以上発信すると

.最後にかけた発信履歴だけが記憶されま
す。（S!一⻫トーク発信を除く）

 w   10

RN

RN

TN

Q R S

通話時間を確認する

 w   10

 w   10

通話料金を確認する

 w   10

使いこなしチェック !

A●履歴を利用してメールを作成したい●履歴を利用してアドレス帳

に登録したい●履歴を削除したい●通話時間を削除したい●通話料

金を削除したい（AP.3-12～P.3-13）

B●前回利用したパケット量を確認する●利用したパケット量の累積

を確認する（AP.13-7）
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オプションサービス
3-9

電
話

3

次のサービスが利用できます。

.転送電話サービス（「TVコール」を除く）と
留守番電話サービスを同時に設定すること

はできません。

※別途お申し込みが必要です。

アドレス帳に登録している電話番号に、「呼

出あり」で転送する方法を例に説明します。

1%Sg「設定」S%

Sf「通話／TVコール設定」
2e「留守番・転送電話」S%

留守番・転送電話画面

3e「転送電話」S%

Se通話の種類S%

4e「呼出あり」S%

5e「アドレス帳」S%

Sgアドレス帳S%

6e電話番号S%
.アドレス帳に電話番号が１件だけ登録
されているとき、6は必要ありません。

7%　

8e呼出時間S%

「呼出あり」で留守番電話を利用する方法

を例に説明します。

1留守番・転送電話画面で

e「留守番電話」S%

Se「設定」S%

2e「呼出あり」S%

Se呼出時間S%

オプションサービスを利用する

転送電話

サービス

圏外時や電話に出られない

とき、あらかじめ指定した

電話番号へ転送します。

留守番電話

サービス

圏外時や電話に出られない

とき、留守番電話センター

で伝言をお預かりします。

割込通話

サービス※

通話中にかかってきた電話

を受けたり、他の相手へ電

話をかけられます。

多者通話

サービス※

複数の相手と同時に通話で

きます。

発着信規制

サービス

電話発着信を状況に合わせ

て制限できます。

発信者番号

通知サービス

お客様の電話番号を相手に

通知したり、通知しないよ

うにします。

転送電話サービスを開始する

 w   10

 w   10

V

N

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき

4でe「呼出なし」S%S5～7

転送先の電話番号を入力するとき

5でe「電話番号入力」S%S転送先

電話番号入力S%Se呼出時間S%

留守番電話サービスを開始する

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで

応答するとき

2でe「呼出なし」S%

 w   10

使いこなしチェック !

A●オプションサービスの設定状況を確認したい（AP.3-13）
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電源を切っているときや圏外にいるときの

着信を留守番電話センターで記憶し、電波

の届く状態になったときにインフォメー

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
け有効となります。

1%Sg「設定」S%

Sf「通話／TVコール設定」

通話／TVコール設定画面

2e「着信お知らせ機能」S%

S%
.以降はアナウンスに従って操作してく
ださい。

1通話／TVコール設定画面で
e「留守番・転送電話」S%　

留守番・転送電話画面

2e「留守番電話」S%

Se「留守電サービス再生」

S%　

.以降はアナウンスに従って操作してく
ださい。

1留守番・転送電話画面で

e「留守番・転送停止」S%

2e「はい」S%

着信お知らせ機能について

 wBCDEFGHIJ  10

N ! " #
k
H
a
b
c

伝言を再生する

伝言ありのマークを消すとき

2でe「留守番電話アイコン消去」S%

Se「はい」S%

 w   10

転送電話／留守番電話を停止する

 w   10

使いこなしチェック !

A [割込通話サービス（別途お申し込み必要）]
●割込通話サービスを設定したい●通話中にかかってきた電話を受

けたい（AP.3-13）
[多者通話サービス（別途お申し込み必要）]
●通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい●相手を切

り替えながら通話したい●複数の相手と同時に通話したい

（AP.3-13）

[発着信規制サービス]
●相手を特定して着信を拒否したい●相手を特定せずに着信を拒否

したい●発着信規制用暗証番号を変更したい（AP.3-14）
[発信者番号通知サービス]
●電話番号の通知／非通知を事前に設定したい（AP.3-14）
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便利な機能
電話に関する便利な機能1
K【ダイヤル画面】P.3-3【着信画
面】音声電話：P.3-4、TVコール：P.3-6【通話／TVコール設定画面】P.3-10
電
話

3

A

G一度発信した相手にもう一度電話を

かけたい ［リダイヤル］

.TVコールをかけるときは、!を⻑く押し

ます。

G以前電話をかけてきた相手にかけ直

したい ［着信履歴］

.TVコールをかけるときは、!を⻑く押し

ます。

G電話番号の通知／非通知を設定した

い ［発信者番号通知／非通知］

G受話音量を事前に調節したい

［受話音量調節］

C国番号を直接入力して国際電話をかける

Gかかってきた電話を拒否したい

［着信拒否］

Gかかってきた電話を保留にしたい

［応答保留］

.このあと電話に出るときは、!またはI

を押します。

Gイヤホンマイクで電話を受けたい

［イヤホン着信］

.通話を終了するときは、ピッと音が鳴る
までスイッチを⻑く押します。

Gかかってきた電話を一時的に簡易留

守録で応答したい ［簡易留守録］

C簡易留守録設定時の応答時間を変

更する／応答文を確認する／受話

音量を変更する

GTVコール着信時自動的に応答したい
［リモートモニタモード］

■自動応答する相手の電話番号を登録する

.「通話履歴参照」を選んだとき、アドレ
ス帳を選ぶ必要はありません。

.電話番号を入力するときは、登録場所を
選び%を押します。

C自動応答番号リストを編集／削除

する

■自動応答を設定する

.自動応答時には常に、専用の効果音が最
大音量で鳴ります。

.クローズポジションでは、自動応答でき
ません。

C自動応答の時間を変更する

音声電話／TVコール発信時の機能

cSe電話番号／名前S!

dSe電話番号／名前S!

【ダイヤル画面】BSe「発信者番

号非通知」／「発信者番号通知」S%

%Sg「設定」S%Sf「本体設定」

Se「受話音量調節」S%Se音量

調節S%

音声電話／TVコール着信時の機能

【着信画面】BSe「着信拒否」S%

【着信画面】"（クローズポジション

ではJ）

【着信画面】スイッチ（⻑く）

【音声電話着信画面】BSe「簡易留

守録」S%

【通話／TVコール設定画面】e「TV
コール設定」S%Se「リモートモニ

タモード」S%S操作用暗証番号入

力S%Se「自動応答番号リスト」S

%Se登録場所SBSe「変更」S

%Se「アドレス帳参照」／「通話

履歴参照」S%Sgアドレス帳S%

Se電話番号S%

【通話／TVコール設定画面】e「TV
コール設定」S%Se「リモートモニ

タモード」S%S操作用暗証番号入

力S%Se「On／Off設定」S%S

e「On」S%S%
3-11
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電話に関する便利な機能2
K【通話中画面】音声電話：P.3-3、TVコ
ール：P.3-5【スピードダイヤル／メール画面】P.3-7【履歴表⺬画面】P.3-8
A

Gこちらの声を相手に聞こえないよう

にしたい ［ミュート］

.解除するときは、ミュート中にAを押し

ます。

G音声の出力先を変更したい

［音声切替］

C通話中にアドレス帳を確認／登録する、

トーン信号を送らない、通話を保留にする

G通話中に相手の声を録音したい

［音声メモ録音］

.録音した音声メモの再生方法は、簡易留
守録の用件と同様です。

Gスピーカーを使って通話したい

［スピーカーホン］

.解除するときは、スピーカーホン通話中
に%を押します。

C通話中にメールを確認／作成する

Gスピーカーを使わずに通話したい
［スピーカーホン］

.解除するときは、同様の操作で「スピー
カーホンOn」を選びます。

C送信画像の明るさを調整する、インカメ

ラの画像を左右反転しない

Gスピードダイヤルを解除したい

［解除］

Cスピードダイヤルをすべて解除する

G履歴を利用してメールを作成したい

［メール作成］

G履歴を利用してアドレス帳に登録し

たい ［アドレス帳に登録］

.「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス
帳に追加できます。

G履歴を削除したい

［削除／全件削除］

■１件削除するとき

■すべて削除するとき

C履歴を利用してS!一⻫トークを発信する

音声電話／TVコール通話中の機能

【通話中画面】A

【通話中画面】BSe「音声切替」S%

Se「本体」／「Bluetooth」S%

音声電話通話中の機能

【音声電話通話中画面】BSe「音

声メモ録音」S%S録音開始S%S

録音終了

【音声電話通話中画面】%S%

TVコール通話中の機能

【TVコール通話中画面】BSe「ス

ピーカーホンOff」S%

スピードダイヤルに関する機能

【スピードダイヤル／メール画面】e

解除する番号SBSe「解除」S%

Se「はい」S%

発着信履歴に関する機能

【履歴表⺬画面】e 履歴SBSe

「メール作成」S%Se「S!メール」／
「SMS」S%Sメール作成SA

【履歴表⺬画面】e履歴SBSe「ア

ドレス帳に登録」S%Se「新規登

録」S%S必要項目入力SA

【履歴表⺬画面】e削除する履歴SB

Se「削除」S%Se「はい」S%

【履歴表⺬画面】BSe「全件削除」S

%S操作用暗証番号入力S%Se

「はい」S%
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電話に関する便利な機能3
K【通話時間画面】P.3-8【通話料金表
⺬画面】P.3-8【通話／TVコール設定画面】P.3-10【音声電話通話中画面】P.3-3
電
話

3

A

G通話時間を削除したい

［通話時間リセット］

G通話料金を削除したい

［通話料金リセット］

C通話料金の換算単位を変更する

Gオプションサービスの設定状況を確

認したい ［設定確認］

.「発着信規制」を選んだときは、規制の
種類／規制内容を選び%を押します。

G割込通話サービスを設定したい

［割込通話］

G通話中にかかってきた電話を受けた

い ［割込通話着信］

.以降!を押すたびに、通話相手を切り替

えられます。

."を押すと通話中の電話は切れ、保留に

していた相手と通話が始まります。

G通話中の電話を保留にして別の相手に

電話をかけたい ［通話中発信］

.発着信履歴（!⻑く）も利用できます。

G相手を切り替えながら通話したい

［切替通話］

.以降!を押すたびに、通話相手を切り替

えられます。

G複数の相手と同時に通話したい

［多者通話］

C特定の相手と通話する

通話時間／通話料金に関する機能

【通話時間画面】e「リセット」S%S

操作用暗証番号入力S%Se「はい」

S%

【通話料金表⺬画面】BSPIN2コード
入力S%Se「はい」S%

オプションサービスに関する機能

オプションサービス設定確認

【通話／TVコール設定画面】e確認

するサービスS%Se「設定確認」S

%

割込通話サービス（別途お申し込み必要）

【通話／TVコール設定画面】e「割

込通話」S%Se「On」S%

【音声電話通話中画面】割り込み着信

音が聞こえたらS!

多者通話サービス（別途お申し込み必要）

【音声電話通話中画面】電話番号入力S

!

【音声電話通話中画面】!

【音声電話通話中画面】切替通話中に

BSe「多者通話」S%Se「すべ

てと通話」S%
3-13
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電話に関する便利な機能4

K【通話／TVコール設定画面】P.3-10
A

G相手を特定して着信を拒否したい

［電話番号指定拒否］

■電話番号を登録するとき

.このあと電話番号指定拒否を設定する

と、登録電話番号からの着信を拒否でき

ます。

C アドレス帳／通話履歴から登録する、

登録電話番号を編集／削除する

■電話番号指定拒否を設定するとき

G相手を特定せずに着信を拒否したい

［着信拒否］

■アドレス帳未登録の着信を拒否するとき

■電話番号非通知の着信を拒否するとき

■公衆電話からの着信を拒否するとき

■通知不可電話からの着信を拒否するとき

G発着信規制用暗証番号を変更したい

［規制用暗証番号変更］

C発着信を規制／解除する

G電話番号の通知／非通知を事前に設

定したい ［発番号通知・表⺬］

発着信規制サービス

【通話／TVコール設定画面】e「発着
信規制」S%Se「着信拒否」S%S

e「電話番号指定」S%Se「拒否

番号リスト」S%Se登録場所S%

S電話番号入力S%

【通話／TVコール設定画面】e「発着
信規制」S%Se「着信拒否」S%S

e「電話番号指定」S%Se「On／
Off設定」S%Se「On」S%

【通話／TVコール設定画面】e「発着
信規制」S%Se「着信拒否」S%S

e「アドレス帳以外」S%Se「On」
S%

【通話／TVコール設定画面】e「発着
信規制」S%Se「着信拒否」S%S

e「非通知」S%Se「On」S%

【通話／TVコール設定画面】e「発着
信規制」S%Se「着信拒否」S%S

e「公衆電話」S%Se「On」S%

【通話／TVコール設定画面】e「発着
信規制」S%Se「着信拒否」S%S

e「通知不可」S%Se「On」S%

【通話／TVコール設定画面】e「発着
信規制」S%Se「規制用暗証番号

変更」S%S現在の発着信規制用暗

証番号入力S%S新しい発着信規制

用暗証番号入力S%Sもう一度新し

い発着信規制用暗証番号入力S%

発信者番号通知サービス

【通話／TVコール設定画面】e「発番
号通知・表⺬」S%Se「On」／「Off」
S%
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このケータイで利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

.詳しくは、「ソフトバンクホームページ」（AP.14-22）を参照してください。

メールについて

OK!
SMS

PC PC SMS
S!

S!

.

.

. SMS S!
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メール
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このケータイのメールアドレスは、お買い

上げ時にランダムな英数字の組み合わせで

設定されています。これをお好きな文字に

変更することができます。

.変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

.詳しくは、「ソフトバンクホームページ」

（AP.14-22）を参照してください。

1BSe「設定」S%

メール設定画面

2e「メール・アドレス設定」

S%
.インターネットに接続されます。
以降は、画面の指⺬に従って操作して

ください。

メールアドレス変更が完了すると、ソフト

バンクから、メール変更完了通知がこの

ケータイに届きます。

次の操作を行うと、このケータイにメール

アドレスを登録することができます。

（登録しなくても使用できます。）

1e「新着メール」S%

2e「Information」S%

3e「はい」S%

4A

メールアドレスを変更／登録する

メールアドレスを変更する

 w   10

メールアドレスを登録する

~4C    10

g

~4CDE    10

C

~4CDE    10

C
G

C
y
z

~4C    10

b

z

a
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アドレス帳に登録している相手にS!メー
ルを送る方法を例に説明します。

1BSe「新規作成」S%

PCメールアカウントを設定していると
きは、このあと「S!メール」を選び%

を押します。

S!メール作成画面

2e宛先入力欄S%

3e「アドレス帳」S%

4g送信相手S%

5e宛先S%

.アドレス帳に宛先が１件だけ登録され
ているとき、5は必要ありません。

.宛先がE-mailアドレスのときは、件名
や本文に半角カタカナを使用しないで

ください。

6e件名入力欄S%S件名入力

S%　

7e「C本文」S%

本文入力画面

8本文入力S%

S!メール送信画面
9AS送信開始

.送信中にAを押すと、中止できます。

S!メールを送信する

C

 w   10

B
C

C k

 w   10

V
]
W

N
Y

g

 w   10

B
C

C k

 w   10

'

メール作成中に着信があると

.着信を受けても作成中のメールは消去さ
れません。通話などのあと、作成を継続

できます。

作成したメールを送信前に確認するとき

8のあとBSe「プレビュー表⺬」S%

他社送信用の絵文字を確認するとき

7のあとBSe「他社送信用絵文字」S

%Se携帯電話会社S%

,他社のケータイで見ると、形状が異なる
ことがあります。

,絵文字入力画面で'を押しても確認で

きます。

g

 w   10

B
C

C k

使いこなしチェック !

A●アドレス帳以外の相手に送信したい●宛先を追加したい●署名を

自動的に挿入したい●宛先を簡単に指定したい●送信せずに保存し

たい●圏内に入ったら自動的に送信したい●指定した日時（一週間

以内）に送信したい●送信したS!メールを取り消したい●相手に届
いたかどうかを確認したい（AP.4-18～P.4-19）

B●送信中アニメを最後まで表⺬しない●送信失敗時に自動再送しな

い（AP.13-8）
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S!メールに画像を添付する方法を例に説
明します。

.相手の機種によっては、受信できないこと
があります。

1 本文入力後のS!メール送信画面で
f「k添付」

2e「ファイル添付」S%

3e「画像」S%Seフォルダ

S%

4g添付する画像S%
画像サイズ選択画面が表⺬されたとき

は、このあと圧縮サイズを選び、%を

押します。

添付画面

.複数のファイルを添付するときは、
2～4をくり返します。

5AS送信開始

1 本文入力後のS!メール送信画面で
BSe「フィーリング設定」
S%

2e感情のジャンル（「Happy/
うれしい」など）S%

3e感情（「好き」など）S%

4AS送信開始

画像などのファイルを添付する

g

 w   10

B
C

C k

M

 w   10
画像以外のファイルを添付するとき

.3で「画像」以外を選び%を押したあと、

添付するファイルを選びます。

C

 w   10

B
C

C A

M
M

フィーリングメールを送信する

フィーリングメールを解除するとき

【S!メール作成画面】e件名入力欄S%

Sf「E」などのマークS$S%

 w   10

E
3
4
5

g

 w   10

B
C E

C A

使いこなしチェック !

A●受信側で自動的にメッセージを表⺬してファイルを再生したい

（AP.4-19）
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次のアレンジを例に説明します。

.文字サイズ、背景色を変更

.画像、マイ絵文字を挿入

.文字を左右に移動表⺬（スクロール）

1本文入力画面で!（⻑く）

アレンジメール画面

2g「サイズ」S%

3fサイズS%S本文入力

4ASg「背景」S%

Sg背景色S%

5ASg「画像」S%

SeフォルダS%Sg画像

S%　

6g表⺬位置S%S$

7ASg「マイ絵文字」S%

SBSg絵文字S%S$

8ASg「効果」S%

9f「スクロール」S%

afスクロール方向S%

S文字入力

b%SAS送信開始

アレンジメールを送信する

F

 w   10

' 

 w   10

' 

F

 w   10

' 

.

１つ前の状態に戻すとき

【アレンジメール画面】g「戻す」S%

アレンジ設定をすべてやり直すとき

【アレンジメール画面】g「装飾解除」

S%Se「はい」S%

テンプレート（ひな形）に保存するとき

aのあと%SBSe「テンプレートへ

保存」S%Sテンプレート名入力S%S

g「ここに保存」S%

,本文だけが保存されます。

使いこなしチェック !

A●テンプレート（ひな形）を利用してアレンジメールを作成したい

●入力済みの文字を装飾したい（AP.4-19）
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アドレス帳に登録している相手にSMSを
送る方法を例に説明します。

1BSe「SMS新規作成」S%

SMS作成画面

2e宛先入力欄S%

3e「アドレス帳」S%

4g送信相手S%

5e宛先S%

.アドレス帳に宛先が１件だけ登録され
ているとき、5は必要ありません。

6e本文入力欄S%

本文入力画面

7本文入力S%

SMS送信画面

8AS送信開始

SMSを送信する

Q

 w   10

B

C

 w   10

V
]
W

N
M

p P
 w 10

P N
a
B
A

Q

 w   10

B 

C

 w   10

'

Q

 w   10

B 

C

メール作成中に着信があると

.着信を受けても作成中のメールは消去さ
れません。通話などのあと、作成を継続

できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

.S!メール変換の確認画面が表⺬されます。
変換するときは、次の操作を行います。

e「はい」S%

使いこなしチェック !

A●アドレス帳以外の相手に送信したい●宛先を追加したい●宛先を

簡単に指定したい●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的

に送信したい●指定した日時（一週間以内）に送信したい●相手に

届いたかどうかを確認したい（AP.4-18～P.4-19）

B●送信中アニメを最後まで表⺬しない●常に配信確認をする●送信

失敗時に自動再送しない●サービスセンターでの保存期間を短くす

る（AP.13-8、P.13-10）
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S!メールやSMSは、自動的に受信され、イ
ンフォメーションが表⺬されます。

.PCメールの受信方法は、P.4-17を参照してく
ださい。

.S!メールでは、添付ファイルを含むメール全
文が自動的に受信されます。自動受信しな

いように設定することもできます。

1e「新着メール」S%

リスト画面

2e確認するメールS%

.本文がイラストレーション表⺬（デル
モジ表⺬）されます。

3e以降のデルモジ表⺬方法

S%　

受信メールを確認／返信する

新着メールを確認する

配信レポートを受信すると

.インフォメーションに「配信確認」が表
⺬されます。次の操作で確認できます。

e「配信確認」S%Se配信未読レポー

トS%SA

~4C    10

g

~4CDE    10

C
G

 w C   10

フィーリングメールを受信すると

.あらかじめ設定されているライト、バイ
ブレータ、着信音が動作します。

画像が添付されていると

.自動的に画像が表⺬されます。
クイズが表⺬されたとき

クイズの答え入力／答え選択S%

,クイズに正解しないとメールを確認する
ことはできません。

メールの件名または本文に特定の絵文字が

あるとき

.メッセージ画面の背景に、絵文字に対応
したアニメーションが表⺬されます。

（アニメビュー表⺬）

使いこなしチェック !

A●待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい●新着メー

ルを手動で受信したい●サービスセンター内のメール一覧を入手し

たい●迷惑メールとして申告したい●添付ファイルをデータフォル

ダに保存したい（AP.4-20）

B●フィーリングメールに関する設定●デルモジ表⺬に関する設定●

アニメビューを表⺬しない●S!メールを自動受信しない●添付画像
を拡大表⺬しない●添付画像を自動的に表⺬しない●添付サウンド

を自動的に再生する（AP.13-8～P.13-10）
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1BSe「受信ボックス」S%

.PCメールアカウントを設定していると
きは、「表⺬名設定」で設定した名前

のフォルダも表⺬されます。

2e確認するフォルダS%

Se確認するメールS%

メッセージ画面

※ SMSやPCメールのときは、「_」「~」など

メールの種類を表すマークも表⺬されま

す。（例：B、}）

.(を押すと次のメール、#を押すと前の

メールが確認できます。

EFを押すと、文字サイズを変更できま

す。

1メッセージ画面でA

2返信メール作成SA

以前に受信したメールを確認する

 w   10

{
 & 
 & 
 & 

 w 10

B
C
y

メール画面の見かた

リスト画面の見かた

g 未読 L メッセージ続きあり

G 既読 D 未読配信レポート

A 送信済 M 添付あり

H 送信失敗 N 保護

I 返信済 O 優先度（高）

C 転送済 T 優先度（低）

K 送信予約 < USIMカード内SMS

メールの種類／状態

送信元／送信先

メールの内容

（下記参照）

~4CDE    10

B

G

C
y
z

C

メッセージ画面の見かた

メールを返信する

複数の宛先があるメールに返信するとき

1のあとe「差出人へ返信」／「全員

へ返信」S%S2

送信元／送信先

送受信日時

メールの内容

 w C 10

B
C
y 件名（SMSを除く)

使いこなしチェック !

A●メール本文の情報を利用したい●メールアドレスなどをアドレス帳

に登録したい●メールアドレスや件名／本文をコピーしたい●受信

メールを引用して返信したい●定型文ですばやく返信したい●メール

を自動的に返信したい（AP.4-20～P.4-21）

B●アドレスをすべて表⺬する●リスト画面の表⺬方法を変更する

●メッセージ画面のスクロール単位を変更する（AP.13-8）
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これまで送受信したり、保存したメール

は、次の場所で管理されています。
1BSe「受信ボックス」／

「送信済みボックス」S%

フォルダ画面

.PCメールアカウントを設定していると
きは、「表⺬名設定」で設定した名前

のフォルダも表⺬されます。

.フォルダを選びAを押すと、フォルダ

を隠したり展開したりできます。

フォルダを隠している状態で%を押

すと、メールを一覧表⺬できます。

2e確認するフォルダS%

リスト画面

3e確認するメールS%

メッセージ画面

1リスト画面でeメールSB

Se「メール管理」S%

2e「保護」S%

送受信メールを管理／利用する

送受信メールの管理方法について

メールの自動削除について

.受信メールおよび送信済みメールは、受
信ボックスおよび送信済みボックスの空

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、保護しておく

ことができます。

メールの操作方法を確認するとき

.メールのフォルダ画面やリスト画面、メッ
セージ画面で次の操作を行います。

BSe「ヘルプ」S%

受信したメール

送信したメール

送信に失敗したメール

保存したメール

 w   10

!
"
#
$
%
&
  
'
(
)

D

送受信メールを確認する

 w   10

{
 & 
 & 
 & 

 w4CDE   10

G
G

メールを保護する

保護を解除するとき

2でe「保護解除」S%

 w 10

B
C
y

使いこなしチェック !

A●メールを削除したい●複数のメールを選んで処理したい●メール

にラベル（色）を付けて分類したい●メールを並べ替えたい●送受

信したメールのアドレスを知りたい●メールを転送したい●下書き

したメールを送信したい（AP.4-22）

B●古い受信メールを自動的に削除しない●古い送信済みメールを自

動的に削除しない●受信ボックスの表⺬方法を変更する●送信済み

ボックスの表⺬方法を変更する（AP.13-8）
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#02tori__J535_PDF.book  11 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
以前送受信したメールの内容やアドレスか

らメールを検索できます。

1BSe「受信ボックス」／

「送信済みボックス」S%

2BSe「検索」S%

3e「送受信メール検索」S%

4e検索方法S%

S検索相手指定／文言入力

S%　

.送受信ボックスにシークレットを設定して
も、チャットフォルダには反映されません。

1BSe「受信ボックス」／

「送信済みボックス」S%

2e設定するフォルダSB

3e「シークレット設定」S%

S操作用暗証番号入力S%

S%　

メールを検索する

より詳しく検索したいとき

.次の操作を行うと、メールの本文から半
角／全角などを区別して検索することが

できます。

【メッセージ画面】BSe「本文検索」

S%S検索文言入力S%

,検索結果が複数あるときは、B／Aを押

して、前または次の検索結果へ移動でき

ます。

メールボックスのメールを検索するとき

3でe「フォルダ内を検索」S%S4

特定のフォルダを見えなくする

シークレットにしたフォルダを確認するとき

1のあとBSe「シークレット一時解

除」S%S操作用暗証番号入力S%

使いこなしチェック !

A●未送信のメールを送信したい●送信済みのメールを再利用したい

●フォルダを特定してメールを検索したい●予定に関連するメール

をカレンダーに登録したい●フォルダのシークレット設定を解除し

たい（AP.4-23）

B●シークレットフォルダへの着信を知らせない（AP.13-8）
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メール管理／利用
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相手によって振り分けたり、件名やSMS
の本文の文字で振り分けられます。

1BSe「受信ボックス」／

「送信済みボックス」S%

2e振り分けるフォルダSB

3e「メール振り分け設定」S%

Se番号S%

4e「差出人（全一致）」／

「宛先（全一致）」S%

5e宛先選択方法S%

S宛先選択／入力S%

6AS登録完了

アドレス帳に登録していない相手からの

ケータイメールを、迷惑メールフォルダに

振り分ける方法を説明します。

1BSe「設定」S%

Se「一般設定」S%

2e「迷惑メール設定」S%

3操作用暗証番号入力S%

迷惑メール設定画面

4e「アドレス帳未登録（携帯）」

S%（P）　

5AS%　

メールを振り分ける

相手によって振り分ける

 w   10

 w   10

V
S
]
W

N

部分的に一致した内容で振り分けるとき

4でe「差出人（部分一致）」／「宛先（部

分一致）」／「件名」S%S振り分け条件

入力S%S6

迷惑メールを振り分ける

例外的に受信したいメールがあるとき

4のあとe「受信許可リスト（共通）」S

BSe番号S%Se受信条件S%

S宛先選択／宛先・件名入力S%SA

S%（P）S5

PCメールアカウントを設定しているとき
.アドレス帳に登録していない相手からの

PCメールを振り分けることもできます。

 w   10

N
N
N

 w   10

N
N
N

使いこなしチェック !

A●フォルダの名前を変更したい●フォルダを削除したい●新しいフォ

ルダを作りたい●振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分

けたい●メールを個別のフォルダへ移動したい●条件を設定して迷

惑メールを振り分けたい（AP.4-23～P.4-24）
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チャットグループに登録したメンバー間で

送受信したメールを、１つのフォルダで管

理できます。（チャットフォルダ）

.チャットフォルダにも、シークレットを設
定できます。

1BSe「チャットフォルダ」
S%

チャットフォルダ画面

2e登録するグループSB

3e「メンバー登録」S%

4e登録する番号S%
.登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正
できます。

5e宛先選択方法S%

S宛先選択／入力S%

.続けて他の宛先を入力するときは、
4～5をくり返します。

6A　

1BSe「チャットフォルダ」

S%SeグループS%

2eメールS%

特定の相手とのメールを１つのフォルダで管理する

チャットメンバーを登録する

 w   10

&
&
&

 w   10

 w   10

チャットメンバーを変更するとき

4でe変更するメンバーSBSe「メ

ンバー変更」S%S5以降

チャットメンバーを削除するとき

4でe削除するメンバーSBSe「削

除」S%Se「はい」S%

チャットフォルダを確認する

 w   10

G

I

使いこなしチェック !

A●フォルダの名前を変更したい●新しいフォルダを作りたい●振り

分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい●フォルダを削

除したい●フォルダ内のメールをすべて削除したい●チャットフォ

ルダをお買い上げ時の状態に戻したい（AP.4-23～P.4-24）
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メールグループ
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メールグループを登録すると、複数の相手

に同じメールを一括で送信できます。

1BSe「設定」S%

2e「メールグループ設定」

S%　

メールグループ登録画面

3e「＜新規グループ＞」S%

Sグループ名入力S%

4eグループS%

5「＜メンバー登録＞」S%

Sgアドレス帳S%

6e電話番号／E-mailアドレス
S%

.アドレス帳に電話番号／E-mailアドレ
スのどちらか１件だけ登録されている

とき、6は必要ありません。

.他のメンバーを登録するときは、5～

6をくり返します。

メール同報送信用のグループを登録する

 w   10

u

 w   10

 w 10

U W X
N
kZ

B
N
Z

 w   10

N

使いこなしチェック !

A●メールグループの名前を変更したい●メールグループ／メンバー

を削除したい●メールグループのメンバーを変更したい（AP.4-24）
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パソコン用のアドレスのメールをケータイで送受信できます。

PCメールを利用する

PCメール利用時のご注意
.PCメールアカウント設定後はじめてPCメー
ルを受信すると、データ量が多くなること

があります。このため、パケット通信料

が高額になることがあります。

.自動的にメールを受信するよう設定する
と、パケット通信料が高額になることが

あります。

.新着メールをチェックしているときは、他
の機能の動作が遅くなることがあります。

.新着メールをチェックすると、新着メー
ルがないときでもパケット通信料が発生

することがあります。

Yahoo!

PC
Yahoo!

.

PC S! SMS
PC

%

.
S! SMS

 w C   10

{
 & 
 & 
 & 
+
 & 
 & 
 & 

 w C   10

/
*

C
y
z

PC
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PCメール
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PCメールを利用するための、おもな設定
項目は次のとおりです。

.ご契約のプロバイダからの資料／情報を確
認のうえ、設定してください。

.パソコンでご利用になっているメールサー
ビス仕様や設定内容、ご契約条件などによっ

てPCメールでご利用いただけない場合があ
ります。ご利用のメールサービスにおいて、

メールソフトでの送受信（POP受信／SMTP
送信） が可能かあらかじめご確認ください。
■受信のための必須項目

■送信のための必須項目

1BSe「設定」S%

Se「PCメール設定」S%

2e「PCメールアカウント設定」
S%　

PCメールアカウント設定画面

3e「＜未登録＞」S%

4e「表⺬名設定」S%

S表⺬名入力S%

5e「受信設定」S%

S各項目選択／入力S%
.ユーザー名、パスワード、受信メール
サーバーは、必ず入力してください。

6ASe「送信設定」S%

S各項目選択／入力S%
.メールアドレス、送信メールサーバー
は、必ず入力してください。

7ASAS%　

.確認画面が表⺬されたときは、画面の
指⺬に従って操作してください。

PCメールアカウントを設定する

ユーザー名
受信メールサーバーへ接続

するためのユーザー名

パスワード
受信メールサーバーへ接続

するためのパスワード

受信メール

サーバー

受信メールサーバーのアド

レス

メールアドレス
PCメールで利用するメー
ルアドレス

送信メール

サーバー

送信メールサーバーのアド

レス

その他の項目を設定するとき

.各設定画面でBを押すと、操作説明（ヘル

プ）を表⺬できます。説明を参考に、必要

に応じて変更してください。

 w   10

 w   10

h Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定する
とき

3でe「Yahoo!メール簡単設定」S%

Se「はい」／「いいえ」S%

,以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

,「いいえ」を選ぶと、アカウント取得の
画面へ進めます。

アカウントを編集するとき

3でe編集する表⺬名S%S4～7

アカウントを削除するとき

3でe削除する表⺬名SBSe「は

い」S%
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設定したアカウントの新着メールを受信し

ます。

.大量のメールを受信するときは、一度です
べてを受信できないことがあります。

1BSB　

アカウントごとにメールを受信すると

きは、表⺬名を選び%を押します。

2B　

メッセージ画面

.メッセージの続きがあるときは、この
あとAを押すと続きを受信できます。

.メッセージ画面の見かたは、S!メール
と同様です。

1BSe「受信ボックス」S%

SeフォルダS%
.リスト画面が表⺬されます。リスト画
面の見かたは、S!メールと同様です。

2eメールS%
.メッセージ画面が表⺬されます。

受信したPCメールに返信します。

1メッセージ画面でA
.PCメール作成画面が表⺬されます。

2メール作成SA

PCメールを新しく作成し、送信する方法
を説明します。

1BSe「新規作成」S%

2eアカウント名S%

3メール作成SA

新着のPCメールを受信する メールを削除するとき

【リスト画面】eメールSBSe「削除」

S%Se削除方法S%Se「はい」

S%

自動的にPCメールを受信するよう設定すると
.設定した時間ごとにメールが受信され、イ
ンフォメーションが表⺬されます。

以前に受信したPCメールを確認する

PCメールを返信する

受信メールを引用して返信するとき

【メッセージ画面】BSe「返信」S%

Se「PCメール引用付き返信」S%S

返信メール作成SA

,htmlメールのときは、テキストメールと
して引用返信されます。

送信メールのアカウントを変更するとき

【PCメール作成画面】e宛先入力欄S%

Se「From:」S%Se変更するアカ

ウントS%

PCメールを送信する

S!メールに変換するとき
2のあとe宛先入力欄SBSe「S!
メールに変換」S%Se「はい」S%

メール作成時のご注意

.半角カタカナや絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック !

A●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的に送信したい

（AP.4-18）
●メール受信／確認に関する便利な機能●メール管理／利用に関す

る便利な機能（AP.4-20～P.4-24）

B●送信失敗時に自動再送しない●PCメールを全文受信する●自動で新
着メールを受信する●自動新着チェックの間隔を設定する●PCメー
ル作成時本文を自動的に改行しない（AP.13-8、P.13-10）
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メール送信に関する便利な機能1
K【作成画面】S!メール：
P.4-4、SMS：P.4-7【送信画面】S!メール：P.4-4、SMS：P.4-7
Gアドレス帳以外の相手に送信したい

［宛先選択］

G宛先を追加したい
［宛先追加］

C宛先を修正／削除する、宛先タイ

プを変更する

G署名を自動的に挿入したい

［署名設定］

.引用付き返信、転送時には、メール本文
の上に署名が挿入されます。

.SMSで署名は、自動挿入できません。
C署名を手動で入力する

G宛先を簡単に指定したい
［スピードダイヤル／メール］

■宛先を登録するとき

C宛先を変更／解除する

■メールを作成するとき

.宛先がソフトバンクケータイ電話番号の
ときは、このあと「S!メール」または

「SMS」を選び、%を押します。

C相手に届くイメージを確認する

G送信せずに保存したい
［下書きへ保存］

G圏内に入ったら自動的に送信したい

［圏内時に送信］

G指定した日時（一週間以内）に送信

したい ［日時指定］

G送信したS!メールを取り消したい
［送信済メール取消］

.ソフトバンクケータイへの送信メールに
だけ有効です。

メール作成時に利用できる機能

【作成画面】e宛先入力欄S%Se

宛先選択方法S%S宛先選択／入力

S%

【作成画面】e宛先入力欄S%Se

「宛先追加」S%Se宛先選択方法

S%S宛先選択／入力S%

BSe「設定」S%Se「S!メール
設定」S%Se「署名設定」S%Se

「編集」S%S署名入力S%Se「自

動挿入」S%Se「On」S%

BSe「設定」S%Se「スピード

ダイヤル／メール」S%Se登録す

る番号S%Sgアドレス帳S%S

e電話番号／E-mailアドレスS%S

e「設定しない」S%SA

待受画面で0～9（宛先を登録し

た番号）SB

メール送信時に利用できる機能

【送信画面】BSe「下書きへ保存」

S%

【送信画面】BSe「送信予約」S%

Se「圏内時に送信」S%Se「は

い」S%

【送信画面】BSe「送信予約」S%

Se「日時指定」S%S日時入力S

%Se「はい」S%

BSe「送信済みボックス」S%S

eフォルダS%SeメールSBS

e「送信済メール取消」S%Se

「はい」S%
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メール送信に関する便利な機能2
K【送信画面】S!メール：P.4-4、SMS：P.4-7【添付画面
】P.4-5【S!メール作成画面】P.4-4【アレンジメール画面】P.4-6

■メール作成中にテンプレートを呼び出
メ
Ⅰ
ル
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A
G相手に届いたかどうかを確認したい

［送信オプション：配信確認］

.相手に届くと、このケータイに配信レ

ポートが送られてきます。

.PCメールでは利用できません。
Cメールの優先度を設定する、受信

側でメールを確認すると自動的に

消去する、返信要求のメッセージ

を表⺬する、転送や削除を禁止す

るメッセージを表⺬する、クイズ

に正しく回答するまでメールを表

⺬しない、返信先をこのケータイ

以外のアドレスに設定する、SMS
サービスセンターに保存する期間

を短くする

G受信側で自動的にメッセージを表⺬して

ファイルを再生したい［添付再生優先］

.PCメールでは利用できません。

C画像や音声を撮影／録音して添付する

Gテンプレート（ひな形）を利用してアレン

ジメールを作成したい［テンプレート］

■テンプレートを呼び出してメールを作

成するとき

.テンプレートフォルダ画面でのサイズと
メールに利用したときのサイズは、異な

ることがあります。

すとき

.本文を入力する前に行ってください。

G入力済みの文字を装飾したい

［文字色／文字サイズ／効果］

C文字色を変更する、BGM／Flash{／区切

り線を挿入する、文字色を点滅させる、

文字の位置を変更する

【送信画面】BSe「送信オプショ

ン」S%Se「配信確認」S%Se

「On」S%

ファイル添付に関する機能

【添付画面】eファイルSBSe「添

付再生優先」S%Se「On／Off設
定」S%Se「On」S%Se「メッ

セージ入力」S%Sメッセージ入力

S%

アレンジメールに関する機能

BSe「テンプレート」S%Se

テンプレートS%S宛先／本文入力

SA

【S!メール作成画面】BSe「テン

プレート呼び出し」S%Seテンプ

レートS%Sメール作成SA

【アレンジメール画面】BSg開始

文字 S%Sg 終了文字 S%Sg

「色」／「サイズ」／「効果」S%S各

項目の操作S%
4-19
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便利な機能
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メール受信／確認に関する便利な機能1

K【メッセージ画面】P.4-9
A

G待受画面以外で受信した新着メールを

すぐに確認したい ［新着メール確認］

G新着メールを手動で受信したい
［新着メール受信］

.PCメールアカウントを設定しているとき
は、このあと「S!メール」を選び、%を

押します。

.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。

Gサービスセンター内のメール一覧を

入手したい ［メールリスト］

C S!メール通知を利用してS!メール
の続きを受信する、メールリスト

を利用する、その他のサーバーメー

ルを操作する

G迷惑メールとして申告したい
［迷惑メール申告］

.署名は自動挿入されません。

.PCメールでは利用できません。
C迷惑メールの申告先を変更する

G添付ファイルをデータフォルダに保存

したい［添付をデータフォルダへ保存］

C添付ファイルを壁紙や着信音／ムービー

に利用する、スライドメールを再生する、

SMSをUSIMカードに保存する、メール

を未開封／開封済みにする、先頭／最後

に表⺬する

Gメール本文の情報を利用したい
［電話番号／アドレス／URL利用］

■電話をかけるとき

■メールを送信するとき

.E-mailアドレスを選んだとき、「S!メー
ル」／「SMS」を選び%を押す必要は

ありません。

■インターネットに接続するとき

.「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイ
トブラウザで接続できます。

メール受信／確認に関する機能

B（⻑く）

BSB　

BSe「サーバーメール操作」S%

Se「メールリスト」S%Se「は

い」S%

【メッセージ画面】BSe「迷惑メー

ル申告」S%SA

【メッセージ画面】eファイルSBS

e「添付をデータフォルダへ保存」S

%Sファイル名入力S%Sg「ここ

に保存」S%

受信メール情報に関する機能

【メッセージ画面】g電話番号S%S

e「発信」／「TVコール」S%

【メッセージ画面】g電話番号／E-
mailアドレスS%Se「メール作

成」S%Se「S!メール」／「SMS」S
%Sメール作成SA

【メッセージ画面】gURLS%Se

「はい」S%
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メール受信／確認に関する便利な機能2
K
【メッセージ画面】P.4-9【メール設定画面】P.4-3
メ
Ⅰ
ル

4

A
Gメールアドレスなどをアドレス帳に

登録したい ［アドレス帳に登録］

■送信してきた相手を登録するとき

.「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス
帳に追加できます。

■本文中のアドレスなどを登録するとき

.「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス
帳に追加できます。

Gメールアドレスや件名／本文をコ

ピーしたい ［コピー］

■メールアドレスをコピーするとき

■件名や本文をコピーするとき

G受信メールを引用して返信したい
［引用付き返信］

G定型文ですばやく返信したい
［クイック返信］

■返信用定型文を作成するとき

■定型文で返信するとき

Gメールを自動的に返信したい

［自動返信設定］

■自動返信する相手を登録する

.登録済みの番号を選び%を押すと、内容

を編集できます。

.PCメール受信時の自動返信はできません。
■返信時のメッセージを設定する

.モードごとにメッセージを変えられます。

.自動返信するとき、署名は挿入されません。
■自動返信を設定する

.受信したメールの種類にかかわらず、S!
メールで返信されます。

.「On」にしたあと、一度返信した相手に
二度は返信されません。

【メッセージ画面】BSe「アドレ

ス帳に登録」S%Se電話番号／E-
mailアドレスS%Se「新規登録」

S%S必要項目入力SA

【メッセージ画面】g電話番号／E-
mailアドレスS%Se「アドレス帳

に登録」S%Se「新規登録」S%S

必要項目入力SA

【メッセージ画面】BSe「コピー」S

%Se「アドレス」S%Seアドレ

スS%

【メッセージ画面】BSe「コピー」S%

Se「件名」／「本文」S%Sgコピー開

始文字S%Sgコピー終了文字S%

メール返信に関する機能

【メッセージ画面】BSe「返信」S

%Se「S!メールで引用付き返信」／
「SMSで引用付き返信」S%S返信

メール作成SA

【メール設定画面】e「一般設定」S

%Se「送信・作成全般」S%Se

「クイック返信設定」S%Se番号S

%S定型文入力S%

【メッセージ画面】A（⻑く）Se

利用する定型文S%

【メール設定画面】e「一般設定」S

%Se「送信・作成全般」S%Se

「自動返信設定」S%Se「アドレス

設定」S%Se番号S%S宛先指定

SeモードS%（P／N）SASA

【メール設定画面】e「一般設定」S

%Se「送信・作成全般」S%Se

「自動返信設定」S%Se「自動返信

メッセージ設定」S%SeモードS

%Sメッセージ入力S%

【メール設定画面】e「一般設定」S

%Se「送信・作成全般」S%Se

「自動返信設定」S%Se「On／Off
設定」S%S「On」S%
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メール管理／利用に関する便利な機能1
K
【リスト画面】P.4-10【メッセージ画面】P.4-9
A

Gメールを削除したい
［削除／全件削除］

■１件だけ削除するとき

.メッセージ画面でも操作できます。
■保護メール以外をすべて削除するとき

■保護メールを含めすべて削除するとき

■下書き／未送信ボックスのメールをす

べて削除するとき

G複数のメールを選んで処理したい

［複数選択／全チェック解除］

■メールをチェックするとき

■50件のメールをまとめてチェックするとき

■チェックを解除するとき

■チェックをすべて解除するとき

Gメールにラベル（色）を付けて分類

したい ［カラーラベル］

Gメールを並べ替えたい

［並べ替え］

G送受信したメールのアドレスを知り

たい ［メールアドレス表⺬］

Cメールフォルダのメモリ使用状況を確認す

る、メールの詳細情報を確認する、テンプ

レートフォルダの表⺬方法を切り替える

Gメールを転送したい
［転送］

.添付ファイルも送信されます。

.SMSを転送するときは、「SMS」または
「S!メール」を選び、%を押します。

G下書きしたメールを送信したい
［下書き］

メール管理に関する機能

【リスト画面】e削除するメールSB

Se「削除」S%Se「はい」S%

【リスト画面】BSe「メール管理」S

%Se「全件削除」S%Se「保護

メール以外削除」S%S操作用暗証

番号入力S%

【リスト画面】BSe「メール管理」S

%Se「全件削除」S%Se「全件削

除」S%S操作用暗証番号入力S%

【下書き／未送信ボックスのリスト画

面】BSe「全件削除」S%S操作

用暗証番号入力S%

【リスト画面】eチェックするメール

SA

【リスト画面】BSe「メール管理」

S%Se「一括50件チェック」S%

【リスト画面】e解除するメールSA

【リスト画面】BSe「全チェック解

除」S%

【リスト画面】eメールSBSe「メー

ル管理」S%Se「カラーラベル」S

%Se色S%

【リスト画面】BSe「表⺬設定」S

%Se「並べ替え」S%Se並べ替

え方法S%

【リスト画面】e メールSBSe

「メールアドレス表⺬」S%Seメー

ルアドレスS%

メール利用に関する機能

【メッセージ画面】BSe「転送」S

%Se宛先入力欄S%Se宛先選

択方法S%S宛先選択／入力S%S

A

BSe「下書き」S%SeメールS

%Sメール作成SA
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K【リスト画面】P.4-10【フォ
ルダ画面】P.4-10【チャットフォルダ画面】P.4-13
メ
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A
G未送信のメールを送信したい

［未送信ボックス］

■そのまま送信するとき

■一部変更して送信するとき

G送信済みのメールを再利用したい

［編集と送信］

Gフォルダを特定してメールを検索し

たい ［フォルダ内を検索］

G予定に関連するメールをカレンダー

に登録したい ［カレンダーに登録］

Gフォルダの名前を変更したい
［フォルダ名変更］

Gフォルダを削除したい
［削除］

.フォルダ内のメールをすべて削除してか
ら操作してください。

G新しいフォルダを作りたい
［フォルダ新規作成］

Gフォルダのシークレット設定を解除

したい ［シークレット解除］

G振り分けフォルダ設定後に手動でメー

ルを振り分けたい ［再振り分け］

【未送信ボックスのリスト画面】e送

信するメールSBSe「再送信」S%

【未送信ボックスのリスト画面】e送

信するメールSBSe「編集」S%

Sメール作成SA

【送信済みボックスのリスト画面】e

再利用するメールSBSe「編集と

送信」S%Sメール作成SA

【フォルダ画面】e検索するフォルダ

SBSe「検索」S%Se「フォル

ダ内を検索」S%Se検索方法S%

S検索相手指定／検索文言指定S%

【リスト画面】e メールSBSe

「メール管理」S%Se「カレンダー

に登録」S%S件名入力S%S開

始／終了日時入力S%SA

フォルダに関する機能

【フォルダ画面】／【チャットフォルダ

画面】eフォルダSBSe「フォルダ

名変更」S%Sフォルダ名入力S%

【フォルダ画面】e削除するフォルダ

SBSe「削除」S%S操作用暗証

番号入力S%

【フォルダ画面】／【チャットフォル

ダ画面】BSe「フォルダ新規作成」

S%Sフォルダ名入力S%

シークレット一時解除中にeフォル

ダSBSe「シークレット解除」S

%S操作用暗証番号入力S%

振り分けに関する機能

【フォルダ画面】／【チャットフォル

ダ画面】e再振り分けを行うフォル

ダSBSe「再振り分け」S%
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メール管理／利用に関する便利な機能3
K【リスト画面】P.4-10【迷惑メール設定画面】P.4-12【チャットフォル
ダ画面】P.4-13【メールグループ登録画面】P.4-14
A
Gメールを個別のフォルダへ移動した

い ［フォルダへ移動］

.メール振り分けの確認画面が表⺬された
ときは、「はい」を選び%を押すと、E-
mailアドレスでフォルダを振り分けるよ
う設定できます。

C振り分け条件を修正／削除する

G条件を設定して迷惑メールを振り分

けたい ［迷惑メール設定］

Gフォルダを削除したい
［フォルダ削除］

Gフォルダ内のメールをすべて削除した

い ［チャットフォルダ内全削除］

Gチャットフォルダをお買い上げ時の

状態に戻したい ［リセット］

Gメールグループの名前を変更したい

［グループ名編集］

Gメールグループ／メンバーを削除し

たい ［削除］

■メールグループを削除するとき

■メンバーを削除するとき

.メンバーを削除しても、元のアドレス帳
は削除されません。

Gメールグループのメンバーを変更し

たい ［変更］

【リスト画面】e移動するメールSBS

e「メール管理」S%Se「フォルダへ

移動」S%Se移動先のフォルダS%

迷惑メールに関する機能

【迷惑メール設定画面】e「個別迷惑

設定（共通）」S%（P）SBSe

番号S%Se振り分け条件S%S宛

先選択／宛先・件名入力S%SA

チャットフォルダに関する機能

【チャットフォルダ画面】e削除する

チャットフォルダSBSe「フォル

ダ削除」S%Se「はい」S%

【チャットフォルダ画面】e削除する

チャットフォルダS%SBSe「メ

ール管理」S%Se「チャットフォ

ルダ内全削除」S%Se「はい」S%

【チャットフォルダ画面】BSe「リ

セット」S%S操作用暗証番号入力S

%Se「はい」S%

メールグループに関する機能

【メールグループ登録画面】eメール

グループSBSe「グループ名編集」

S%Sグループ名入力S%Se「は

い」S%

【メールグループ登録画面】e削除す

るメールグループSBSe「削除」S

%Se「はい」S%S操作用暗証番

号入力S%

【メールグループ登録画面】eメール

グループS%Se削除するメンバー

SBSe「削除」S%Se「はい」

S%

【メールグループ登録画面】eメール

グループS%SeメンバーSBS

e「変更」S%S新しいメンバーの

アドレス帳S%Se「はい」S%
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このケータイでは、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。
また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。
.インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
.インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクホームページ」（AP.14-22）を参照してください。

インターネットのしくみ

セキュリティで保護されている情報画面を

表⺬するとき

.確認画面が表⺬されます。%を押すと情報

画面が表⺬されます。

.セキュリティで保護されている情報画面
を表⺬する場合、お客様は自己の判断と

責任においてSSLを利用することに同意さ
れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフ
トバンクおよび認証会社である日本ベリ

サイン株式会社、サイバートラスト株式

会社、エントラストジャパン株式会社、グ

ローバルサイン株式会社、RSAセキュリ
ティ株式会社、セコムトラストシステム

ズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性
などに関して何ら保証を行うものではあ

りません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した

場合でも一切責任を負うものではありま

せんので、あらかじめご了承ください。

使いこなしチェック !

B●サーバー側のお客様識別情報（Cookie）を消去する●以前入力し
たユーザー ID／パスワード（認証情報）を消去する（AP.13-11）

Yahoo!

PC

.

SSL

.

A
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Yahoo!ケータイのメインメニューから情
報画面を表⺬します。

.通信やサーバーなどの状態によっては、情
報画面を表⺬できないことがあります。

1AS通信開始

情報画面

.Yahoo!ケータイのメインメニューが
表⺬されます。

.通信中にAを押すと、中止できます。

2g表⺬する項目S%
.情報画面が表⺬されます。
.このあと2をくり返して、閲覧してく

ださい。

3"Se「はい」S%

S閲覧終了

1%Sg「Yahoo!ケータイ」
S%Se「アクセス履歴一覧」

S%　

アクセス履歴画面

2g履歴S%S通信開始

.情報画面が表⺬されます。

3"Se「はい」S%

S閲覧終了

1%Sg「Yahoo!ケータイ」
S%Se「URL入力」S%

URL入力画面

2 URL入力S%S通信開始

.情報画面が表⺬されます。

3"Se「はい」S%

S閲覧終了

Yahoo!ケータイに接続する
メインメニューから接続する

~4 10

カーソル

前の画面を表⺬するとき

【情報画面】AS前の画面表⺬

,元の画面に戻るときは、次の操作を行い
ます。

【情報画面】BSe「進む」S%

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき
【情報画面】BSe「Yahoo!ケータイ」
S%

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID／パスワード入力S%SA

ストリーミングについて

.ストリーミング対応の音楽や動画をダウ
ンロードしながら同時に再生できます。

.ストリーミング一時停止中も、パケット
通信料が発生します。

アクセス履歴から接続する

D C

 w 10

E 
E 

URLを入力して接続する

 w   10

G  

使いこなしチェック !

A●Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい●アクセス
履歴を削除したい●以前入力したURLを利用したい（AP.5-9）

B●ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時

の状態に戻す●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

（AP.13-11）
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あらかじめ登録されているホームページか

ら情報画面を表⺬します。

.通信やサーバーなどの状態によっては、情
報画面を表⺬できないことがあります。

.データ量の多い情報画面を表⺬するときは、
パケット通信料が高額になることがありま

すので、ご注意ください。

1%Sg「Yahoo!ケータイ」
S%Se「PCサイトブラウザ」
S%　

2e「ホームページ」S%

S通信開始

情報画面

.ホームページが表⺬されます。

.確認画面が表⺬されたときは、画面の
指⺬に従って操作してください。

.通信中にAを押すと、中止できます。

3g表⺬する項目S%
.情報画面が表⺬されます。
.このあと3をくり返して、閲覧してく

ださい。

4"Se「はい」S%

S閲覧終了

PCサイトに接続する

 w   10

u

H
I
J
m
D

L

~4 C C 10

X ポインタ

前の画面を表⺬するとき

【情報画面】AS前の画面表⺬

,元の画面に戻るときは、次の操作を行い
ます。

【情報画面】BSe「進む」S%

ホームページに戻るとき

【情報画面】BSe「ホームページ」S%

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID／パスワード入力S%SA

アクセス履歴を利用するとき

2でe「アクセス履歴一覧」S%Sg

履歴S%

URLを直接入力するとき
2でe「URL入力」S%SURL入力S%

使いこなしチェック !

A●Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい●アクセス
履歴を削除したい●以前入力したURLを利用したい（AP.5-9）

B●ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時

の状態に戻す●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す●

ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表⺬し
ない（AP.13-11）
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隠れている部分があるときは、画面右や画

面下にスクロールバーが表⺬されます。

隠れている部分は、「スクロール」と「パ

ニング」の２つの方法で表⺬できます。

gを押すと、押した方向に隠れている部

分が表⺬されます。

.gを⻑く押すと、連続でスクロールされま

す。このときPCサイトブラウザでは、表⺬
範囲確認画面が表⺬されます。（ガイド表⺬）

センサーキーをなぞると、隠れている部分

を画面枠内に引き寄せて表⺬できます。

.Kを押して、あらかじめセンサーキーを点

灯させておいてください。

■パニング利用中に、項目やボタンを選

択／実行する
.オープンポジションでは、マルチガイドボ
タン（g）を使用して、選択／実行します。

.クローズポジションでは、センサーキー中
央部にタッチすると、一時的にポインタが

表⺬されます。このあと、センサーキーを

なぞりポインタを項目やボタンに移動し、セ

ンサーキー中央部にタッチして実行します。

インターネット画面の操作のしかた

隠れている部分を表⺬する

スクロールを利用する（マルチガイドボタン）

~4 10

スクロール
バー 

パニングを利用する（センサーキー）

~4 10

~4 10

n

n

n

クローズポジションでパニングを利用するには

.お買い上げ時の状態では、センサーキー
が点灯していても、パニングは利用でき

ません。あらかじめ、下記の「ポインタ

を使用する」（ポインタモード設定を「On」
に設定）、「クローズポジション時にパニ

ングモードに移るまでの時間を設定する」

（パニングモード設定を「Off」以外に設
定）を行っておいてください。

オープンポジション時のご注意

.センサーキーはパニング専用になります
ので、センサーキーを使った選択／実行

はできません。

使いこなしチェック !

B●情報画面のスクロール単位を変更する●ポインタを使用する●ポ

インタの移動速度を変更する●クローズポジション時にパニングモー

ドに移るまでの時間を設定する●連続スクロール時にガイド表⺬を

利用しない●情報画面のスクロール単位を変更する（PCサイトブラ
ウザ）（AP.13-11）
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情報画面によっては、画面が分割されてい

ることがあります。（フレーム）

このとき&を⻑く押すと、操作できるフ

レームが切り替わります。

.ポインタ利用時は、操作するフレームにポイ
ンタを移動し、%を押すと、操作できるフ

レームが切り替わります。

タブを利用して、複数の情報画面を切り替

えて表⺬します。

1情報画面でgタブで開く項目

SBSe「タブメニュー」

S%　

2e「新しいタブで開く」S%

3(（⻑く）SfタブS%
.ポインタ利用時は、表⺬するタブにポ
インタを移動し、%を押すと、タブ

が切り替わります。

1情報画面でg文字入力欄S%

2文字入力S%
.情報画面に戻ります。

画面を切り替える

分割画面を切り替える（フレーム）

選択したフレームだけを表⺬するとき
フレーム選択SBSe「便利機能」S%

Se「フレームイン」S%

,元の表⺬に戻すときは、$を押します。

複数の画面を切り替えて見る（タブ）

３つ目の情報画面を開くとき

3のあとgタブで開く項目SBSe

「タブメニュー」S%Se「新しいタブ

で開く」S%

タブを閉じるとき

タブ表⺬中に(（⻑く）SfタブS%

SBSe「タブメニュー」S%Se「選

択中のタブを閉じる」／「他のタブをす

べて閉じる」S%

~4CDEFGHIJ   10

タブ

文字を入力する

以前入力した文字を呼び出すとき（イン

プットメモリ）
【情報画面】g文字入力欄S%SBS

e「挿入／文字サイズ」S%Se「イ

ンプットメモリ」S%Se文字列S%

使いこなしチェック !

A●画面表⺬を切り替えたい●情報画面を拡大／縮小表⺬したい●範

囲を選んですばやく表⺬したい●情報画面の一部を拡大表⺬したい

●文字列をコピーしたい●情報画面のURLをメールで送りたい●情
報画面内の文字列を検索したい（AP.5-9～P.5-10）

B●情報画面の文字サイズを変更する●情報内の画像を取得しない

●情報内のサウンドを再生しない（AP.13-11）
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1情報画面でgメニュー欄S%

2e項目S%

ラジオボタン（o）やチェックボックス

（N）で項目を選びます。

1情報画面でg選択するボタン
S%

.「o（N）」が「O（P）」に変わります。

入力情報の送信やリセットなど、動作が設

定されたボタンを利用します。

1情報画面でg実行するボタン

S%　

メニューを選択する

複数項目を選択できるメニューのとき

.選択する項目をすべて選んだあと、$

を押します。

~4    10

O o

ボタンを利用する

選択ボタンを利用する

実行ボタンを利用する

~4    10

O o

使いこなしチェック !

A●画像などのデータを保存したい●情報内の文字列を利用したい●

文頭／文末に移動したい●便利なボタン操作（ショートカット）を

確認したい●サイト内の音楽や動画を再生したい（AP.5-10）

B●一時保存用メモリの情報（キャッシュ）を消去する●ダウンロー

ドしたファイルの保存先としてメモリカードを優先する

（AP.13-11）
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サイトをブックマークに登録しておくと、

簡単な操作で情報画面に接続できます。

1情報画面でB

Se「ブックマーク」S%

Se「登録」S%
.「登録」が表⺬されないときは、操作
できません。

2タイトル入力（修正）S%

1%Sg「Yahoo!ケータイ」
S%Se「ブックマーク」

S%　

ブックマーク一覧画面

2gブックマークS%
.情報画面が表⺬されます。

情報画面をお気に入りに登録しておくと、

インターネットに接続せずに表⺬できま

す。

1情報画面でB

Se「お気に入り」

S%Se「登録」S%
.「登録」が表⺬されないときは、操作
できません。

2タイトル入力（修正）S%

1%Sg「Yahoo!ケータイ」
S%Se「お気に入り」S%

お気に入り一覧画面

2eお気に入りS%

.情報画面が表⺬されます。

よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

ブックマークに登録する

ブックマークで情報画面を表⺬する

 w 10

E
E 
E

D C a

情報画面からブックマークを利用するとき
【情報画面】BSe「ブックマーク」S%

Se「一覧表⺬」S%Seブックマー

クS%

お気に入りを利用する

お気に入りに登録する

登録した情報画面を表⺬する

情報画面からお気に入りを利用するとき
【情報画面】BSe「お気に入り」S%

Se「一覧表⺬」S%Seお気に入り

S%

 w 10

D

使いこなしチェック !

A●ブックマーク／お気に入りを削除したい●タイトルを変更したい

●ブックマークのURLを編集したい●ブックマークのURLをメール
で送りたい（AP.5-11）
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便利な機能
インターネットに関する便利な機能1
K【情報画面】P.5-3、P
.5-4【アクセス履歴画面】P.5-3【URL入力画面】P.5-3
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A

GYahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウ
ザを切り替えたい ［ブラウザ切替］

Gアクセス履歴を削除したい

［削除／全件削除］

■１件だけ削除するとき

■すべて削除するとき

C履歴の詳細情報を確認する、履歴

を並べ替える、履歴をメールで送

信する

G以前入力したURLを利用したい
［URL入力履歴］

G画面表⺬を切り替えたい

［PCスクリーン／スモールスクリーン］

.スモールスクリーンにすると、情報画面
がディスプレイの幅に収まるようにレイ

アウトされます。

G情報画面を拡大／縮小表⺬したい
［拡大縮小表⺬設定］

G範囲を選んですばやく表⺬したい
［クイック移動］

G情報画面の一部を拡大表⺬したい
［拡大領域設定］

.画面上部が通常表⺬、下部が拡大表⺬と
なります。7を⻑く押すたびに拡大領

域設定（小／大／Off）が切り替わります。

G文字列をコピーしたい

［テキストコピー］

G情報画面のURLをメールで送りたい
［URL送信］

.文字数によっては、自動的にS!メール作
成画面が表⺬されます。

インターネット接続／情報入手に関する機能

【情報画面】BSe「便利機能」S

%Se「PCサイトブラウザ切替」／
「ブラウザ切替」S%Se「このペー

ジ」／「リンク先」S%S%Se「は

い」／「いいえ」S%

【アクセス履歴画面】e履歴SBSe

「削除」S%Se「はい」S%

【アクセス履歴画面】BSe「全件削

除」S%S操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%

【URL入力画面】BSe「URL入力履
歴」S%SeURLS%S%

PCサイトブラウザに関する機能

【情報画面】BSe「PCスクリーン」／
「スモールスクリーン」S%

【情報画面】E（拡大）／F（縮小）

【情報画面】5（⻑く）S表⺬範囲選

択画面表⺬Sg表⺬範囲S%

【情報画面】g拡大する箇所にポイン

タ移動S7（⻑く）

情報に関する機能

【情報画面】BSe「テキストコピー」

S%Sg開始文字S%Sg終了文

字S%

【情報画面】BSe「便利機能」S%

Se「URL送信」S%Se「S!メー
ル」／「SMS」S%Sメール作成SA
5-9
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インターネットに関する便利な機能2

K【情報画面】P.5-3、P.5-4
A
G情報画面内の文字列を検索したい

［検索］

.検索結果が複数のときは、%を押すと次

の結果が表⺬されます。

G画像などのデータを保存したい

［ファイル保存］

■情報内のデータを保存するとき

.ファイルによっては、自動的に保存され
ることがあります。

.テレビの録画などメモリを消費する機能が
動作していない状態で操作してください。

.電波状態や電池残量、メモリの空き容量
を確認してから操作してください。

■背景画像を保存するとき

G情報内の文字列を利用したい

［電話番号／アドレス利用］

■電話をかけるとき

■メールを送信するとき

C情報画面の詳細情報を確認する、情報画

面の文字化けを解消する、Flash{を操作

する、情報画面を更新する

G文頭／文末に移動したい

［文頭／文末］

G便利なボタン操作（ショートカット）

を確認したい ［ヘルプ］

Gサイト内の音楽や動画を再生したい

［ストリーミング］

.ストリーミングのデータは、保存できま
せん。

Cストリーミングの詳細を設定する、

メディアプレイヤーからストリー

ミングを利用する

【情報画面】BSe「便利機能」S%

Se「検索」S%S検索文字列入力S

%　

【情報画面】BSe「ファイル保存」S

%Se保存するファイルS%Se

「保存」S%Sファイル名入力S%S

g「ここに保存」S%

【情報画面】BSe「ファイル保存」S

%Se「背景画像保存」S%Se

「保存」S%Sファイル名入力S%S

g「ここに保存」S%

【情報画面】g電話番号S%Se「発

信」／「TVコール」S%

【情報画面】g電話番号／E-mailアド
レスS%Se「メール作成」S%S

e「S!メール」／「SMS」S%Sメー

ル作成SA

画面操作に関する機能

【情報画面】BSe「便利機能」S%

Se「ページ内ジャンプ」S%Se

「文頭」／「文末」S%

【情報画面】BSe「ヘルプ」S%

ストリーミングに関する機能

【情報画面】g再生するデータS%



便利な機能

#02tori__J535_PDF.book  11 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
インターネットに関する便利な機能3
K【情報画面】P.5-3、P.5-4
【一覧画面】ブックマーク：P.5-8、お気に入り：P.5-8
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A

Gブックマーク／お気に入りを削除し

たい ［削除／全件削除］

■１件だけ削除するとき

■すべて削除するとき

Gタイトルを変更したい

［タイトル変更］

■ブックマークのタイトルを変更するとき

■お気に入りのタイトルを変更するとき

GブックマークのURLを編集したい
［URL編集］

Gブックマークの URLをメールで送り
たい ［URL送信］

.文字数によっては、自動的に S!メール作
成画面が表⺬されます。

Cタイトルを並べ替える、詳細情報を確認

する、ブックマークをフォルダで管理す

る、お気に入り一覧表⺬を切り替える

ブックマーク／お気に入りに関する機能

【一覧画面】gタイトルSBSe「削

除」S%Se「はい」S%

【一覧画面】BSe「全件削除」S%

S操作用暗証番号入力S%Se「は

い」S%

【ブックマーク一覧画面】gタイトル

SBSe「編集」S%Se「タイト

ル：」S%Sタイトル入力S%SA

【お気に入り一覧画面】eタイトル

SBSe「タイトル変更」S%Sタ

イトル入力S%

【ブックマーク一覧画面】gタイトル

SBSe「編集」S%Se「URL：」
S%SURL編集S%SA

【ブックマーク一覧画面】gタイトル

SBSe「送信」S%Se「メール

本文に挿入」S%Se「S!メール」／
「SMS」S%Sメール作成SA
5-11
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テレビ
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このケータイのテレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

.海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

.自転車やバイク、自動車などの運転中は、

テレビを利用しないでください。周囲の音

が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ

るため、交通事故の原因となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使

用は罰則の対象となります。

（2004年11月１日改正施行）〕
また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意

ください。踏切や横断歩道などでは特にご

注意ください。

.充電しながらテレビを利用するときに ACア
ダプタのコードをアンテナに近づけると、

映像に影響を与えることがあります。

.テレビ利用中に通話／メール受信したり、

他のケータイなどに近づけると、テレビの

映像や音声に影響を与えることがあります。

.電波の受信状況が悪い次のような場所では、
テレビが正常に利用できないことがあります。

,放送局から遠い地域または放送局から極
端に近い地域

,山間部やビルの陰
,移動中の電車や自動車の中
,高圧線、ネオン、無線局の近くなど
,線路や高速道路の近くなど
,その他、妨害電波が多かったり、電波が

遮断されたりする場所

テレビについて

テレビ利用時のご注意

 w I1K

ts

b c d4fg  f

K
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はじめてテレビを起動したときの操作を説

明します。

.視聴する地域に合わせて、エリア設定して
ください。

1&

.チャンネルを設定するかどうかの確認
画面が表⺬されます。

2e「はい」S%

3eエリアS%

4e都道府県S%Se地区

S%　

.設定が終了すると、チャンネル一覧が
表⺬されます。

5%　

.このあと「デジタルTV」を選び、%を

押すとテレビを視聴できます。

チャンネルを設定する

 w   10

エリア設定せずにテレビを視聴するとき

3でe「エリア選択しない」S%

テレビ受信用のアンテナについて

.カチッと音がして固定されるまで、十分
に引き出してください。十分に引き出し

たあと倒すと360°回転します。受信感
度のよい方向へ向けてください。（放送局

が極端に近いときは、アンテナを縮めた

方がきれいに映ることがあります。）

.収納するときは、上から無理に押し込ま
ず、下の方を持って先端まで完全に収納

してください。完全に収納しないまま持

ち運ぶと、破損の原因となります。

.オプション品の TV アンテナ接続ケーブル

も利用できます。

使いこなしチェック !

A●受信エリアを追加したい●受信エリアを切り替えたい（AP.6-9） B●エリア名を変更する●エリア内のすべてのチャンネルを消去して

更新する●テレビ画面でfを押したときの動作を設定する●チャン

ネルを移動する●チャンネルを削除する（AP.13-13）
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チャンネル設定が済んでいる状態での視聴

方法を説明します。

1&

テレビ画面

2ダイヤルボタンで選局

.１局ずつ選局するときはf、感度のよ

いチャンネルを自動的に選局するとき

はfを⻑く押します。

.視聴中にクローズポジションにする

と、横画面でも視聴できます。（デー

タ放送は消えます。）

3"Se「はい」S%

Sテレビ終了

※センサーキーでも操作できます。

.画面によっては、マークの位置が変わるこ
とがあります。

※棒の数が多いほど受信状態が良好です。

テレビを視聴する

 w 10

U W

  4

IK

2 L s

s

f

テレビ映像

データ放送

パネル

テレビ視聴中に着信があると

.!を押すと、電話に出られます。

.S!一⻫トーク着信があったときは、Hを

押すとS!一⻫トークを始められます。
メモリカードを取り付けているとき

.音声電話を受けたときは、その時点から
番組を一時的に記録しますので、通話終

了後に続きから視聴することができます。

（タイムシフト）

テレビ視聴中にメールを受信すると

.メール着信音と画面表⺬で受信をお知ら
せします。Bを⻑く押すと、メールを確

認できます。

テレビで使用するおもなボタン

B※ メニュー表⺬

A※ パネル表⺬On／Off
&　 テレビ起動／エリア切替

E　 音量上げる（消音時：音を出す）

F　 音量下げる（⻑く：消音）

I　 画面切替

パネルの見かた

1 番組名 5 音声言語

2 リモコンチャンネル 6 テレビ受信状態※

3 エリア名 7 音量

4 放送局名 8 チャンネル

51

4 8

2
3 7

6

1
8

2

3

6

4

5

7

使いこなしチェック !

A●テレビで利用できるボタン操作を知りたい●視聴中のチャンネル

を保存したい●映像／サウンドの効果を変更したい●ワイヤレスイ

ヤホンを利用したい●画面の一部分を拡大したい（AP.6-9）

B●映像に関する設定●サウンド効果を設定する●視聴中着信があっ

たとき通知を表⺬する●その他のテレビ関連設定（AP.13-12～
P.13-13）
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縦画面では、データ放送が画面下部に表⺬

されます。

eで項目を選び%を押すと、番組の情報

を入手したり、番組に参加することができ

ます。

データ放送視聴画面

1テレビ画面でA（⻑く）

.番組表が表⺬されます。利用方法につ
いては、番組表のヘルプを参照してく

ださい。

.はじめて番組表を利用するときは、確
認画面が表⺬されます。画面の指⺬に

従って操作してください。

1テレビ画面でB

Se「番組情報」S%

番組情報画面

2e番組S%
.テレビ画面に戻るときは、$を２回

押します。

1テレビ画面で'

2e利用する機能S%
.選んだ機能が利用できるようになりま
す。

.Iを押すと、テレビと呼び出した機

能を切り替えて利用できます。

3"S利用した機能終了

データ放送を利用する

データ放送利用時の通信料について

.データ放送を見る（放送で情報を受信す
る）ときは、通信料はかかりません。イ

ンターネットを利用したサービスを利用

するときに通信料がかかります。

.テレビ起動後はじめて通信料が発生する
ときは、確認画面が表⺬されます。了解

すれば、以降チャンネルを変えるまでは

通信料が発生しても確認画面は表⺬され

ませんので、ご注意ください。

 w 10

番組表を利用する

番組情報を取得する

 w I  10

テレビ視聴中に他の機能を利用する

 w 10

U W

y
z
!
"
E

使いこなしチェック !

A●データ放送を全画面で表⺬したい●データ放送のトップページへ

戻りたい（AP.6-9）
B●字幕の表⺬方法を設定する（AP.13-12）
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視聴中の番組をケータイまたはメモリカー

ドに録画できます。 1テレビ画面でH（⻑く）

S録画開始

.録画中に音量などを変えても、録画内
容には反映されません。

2H（⻑く）S録画終了

.ケータイに録画されます。メモリカー
ドを取り付けているときは、メモリ

カードに録画されます。

番組を録画／再生する

録画した番組についてのご注意

.録画した番組は、コピー／転送、メール
添付送信など行えません。

ケータイ（本体）に録画した番組を、メ

モリカードに移動することはできますが、

一度移動したファイルを再度メモリカー

ドからケータイへ移動することはできま

せん。

.このケータイには、著作権保護のための
暗号化技術が組み込まれており、データ

をメモリカードに記録する際に、データ

の暗号化／認証処理を行っています。

録画した番組をパソコン上で他のメモリ

カードへコピーしても、再生できません。

.お客様が録画したものは、個人で楽しむ
などのほかは、著作権法上、権利者に無

断で使用できません。

.録画した内容は、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。

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。

番組を録画する

 w a 10

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、

TVコール着信／S!一⻫トーク着信を受けて
通話すると

.途中までの録画内容が保存されたあと、録
画が中止されます。

録画中にスモールライトが黄色で点灯して

いるとき

.電波を受信できていません。緑または⻘
（電波状態中／強）で点灯する場所で利用

してください。

録画中にインターネットを利用して画像な

どのデータを保存するとき

.ケータイ（本体）録画中に保存するときは、
メモリ残量を確認してから行ってください。

使いこなしチェック !

B●録画時に映像だけを保存する●録画データの保存先をこのケータ

イに変更する（AP.13-12、P.13-13）
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1%Sg「TV」S%

Se「TVプレイヤー」S%

録画ファイルリスト画面

.ケータイの録画ファイルリスト画面が
表⺬されます。（メモリカードを取り付

けているときは、メモリカードの録画

ファイルリスト画面が表⺬されます。）

.「N」が表⺬されているファイルは、

再生できません。

2e再生するファイルS%

再生中画面

.再生が始まります。（前回の再生時に
途中で停止していたときは、続きから

再生されます。）

3A（⻑く）S再生終了

※1 マーカーが登録されていないときは、⻑

く押すと先頭から再生できます。

※2 一時停止中にfを押すとコマ送りできます。

メモリカードを取り付けているときは、テ

レビ視聴中に音声着信があると番組が一時

的に記録されます。（次のような画面が表

⺬されます。）

再生するときは、次の操作を行います。

1&（⻑く）

Sタイムシフト再生開始

.記録中の番組に再生が追いつくと、タ
イムシフト再生は終了します。

.タイムシフト再生中も、録画した番組
の再生中と同様に、スキップ（進める／

戻る）、早送りが行えます。

2&（⻑く）Sタイムシフト終了
.記録内容は消去されます。

録画した番組を再生する

 w   10

j

j

 w 10I

メモリカードに録画した番組を確認しているとき

.ケータイに録画した番組を確認するとき
は、次の操作を行います。

1のあとBSe「本体へ切替」S%

ケータイに録画した番組をメモリカードへ

移動するとき

1のあとe移動するファイルSBSe

「メモリカードへ移動」S%

,メモリカードに移動したファイルを、再
度ケータイに移動することはできません。

再生中にできること

早送り d　

早戻し c※1

スキップ（進む） #　

スキップ（戻る） (　

一時停止※2 A　

ファイル分割 H（⻑く）

マーカー登録 H　

パネル表⺬On／Off &　

音量調節 EF　

一時的に記録した番組を再生する

タイムシフト早送りから通常のタイムシフ

ト再生に戻るとき

&　

一時的に番組を記録するとき

【テレビ画面】&（⻑く）

 w c 10M

使いこなしチェック !

A●メモリの空き容量を確認したい●くり返し再生したい●マーカー

登録したファイルを再生中に操作したい●分割ファイルを再生した

い●ファイル名を変更したい●ファイルを削除したい（AP.6-9～
P.6-10）

B●着信応答時自動的に番組を記録（タイムシフト記録）しない

（AP.13-13）
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1%Sg「TV」S%

Se「録画／視聴予約」

S%　

予約リスト画面

2BSe「新規予約」S%

3e「手動で設定」S%

Se「視聴予約」／「録画予約」

S%　

4開始日時入力S%

S終了日時入力S%

5e「チャンネル：」S%

Se予約するチャンネルS%

SA　

.確認メッセージが表⺬されたときは、
内容を確認したあと、%を押してく

ださい。

.録画開始までに次のことを確認しておいて
ください。

,他の機能が終了しているか
,テレビが良好に受信できているか
,電池残量／録画容量が不足していないか

予約時刻が近づいたことを、画面表⺬とア

ラームでお知らせします。

.実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信
が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画

が終了します。

視聴／録画を予約する

 w   10

 w   10

番組表を利用して予約するとき

2のあとe「番組表から」S%

,以降の操作については、番組表のヘルプ
を参照してください。

録画予約時のご注意

録画予約でテレビを起動すると

.オーディオ出力切替を「Bluetoothデバイ
ス」にしていても、音声出力がワイヤレ

スイヤホンから本体／イヤホンに切り替

わります。（テレビの音声はミュートされ

ます。）　

予約時刻が近づくと

他の機能を使用しているとき

.予約は実行されません。使用中の機能の
終了確認画面で%を押し、使用中の機能

を終了すると、予約が実行されます。

 w e7   10

使いこなしチェック !

A●番組情報を利用して視聴／録画を予約したい●予約した内容を確

認／編集／削除したい●予約結果を確認／削除したい（AP.6-10）
B●予約開始の通知時間を変更する（AP.13-13）
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便利な機能
テレビに関する便利な機能1
K【テレビ画面
】P.6-4【データ放送視聴画面】P.6-5【録画ファイルリスト画面】P.6-7
テ
レ
ビ

6

A

G受信エリアを追加したい

［エリア追加］

G受信エリアを切り替えたい

［エリア切替］

Gテレビで利用できるボタン操作を知

りたい ［ヘルプ］

G視聴中のチャンネルを保存したい

［チャンネル保存］

.上書きするときは、このあと「はい」を
選び、%を押します。

G映像／サウンドの効果を変更したい

［AVポジション］

.「高画質」にすると、他の効果を設定し
ているときに比べて視聴可能時間が短く

なることがあります。

Gワイヤレスイヤホンを利用したい

［Bluetoothオーディオ接続］

.あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」
対応Bluetooth{ワイヤレスイヤホンをこ
のケータイに登録しておいてください。

G画面の一部分を拡大したい

［横画面部分拡大］

.画面の中央部分が拡大表⺬されます。こ
のあと、拡大したい部分の方向へセン

サーキーをなぞってください。

C視聴中の表⺬を変更する、番組の受信

サービスを切り替える

Gデータ放送を全画面で表⺬したい

［データ放送全画面表⺬］

Gデータ放送のトップページへ戻りた

い ［データ放送トップに戻る］

C TVリンクを利用する

Gメモリの空き容量を確認したい

［メモリ残量表⺬］

Gくり返し再生したい

［再生モード］

エリア／チャンネル設定に関する機能

【テレビ画面】BSe「チャンネル設

定」S%Se「エリア切替」S%Se

エリアSBSe「エリア情報設定」S

%SeエリアS%Se都道府県S

%Se地区S%S%

【テレビ画面】&SeエリアS%

視聴中に利用できる機能

【テレビ画面】BSe「ヘルプ」S%

【テレビ画面】BSe「チャンネル

設定」S%Se「チャンネル保存」S

%Se保存するチャンネルS%

【テレビ画面】BSe「AVポジショ
ン」S%Se効果S%

【テレビ画面】'（⻑く）

【テレビ画面（横画面）】H

データ放送に関する機能（縦画面のみ）

【データ放送視聴画面】BSe「デー

タ放送全画面表⺬」S%

【データ放送視聴画面】BSe「デー

タ放送トップに戻る」S%

録画／再生に関する機能

【録画ファイルリスト画面】BSe

「メモリ残量表⺬」S%

【録画ファイルリスト画面】BSe

「再生モード」S%Se「１クリッ

プリピート」S%
6-9
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テレビに関する便利な機能2
K【再生中画面】P.6-7【録画ファ
イルリスト画面】P.6-7【番組情報画面】P.6-5【予約リスト画面】P.6-8

■すべて削除するとき
A
Gマーカー登録したファイルを再生中

に操作したい ［マーカー操作］

■前／次マーカーに移動するとき

■マーカー番号に移動するとき

Cマーカーリストを利用する

G分割ファイルを再生したい

［分割ファイル再生］

Gファイル名を変更したい

［ファイル名変更］

Gファイルを削除したい

［削除／全件削除］

■１件削除するとき

C録画ファイルの詳細情報を確認する、時

間でファイルを分割する

G番組情報を利用して視聴／録画を予

約したい ［番組情報］

■視聴予約するとき

■録画予約するとき

.番組情報から予約すると、番組時間が変
更になったとき録画予約時間も自動で変

更されます。（条件によっては、変更さ

れないことがあります。）

番組がなくなったときは、録画予約も

キャンセルされます。

■予約リスト画面を表⺬するとき

G予約した内容を確認／編集／削除し

たい ［予約内容の編集／削除］

■予約した内容を確認するとき

■予約した内容を編集するとき

■予約した内容を削除するとき

G予約結果を確認／削除したい

［予約結果の確認／削除］

■予約結果を確認するとき

■録画予約結果を再生するとき

■予約結果を削除するとき

【再生中画面】c（⻑く）／d（⻑く）

【再生中画面】0～9

【録画ファイルリスト画面】e分割

ファイルSASeファイルS%

録画ファイルに関する機能

【録画ファイルリスト画面】eファイ

ルSBSe「ファイル名変更」S%

Sファイル名入力S%

【録画ファイルリスト画面】eファイル

SBSe「削除」S%Se「はい」S%

【録画ファイルリスト画面】BSe

「全件削除」S%S操作用暗証番号入

力S%Se「はい」S%

視聴／録画予約に関する機能

【番組情報画面】e番組SBSe「視

聴予約」S%

【番組情報画面】e番組SA

【番組情報画面】BSe「予約リス

ト」S%

【予約リスト画面】e予約内容S%

【予約リスト画面】e予約内容SBS

e「編集」S%S内容編集SA

【予約リスト画面】e予約内容SBS

e「削除」S%Se「はい」S%

【予約リスト画面】ASe予約結果S

%

【予約リスト画面】ASe予約結果S

B

【予約リスト画面】ASe予約結果S

ASe「はい」S%
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このケータイには静止画／動画が撮影できるカメラが付いています。

カメラについて

カメラ利用時のご注意

.レンズカバーに指紋や油脂が付くとピン
トが合わなくなります。柔らかい布など

できれいにしてお使いください。

.カメラは非常に精密度の高い技術で作ら
れていますが、常時明るく見える画素や

暗く見える画素がありますので、ご了承

ください。

.ケータイをあたたかい場所に⻑時間置い
ていたあとで、撮影したり画像を保存し

たときは、画像が劣化することがあります。

.カメラ部分に直射日光が⻑時間あたると、
内部のカラーフィルターが変色して、画

像が変化することがあります。

自動終了について

.カメラ起動後、画像を撮影する前にしば
らく何も操作しないでおくと、自動的に

終了し、待受画面に戻ります。

センサーキーについて

.カメラ起動中のセンサーキーは、センサー
キー有効時間の設定にかかわらず常に点

灯します。

撮影音について

.撮影時には、マナーモードやその他のモー
ド設定にかかわらず、一定の音量で撮影

音やセルフタイマー音が鳴ります。これ

らの音を消したり、音量を変更すること

はできません。
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カメラの章はアウトカメラでできる操作を

中心に説明していますが、基本的な撮影は

インカメラでも行えます。

.撮影サイズが限定されるため、特殊撮影は
行えません。

撮影画面では、カメラの設定や状態を表す

マークが画面上部に表⺬されます。

インカメラについて 撮影画面のマークの見かた

静止画撮影画面で表⺬されるマーク

1 保存可能件数 5 シーン別撮影

2 画質 6 モバイルライト

3

撮影サイズ 7 フォーカス

背景サイズ

（ひとり旅録）

8 明るさ

9 保存先

4
連写 a ホワイトバランス

ひとり旅録 b セルフタイマー

1

6

7
8
9
a
b

2
3
4
5

動画撮影画面で表⺬されるマーク

1 画質 5 フォーカス

2 撮影サイズ 6 明るさ

3 撮影時間 7 保存先

4 モバイルライト 8 セルフタイマー

4

5
6
7

8

1
2

3
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1%Sg「カメラ」S%

静止画撮影画面

.静止画撮影前にできる、おもな操作は
次のとおりです。

2画像を画面に表⺬S%

静止画保存画面

.撮影音が鳴り、静止画が撮影されま

す。（撮影をやり直すときは、$を

押します。）

3%

.静止画が保存されます。
（続けて撮影できます。）

.保存した静止画はデータフォルダで確
認できます。

4"Sカメラ終了

静止画を撮影する

a／b
ズーム調整

（9：最大／等倍切替）

A 静止画／動画撮影切替

c／d 明るさ調整（暗／明）

5 撮影サイズ切替

# モバイルライト切替

( インカメラ／アウトカメラ切替

0 ヘルプ表⺬

IAM @ C QEG

 w 10

IAM @ C QEG

 w 10

1 3

撮影した静止画を写メールで送るとき

2のあとAS宛先／本文入力SA

,撮影サイズや相手の機種によっては、正
しく送れないことがあります。

保存した静止画を確認するとき

3のあとBSg「データフォルダ」S%

Se静止画S%

クローズポジションで撮影するとき

.センサーキーを使って、ズームや明るさ
調整を行うこともできます。

使いこなしチェック !

A●モバイルライトを点灯して撮影したい●近い距離ですばやくピン

トを合わせたい●自分でピントを合わせて撮影したい●あらかじめ

ピントを合わせた状態で撮影したい●撮影直後の画像をBluetooth{

や赤外線で送信したい●撮影するカメラを切り替えたい●静止画の

撮影サイズを変更したい●環境に合わせて撮影したい（AP.7-13）

B●保存先を変更する●撮影後自動的に保存する●画質を設定する●

撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定する●シャッター

音を変更する●Bluetooth{対応腕時計でリモート撮影しない
（AP.13-14）



#02tori__J535_PDF.book  5 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
動画撮影
7-5

カ
メ
ラ
／
静
止
画
編
集

7

1%Sg「カメラ」S%SA

動画撮影画面

.動画撮影前にできる、おもな操作は静
止画と同様です。

2画像を画面に表⺬S%
.撮影開始音が鳴り、撮影が始まりま

す。（撮影をやり直すときは、$を

押します。）

.このあとAを押すたびに、撮影を一時停

止⇔再開できます。（撮影サイズによっ

ては、操作できないことがあります。）

3%

動画保存画面

.撮影終了音が鳴り、撮影が終了しま

す。（撮影をやり直すときは、$を

押します。）

4e「保存」S%
.動画が保存されます。
（続けて撮影できます。）

.保存した動画は、データフォルダまた
はメディアプレイヤーで確認できま

す。

5"Sカメラ終了

動画を撮影する

B4 5      QEG

 w 10

K

L 1

 w   10
撮影した動画を保存前に確認するとき

4でe「プレビュー」S%

保存した動画を確認するとき

4のあとBSg「データフォルダ」S%

Se動画S%

撮影した動画をムービー写メールで送るとき

4でe「送信」S%Se「メール添付」

S%S宛先／本文入力SA

,撮影サイズや相手の機種によっては、正
しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると

.着信を受けても、撮影した動画は消去さ
れません。通話などを終えると、撮影後

の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

.途中までの撮影内容が保存されたあと、撮
影が中止されます。

使いこなしチェック !

A●モバイルライトを点灯して撮影したい●近い距離ですばやくピン

トを合わせたい●自分でピントを合わせて撮影したい●あらかじめ

ピントを合わせた状態で撮影したい●撮影直後の画像をBluetooth{

や赤外線で送信したい●撮影するカメラを切り替えたい●動画の撮

影時間／保存形式を変更したい（AP.7-13）

B●保存先を変更する●撮影後自動的に保存する●画質を設定する●

音声を録音しない●画像の表⺬サイズを大きくする（AP.13-14）
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.撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

1静止画／動画撮影画面でB

Sg「セルフタイマー」S%

2g設定する秒数S%

タイマー撮影画面

3画像を画面に表⺬S%
.設定した時間を過ぎると撮影（または
撮影が開始）されます。

.動画の撮影を終了するときは、%を押

します。

連写撮影には次の種類があります。

1静止画撮影画面でB

Sg「撮影モード」S%

撮影モード画面

2g「連写設定」S%

3g連写モードS%

Sg連写スピードS%

4画像を画面に表⺬S%
.連写撮影が始まります。撮影が終わる
と分割画像／合成画像が表⺬されま

す。

.４枚／９枚連写を「マニュアル」（連
写スピード）で撮影するときは、残り

の回数分4をくり返します。

5%　

6g「全画像保存」S%
.すべての静止画が保存されます。

1撮影モード画面で

g「フレーム追加」S%

2g「固定データ」S%

SeフレームS%

3画像を画面に表⺬S%

.静止画が撮影されます。

いろいろな方法で撮影する

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマー動作中に撮影するとき

3のあと%

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動

作があると

.撮影は中止されます。（セルフタイマーは
解除されません。）

IAM @FC QEG

 w 10

連写撮影する（静止画）

４枚連写
連続撮影した４枚の静止画

と分割画像を作成

９枚連写
連続撮影した９枚の静止画

と分割画像を作成

オーバーラップ

連写

連続撮影した５枚の静止画

と合成画像を作成

静止画を１枚だけ保存するとき
4のあとf保存する静止画S%Sg

「表⺬画像保存」S%

フレームを付けて撮影する（静止画）

データフォルダ内のフレームを利用するとき

2でg「データフォルダ」S%Sgフ

レームS%S%
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1撮影モード画面で

g「効果付き撮影」S%

2g装飾の種類S%

3画像を画面に表⺬S%

.静止画が撮影されます。

1撮影モード画面で

g「パノラマ／スキャナ」S%

パノラマ／スキャナ画面

2g「パノラマ撮影」S%

Sg「On」S%

3画像を画面に表⺬S%

.「&」が黄色いガイド線に沿うよう、

ケータイをゆっくりと動かしてくださ

い。

.「6」がいっぱいになると、自動的

に撮影が完了します。

4%　

保存画面

.静止画が撮影されます。
5e「保存」S%

.静止画が保存されます。

1パノラマ／スキャナ画面で

g「スキャナ撮影」S%

2gサイズS%

S画像を画面に表⺬S%

.画面の表⺬を参考にしながら、撮影し
たい方向へケータイをゆっくりと動か

してください。

3%　

.静止画が撮影され、保存画面が表⺬さ
れます。

4e「保存」S%
.静止画が保存されます。

装飾効果を付けて撮影する（静止画）

パノラマサイズで撮影する（静止画）

撮影した静止画を保存前に確認するとき

【保存画面】e「プレビュー」S%

,プレビュー画面の表⺬を変更するとき

は、次の操作を行います。

BSg表⺬方法S%

撮影した静止画を写メールで送るとき

【保存画面】e「送信」S%Se「メー

ル添付」S%S宛先／本文入力SA

 w   10

スキャナで読み取るように撮影する（静止画）

撮影した静止画について

.プレビュー、メール添付もパノラマサイ
ズで撮影した静止画同様に操作できます。

J

G

使いこなしチェック !

A●撮影直後の画像をBluetooth{や赤外線で送信したい（AP.7-13）
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アウトカメラで撮影した背景画像に、イン

カメラで撮影した自画像を合成します。

1静止画撮影画面で

BSg「撮影モード」S%

2g「ひとり旅録」S%

Sg背景サイズS%
.背景の撮影画面が表⺬されます。

3アウトカメラに画像を表⺬

S%　

.撮影音が鳴り、背景が撮影されます。

4インカメラに自画像を表⺬

.腕を伸ばし目線の高さにケータイを構
え、左右にゆっくりと動かします。

早く動かすと認識できませんので、数

センチずつ動かしてください。

.自画像の合成位置を変更するときf

を、サイズを変更するときeを押し

ます。

5%　

.撮影音が鳴り、自画像が切り出されて
撮影されます。

.$を押すと、背景画像はそのままで

自画像撮影をやり直せます。

6%　

.合成画像（静止画）が保存されます。
（続けて背景画像を撮影できます。）

ひとり旅録で撮影する（静止画）

IAMa@  C QEG

 w 10

J

IAMa QE

w 10

1 3

自画像の撮影方法を確認するとき

4でA

撮影した合成画像を写メールで送るとき

5のあとAS宛先／本文入力SA

,撮影サイズや相手の機種によっては、正
しく送れないことがあります。

保存した合成画像を確認するとき

6のあとBSg「データフォルダ」S%

Se静止画S%
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静止画編集には次の種類があります。

.画像の種類やサイズによっては、編集でき
ないことがあります。

■画像加工

■画像合成

1%Sg「データフォルダ」

S%　

2e「ピクチャー」S%

Se編集する静止画S%

3BSe「編集」S%

4e「画像加工」／「画像合成」

S%　

画像加工画面

画像合成画面

5g加工／合成の種類S%

S各画像編集の操作

.画像編集をやり直すときは、$を押

します。

6編集が終わればA

.分割画像のときは8へ、パノラマ合成

のときは%を押したあと、8へ進み

ます。

7e「新規保存」S%
.上書き保存するときは、「上書き保存」
を選び%を押します。このとき、8

は必要ありません。

8ファイル名入力S%

Sg「ここに保存」S%

静止画編集について

サイズ変更
固定サイズに変更／自由に

切り出し

レタッチ 画像の色あい／タッチを変更

テキスト貼付 画像に文字／日付を貼り付け

スタンプ 画像にスタンプを貼り付け

フェイスアレ

ンジ

画像内の顔を泣き顔や怒っ

た顔に加工

フレーム
画像に囲み（フレーム）を

貼り付け

補正 画像を補正

回転 画像の向きを回転

保存形式 ファイル形式／サイズを変更

パノラマ合成
２枚の静止画を横に並べて

１枚の静止画を合成

分割画像
最大４枚の静止画を縮小し、

１枚の静止画に合成

静止画編集の基本操作

 w   10

A 

画像加工後の画像を元に戻すとき

5のあとg「元に戻す」S%

,上記操作のあと再度画像加工した状態に
戻すときは、「やり直し」を選び、%を

押します。

 w   10
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1画像加工画面で

g「サイズ変更」S%

2e変更後のサイズS%

3g表⺬範囲指定

.範囲は変えずに画像を拡大／縮小する
ときは、Bを押したあとeを押します。

.画像の上に枠が表⺬されていないと

き、3は必要ありません。

4%

.編集操作が完了します。

1画像加工画面で

g「サイズ変更」S%

2e「自由切出」S%

3g切り出す左上に「＋」移動
S%

4g切り出す右下に「＋」移動

S%

5g表⺬範囲移動

.範囲は変えずに画像を拡大／縮小する
ときは、Bを押したあとeを押します。

6%

.編集操作が完了します。

1画像加工画面で

g「フェイスアレンジ」S%

フェイスアレンジメニュー画面

2eアレンジの種類S%

3%

.編集操作が完了します。

静止画を編集する
サイズを変更する

固定サイズに変更する

サイズを自由に変更する 顔写真を加工する

フェイスアレンジご利用時のお願い

.フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに
添付したり、壁紙などに設定するときは、

人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷

などにご配慮ください。

使いこなしチェック !

A●静止画を装飾したい●静止画に文字を貼り付けたい●静止画にフ

レーム（囲み）を付けたい●静止画にスタンプを貼り付けたい

（AP.7-14）
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フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれ

ているときに調整します。

1フェイスアレンジメニュー画

面でBSB
.枠の左上に「＋」が表⺬されます。

2g顔の輪郭左上に「＋」を移動

3%

4g顔の輪郭右下に「＋」を移動
S%

.顔の輪郭位置の指定が完了します。こ
のあと、画面上部のガイドに従って、

2～4と同様に目や口の位置を指定し

てください。

5%

6%Se「はい」S%

Sg「ここに保存」S%

.調整した顔パーツを含む静止画が、新
しい静止画として保存されます。

このあと、この静止画を使ってフェイ

スアレンジを行うと、調整した顔パー

ツで加工できます。

静止画にあわせて次の効果が選べます。

1画像合成画面で

g「パノラマ合成」S%

2e「＜未登録＞」S%

Sg合成する静止画S%

3e「EFFECT」S%Se効果

S%
.編集操作が完了します。

顔パーツの位置や大きさを調整する ２枚の静止画をパノラマ合成する

近景 近距離で撮影した静止画

ドキュメント 説明板や文字のある静止画

標準 上記以外の静止画

静止画を変更するとき

3のあとe変更する静止画S%SBS

g利用する静止画S%

左右の静止画を入れ替えるとき
2のあとB

使いこなしチェック !

A●静止画の明るさを補正したい●静止画を回転させたい●保存形式

を変更したい●分割画像を作成したい（AP.7-14）
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メモリカード内の静止画の中から、プリン

トしたい静止画と枚数を指定しておけば、

DPOF 対応のデジタルカメラプリント

ショップやプリンタで、指定した情報に

沿ってプリントできます。

.他の機器でプリント指定した情報があると
きは、以前のプリント指定を削除してから

操作してください。

1%Sg「設定」S%

Sf「外部接続」

2e「メモリカードメニュー」S%

Se「プリント指定（DPOF）」
S%　

プリント指定画面

3e「枚数指定」S%

4e「個別指定」S%

SeフォルダS%

5g静止画SB

6プリント枚数入力S%

.続けて他の静止画の枚数を指定すると
きは、5～6をくり返します。

7A

Bluetooth{対応のプリンタで静止画をプ
リントします。ピクチャーフォルダ内の静

止画のプリントを例に説明します。

.あらかじめ、プリンタをBluetooth{受信で
きる状態にしておいてください。

.静止画やサイズによっては、送信できない
ことがあります。

1%Sg「データフォルダ」

S%Se「ピクチャー」S%

2eプリントする静止画

SBSe「プリント」S%

3e「Bluetooth」S%

Se利用するプリンタS%

4e「はい」S%
.プリントを中止するときは、Aを押し

ます。

静止画をプリントする

プリントを指定する（DPOF）

 w G   10

 w G   10

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき

4でe「一括指定」S%Sプリント枚

数入力S%

プリント指定を解除するとき

6で「00」入力S%SA

プリント指定の状況を確認するとき

3でe「プリント指定状況確認」S%

 w G 10

J
K

プリンタと接続してプリントする

認証コードの入力を要求されたとき

認証コード入力S%

使いこなしチェック !

A●年月日も付けてプリントしたい●静止画を一覧できる画像も一緒

にプリントしたい（AP.7-14）
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便利な機能
静止画／動画撮影に関する便利な機能
K【撮影画面】静止画：P.7-4、動画：P.7-5【静止画保存
画面】P.7-4【保存画面】P.7-7【動画保存画面】P.7-5
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A

Gモバイルライトを点灯して撮影した

い ［モバイルライト］

.「接写」は静止画撮影時だけ利用できます。

.モバイルライトは、発光方向を確認して
から使用してください。また、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。

G近い距離ですばやくピントを合わせ

たい ［接写］

G自分でピントを合わせて撮影したい

［マニュアルフォーカス］

.ピント調整をやり直すときは、!（ク

ローズポジションではF）を押します。

Gあらかじめピントを合わせた状態で

撮影したい ［フォーカスロック］

.フォーカスロックをやり直すときは、再
度同じボタンを押します。

G撮影直後の画像を Bluetooth{や赤

外線で送信したい ［送信］

■静止画を送信するとき

■パノラマ／スキャナ撮影した静止画を

送信するとき

■動画を送信するとき

G撮影するカメラを切り替えたい

［アウトカメラ／インカメラ切替］

G静止画の撮影サイズを変更したい

［撮影サイズ］

G環境に合わせて撮影したい

［シーン別撮影］

C Bluetooth{対応腕時計で撮影する

G動画の撮影時間／保存形式を変更し

たい ［撮影時間／サイズ］

.「SD VIDEO」を選んだときは、このあと
「はい」を選び、%を押します。

静止画／動画撮影共通の機能

【撮影画面】BSg「モバイルライト」

S%Sg「On」／「自動」／「接写」S
%

【撮影画面】BSg「撮影設定」S%

Sg「フォーカス設定」S%Sg「接

写」S%

【撮影画面】BSg「撮影設定」S%

Sg「フォーカス設定」S%Sg「マ

ニュアルフォーカス」S%Seピン

ト調整S%

【撮影画面】!（クローズポジション

ではF）

【静止画保存画面】BSg「送信」S%

Sg「Bluetooth」／「赤外線通信」／
「IrSS（送信）」S%

【保存画面】e「送信」S%Se

「Bluetooth」／「赤外線通信」／「IrSS
（送信）」S%

【動画保存画面】e「送信」S%Se

「Bluetooth」／「赤外線通信」S%

【撮影画面】BSg「インカメラに

切替」／「アウトカメラに切替」S%

静止画撮影時に利用できる機能

【静止画撮影画面】BSg「撮影サ

イズ」S%SgサイズS%

【静止画撮影画面】BSg「シーン

別撮影」S%Sg撮影環境S%

動画撮影時に利用できる機能

【動画撮影画面】BSg「撮影時間／

サイズ」S%Sg「メール添付」／

「⻑時間撮影」／「SD VIDEO」S%S

gサイズ（保存形式）S%
7-13
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静止画編集／プリントに関する便利な機能
K【画像加工画面】P.7-9【画像
合成画面】P.7-9【プリント指定画面】P.7-12
A

G静止画を装飾したい

［レタッチ］

G静止画に文字を貼り付けたい

［テキスト貼付］

■文字を貼り付けるとき

■日付を貼り付けるとき

■文字を縁どるとき

G静止画にフレーム（囲み）を付けたい

［フレーム］

G静止画にスタンプを貼り付けたい

［スタンプ］

G静止画の明るさを補正したい

［補正］

G静止画を回転させたい

［回転］

G保存形式を変更したい

［保存形式］

.形式やサイズを変更すると、データサイ
ズや画質が変わることがあります。

G分割画像を作成したい

［分割画像］

.このあと、合成する枚数分「＜未登録＞」
に静止画を登録し、編集操作を完了して

ください。

C分割画像を確認／変更／削除する

G年月日も付けてプリントしたい

［日付付加指定］

G静止画を一覧できる画像も一緒にプリント

したい ［インデックスプリント指定］

C DPOFの設定を初期化する

その他の静止画編集

【画像加工画面】g「レタッチ」S%S

e装飾の種類S%S%

【画像加工画面】g「テキスト貼付」S

%Se「フリーワード」S%S文字

入力S%Sg文字移動S%

【画像加工画面】g「テキスト貼付」S

%Se「日付」S%Sg文字移動S

%

【画像加工画面】g「テキスト貼付」S

%SBSf文字色S%SbSf縁

どり色S%SA

【画像加工画面】g「フレーム」S%S

eフレームS%S%

【画像加工画面】g「スタンプ」S%S

eスタンプS%Sgスタンプ移動

S%

【画像加工画面】g「補正」S%Se

補正方法S%S%

【画像加工画面】g「回転」S%Se

回転方法S%S%

【画像加工画面】g「保存形式」S%S

e「ファイル形式」／「ファイルサイ

ズ」S%Se形式／サイズS%

【画像合成画面】g「分割画像480×
854」／「分割画像240×320」S%

Se「＜未登録＞」S%Sg静止画

S%

プリント指定（DPOF）関連機能

【プリント指定画面】e「設定」S%S

e「日付付加指定」S%Se「On」S
%

【プリント指定画面】e「設定」S%S

e「インデックスプリント指定」S%

Se「On」S%
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このケータイ内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

.メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

音楽／動画について

SD-Audio

SD
WMA

WMA

WMV

WMV

SD WMA

SD-Video

SD

SD WMV
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.データ状態や保存方法、メモリカードの状
態によっては、ケータイで再生できない音

楽／動画があります。

.再生中に電話がかかってきたとき、再生は
停止します。

.電池残量が不足しているときは、再生でき
ません。また、再生中に電池残量が不足す

ると、再生は中止されます。

.スピーカーで再生するとき、再生する音楽／
動画や再生音量によっては、ひずんだよう

に聴こえることがあります。このときは、

再生音量を下げてください。

.パソコンから取り込んだファイルは、着信
音や効果音には、設定できません。

インターネットに接続して音楽を入手（ダ

ウンロード）します。

.提供サイトの情報（料金や有効期限などの
詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1%Sg「メディアプレイヤー」

S%　

メディアプレイヤー画面

2e「ミュージック」S%

音楽メニュー画面

3e「ミュージックダウンロード」

S%　

.このあと、ジャンルなどを選び、ダウ
ンロードしてください。

1メディアプレイヤー画面で

e「ムービー」S%

動画メニュー画面

2e「ムービーダウンロード」

S%
.このあと、ジャンルなどを選び、ダウ
ンロードしてください。

音楽／動画再生時のご注意

着信音／効果音についてのご注意

音楽をダウンロードする

音楽を検索してダウンロードするとき

3でe「ミュージックサーチ」S%

,以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

 w   10

i

j

a

b

 w   10

動画をダウンロードする

 w   10
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.ファイル形式を変換できるソフトウェアが
必要です。

.ソフトウェアの仕様や使用方法については、
ソフトウェア提供各社のホームページなど

でご確認ください。

ここでは、S!ミュージックコネクトを利
用する方法を例に説明します。

.著作権で保護されている音楽が再生できる
のは、パソコンからの転送時に使用したケー

タイだけです。

1%Sg「設定」S%S

f「外部接続」S

e「USB接続モード」S%

2e「MTP通信モード」S%

Se「はい」S%

3 USBケーブルでパソコンと
ケータイを接続

.パソコンからの操作で、音楽がコピー
できる状態になります。詳しくは、S!
ミュージックコネクトのヘルプを参照

してください。

4ASe「はい」S%

S接続終了

.このあと、USBケーブルを抜きます。

パソコン内の音楽を、このケータイで利用

できる形式（AP.14-21）に変換し、カー
ドリーダモードなどを使って、メモリカー

ドの該当するフォルダに保存してくださ

い。（AP.14-23）
.あらかじめ付属のユーティリティーソフト
ウェア（CD-ROM）内のUSBドライバをパ
ソコンにインストールしておいてください。

MTP通信モードで動画を転送する方法と、
カードリーダモードを使ってメモリカード

の該当するフォルダ（AP.14-23）へ保
存する方法があります。

音楽／動画をパソコンから取り込む

パソコンから取り込んだファイルについて

.個人使用の目的だけでご使用ください。

.著作権などの第三者知的財産権、その他の
権利を侵害しないようにご注意ください。

WMA形式の音楽を取り込むとき

 w   10

S!ミュージックコネクトについて
.S!ミュージックコネクトについて詳しくは、
付属のユーティリティーソフトウェアス

ターターガイドを参照してください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

WMV形式／ASF形式の動画を取り込むとき
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1%Sg「メディアプレイヤー」

S%Se「ミュージック」

S%　

2e「プレイリスト」S%

Sfフォルダ

音楽プレイリスト画面

3e「全ミュージック」S%

音楽一覧画面

4e再生する音楽S%

音楽再生画面

.ジャケット画像対応の音楽を再生した
ときは、画像が表⺬されます。

※1 センサーキーでも操作できます。

※2 ボタンを離した時点から再生します。

音楽を再生する

 w 10

c    d
e
f
f
f

 w   10

N

N
i

i

再生を終了するとき

一時停止中に$

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

4のあと$／"

,このあと再生を中止するときは、待受画
面で次の操作を行います。

"Se「はい」S%

SDオーディオ／WMAの音楽を再生するとき
2でe「SDオーディオ」／「WMA」S%

S3以降

再生する音楽を探すとき

3のあとBSe「検索」S%S検索文

字入力S%

歌詞表⺬対応の音楽を再生したとき

.Aを押すと、歌詞を表⺬できます。

 w   10

G
GH
I
J

g

音楽再生画面の見かた

1 曲名（タイトル） 6 再生経過時間

2 アーティスト名 7 音量

3 トラック番号 8 WEBリンク情報あり
4 動作状態 9 サウンド効果

5 再生モード

音楽再生中にできること

c※1 再生中の音楽をはじめから聴く

（⻑く：早戻し※2）

d※1 次の音楽を聴く（⻑く：早送り※2）

%※1 一時停止

b※1 音量下げる（⻑く：消音）

a※1 音量上げる（消音時：音を出す）

'（⻑く）音声出力先切替

0 ヘルプ表⺬

1

6
7
8
9

2
3

4
5

使いこなしチェック !

A●前回の続きから再生したい●音楽の再生方法を変更したい●音楽

の音質を変更したい●WMA内の音楽／WMV内の動画をすべて削
除したい●SDオーディオ内の音楽を削除したい●音楽／動画を並べ
替えたい（AP.8-11～P.8-12）

B●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする（AP.13-15）
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1%Sg「メディアプレイヤー」

S%Se「ムービー」S%

2e「プレイリスト」S%

Se「本体」／「メモリ

カード」S%　

動画プレイリスト画面

3e「全ムービー」S%

動画一覧画面

4e再生する動画S%

動画再生画面

5$S再生終了

.一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘ
ルプ表⺬も、音楽再生中と同様に操作でき

ます。

※1 センサーキーでも操作できます。

※2 ボタンを離した時点から再生します。

動画を再生する

N
 w   10

N
 w   10

SDビデオ／WMVの動画を再生するとき
2でe「SDビデオ」／「WMV」S%S4

再生する動画を探すとき

3のあとBSe「検索」S%S検索文

字入力S%

再生中にアラーム設定時刻になると

.再生は停止します。
他の機器で撮影した動画を再生すると

.画面の向きが変わることがあります。

 w   10

G
GH
I

動画再生画面の見かた

1 タイトル 6 再生経過時間

2 作者名 7 音量

3 クリップ番号 8 WEBリンク情報あり
4 動作状態 9 サウンド効果

5 再生モード

動画再生中にできること

c※1 再生中の動画をはじめから見る

（⻑く：早戻し※2）

d※1 次の動画を見る（一時停止中に

⻑く：コマ送り、⻑く：早送り※2）

2／I 表⺬サイズ変更

1

6
7
8
9

2
3

4
5

使いこなしチェック !

A●前回の続きから再生したい●動画の再生方法を変更したい●動画

の音質を変更したい●動画の表⺬サイズを変更したい●WMA内の
音楽／WMV内の動画をすべて削除したい●SDビデオ内の動画を削
除したい●音楽／動画を並べ替えたい（AP.8-11～P.8-12）

B●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする（AP.13-15）
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プレイリストとは、音楽／動画の再生する

順番を記載したリストです。ジャンルや

アーティスト別に音楽を管理したり、お気

に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利

用すると便利です。

.プレイリストには、音楽／動画の保存場所
情報が記憶されます。音楽／動画そのもの

は、保存されません。

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリ

スト１」に追加する方法を例に説明します。

1%Sg「メディアプレイヤー」

S%Se「ミュージック」

S%　

2e「プレイリスト」S%

3g「全ミュージック」S%

Se追加する音楽SB

4e「リストに追加」S%

Se「プレイリスト１」

S%　

.音楽が追加されます。

1プレイリスト画面で

e変更するプレイリスト
SB

2e「リスト名編集」S%

Sプレイリスト名入力S%

プレイリストを利用する

プレイリストに音楽／動画を追加する

 w   10

 w   10

N

N

N

N

N

i

i

i

i

i

プレイリストの名前を変更する

 w 10

c    d
e
f
f
f

使いこなしチェック !

A●新しいプレイリストを作成したい●プレイリストにコピーした音

楽／動画を削除したい●プレイリストを削除したい●プレイリスト

内の音楽／動画を並べ替えたい（AP.8-12）
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.動画のサイズやデータ内容によっては、編
集できないことがあります。

1%Sg「メディアプレイヤー」

S%Se「ムービー」S%

2e「プレイリスト」S%

Se「本体」／「メモリ

カード」S%

3eプレイリストS%

Se編集する動画S%

4BSe「編集」S%

Se「はい」S%

動画編集画面

.オフラインモードに設定されます。
編集が終わるまで電波をやりとりする

機能は利用できません。

5e「動画切り取り」S%

動画切り取り画面

6e「部分切り取り」S%
.動画が再生されます。%を押すたびに

一時停止⇔再生しますので、切り取る

開始位置／終了位置を指定してくださ

い。

7切り取り開始位置でB

8切り取り終了位置でB
.指定した２点間の動画が保存され、動
画が再生されます。

1動画切り取り画面で

e「前部分削除」／「後部分削除」

S%　

.動画が再生されます。

2削除指定位置でB
.指定した位置から前または後の動画が
削除され、動画が再生されます。

動画を切り取る

はじめと終わりを指定して切り取る

 w[   10

G
GH
I

指定した位置より前／後を削除する
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動画編集
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左から右へ流れるテロップを入れる例を説

明します。

.１件のテロップに複数の詳細設定を行えま
す。（同時には設定できないものもあります。）

1動画編集画面で

e「テロップ編集」S%

2e設定する番号S%

S文字入力S%
.このあと%を押すたびに一時停止⇔再

生しますので、テロップを流す範囲を

指定してください。

3表⺬開始位置でB

S表⺬終了位置でB

テロップ編集画面

4e「詳細設定」S%

テロップ詳細設定画面

5e「スクロール」S%

6e「方向」S%

Se「左から右へ」S%

S$S$SA　

テロップリスト画面

.テロップを追加するときは、2～6を

くり返します。

7A　

8e「新規作成」S%

テロップを流す

&[   10

&[   10

&[   10

&[   10

&[   10

テロップを流す範囲を変更するとき

3のあとe「表⺬間隔」S%S表⺬開

始位置でBS表⺬終了位置でB

使いこなしチェック !

A●テロップの文字を入力し直したい●入力したテロップを削除したい

（AP.8-13）
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ダウンロードしたりあらかじめ登録されて

いるゲームなど、ソフトバンクケータイ専

用のアプリケーション（S!アプリ）を楽
しめます。

.操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘ
ルプや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。

1%Sg「S!アプリ」S%

2Se「S!アプリライブラリ」
S%　

S!アプリライブラリ画面

3e利用するS!アプリS%

1 S!アプリ起動中に"

2e「終了」S%

S!アプリを利用する

リモコン操作について

.リモコン機能に対応したS!アプリを利用し
て、テレビやビデオなどの家電製品を赤

外線で操作できます。

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと
.ネットワーク（インターネット）へ接続
するかどうかの確認が表⺬されます。画

面の指⺬に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると
.S!アプリは一時停止し、着信画面が表⺬さ

れます。

S!アプリの開始要求履歴を確認するとき
2でe「S!アプリ開始要求履歴」S%

 w   10

N

S!アプリを終了する

S!アプリを一時停止するとき
S!アプリ起動中に"Se「一時停止」

S%

,次回続きから再開できます。
一時停止中のS!アプリを再開するとき

%Se「再開」S%

,「キャンセル」を選ぶと、一時停止のま
まメインメニューが表⺬されます。

,「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ
は終了します。

使いこなしチェック !

A● S! アプリをダウンロードしたい● S! アプリを待受画面に設定した
い●S!アプリを削除したい（AP.8-13）

B●効果音などの音量を変更する●サラウンドを解除する●着信があっ

たとき通知を表⺬する●メール着信があったときS!アプリを一時停
止する●アラーム設定時刻になったとき通知を表⺬する●S!アプリ
の開始要求があったとき通知を表⺬する●待受画面表⺬後S!アプリ
待受が動作するまでの時間を変更する●S!アプリ設定をお買い上げ
時の状態に戻す●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に
戻す（AP.13-15）
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便利な機能
音楽／動画に関する便利な機能1
K【メニュー画面】音
楽：P.8-3、動画：P.8-3【再生画面】音楽：P.8-5、動画：P.8-6
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A

G前回の続きから再生したい

［続き再生］

G音楽の再生方法を変更したい

［再生モード］

■順不同に再生するとき

■順不同にくり返し再生するとき

■１曲をくり返し再生するとき

■すべての音楽をくり返し再生するとき

G音楽の音質を変更したい

［サウンド効果］

.動画再生に関する機能は、SDビデオ／WMV
内の動画では利用できません。

G動画の再生方法を変更したい

［再生モード］

■順不同に再生するとき

■１つの動画をくり返し再生するとき

■すべての動画をくり返し再生するとき

C経過時間を指定して再生する

G動画の音質を変更したい

［サウンド効果］

G動画の表⺬サイズを変更したい

［表⺬サイズ］

Cインターネットへ接続する

音楽／動画再生に関する機能

【メニュー画面】e「続き再生」S%

音楽再生に関する機能

【音楽再生画面】BSe「再生モー

ド」S%Se「ランダム」S%

【音楽再生画面】BSe「再生モード」

S%Se「ランダムリピート」S%

【音楽再生画面】BSe「再生モード」

S%Se「１トラックリピート」S%

【音楽再生画面】BSe「再生モード」

S%Se「全トラックリピート」S%

【音楽再生画面】BSe「サウンド

効果」S%Se効果S%

動画再生に関する機能

【動画再生画面】BSe「設定」S%

Se「再生モード」S%Se「ラン

ダム」S%

【動画再生画面】BSe「設定」S%

Se「再生モード」S%Se「１ク

リップリピート」S%

【動画再生画面】BSe「設定」S%

Se「再生モード」S%Se「全ク

リップリピート」S%

【動画再生画面】BSe「設定」S%

Se「サウンド効果」S%Se効果

S%

【動画再生画面】BSe「設定」S%

Se「表⺬サイズ」S%Se表⺬サ

イズS%
8-11
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便利な機能
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音楽／動画に関する便利な機能2
K【メディアプレイヤー画面】P.8-3【一覧画面】音楽：P.8
-5、動画：P.8-6【プレイリスト画面】音楽：P.8-5、動画：P.8-6
A

.ここで説明している音楽／動画以外の削除
は、データフォルダで行います。

GWMA内の音楽／WMV内の動画をすべて
削除したい ［WMA／WMV全件削除］

.WMA内の音楽／WMV内の動画を、個
別に削除することはできません。

GSDオーディオ内の音楽を削除したい
［１トラック削除／全トラック削除］

■１曲削除するとき

■すべて削除するとき

.いずれの操作も、音楽そのものが削除さ
れます。削除する前に十分確認のうえ、

操作してください。

C SDオーディオ内の音楽の情報を編
集する

GSDビデオ内の動画を削除したい
［クリップ削除］

.動画そのものが削除されます。削除する
前に十分確認のうえ、操作してください。

G音楽／動画を並べ替えたい

［並べ替え］

C音楽／動画の詳細情報を確認する、コン

テンツ・キーを取得する

G新しいプレイリストを作成したい

［リスト作成］

Gプレイリストにコピーした音楽／動

画を削除したい ［リストから削除］

Gプレイリストを削除したい

［プレイリスト削除］

Gプレイリスト内の音楽／動画を並べ

替えたい ［リスト内移動］

音楽／動画管理に関する機能

【メディアプレイヤー画面】e「設定」

S%Se「WMA／WMV全件削除」
S%S操作用暗証番号入力S%Se

「はい」S%　

【音楽一覧画面】e音楽SBSe「1
トラック削除」S%Se「はい」S%

【音楽プレイリスト画面】e「全ミュー

ジック」SBSe「全トラック削除」

S%Se「はい」S%Se「はい」

S%

【動画一覧画面】e動画SBSe「ク

リップ削除」S%Se「はい」S%

【一覧画面】BSe「並べ替え」S%

Se並べ替え方法S%

プレイリストに関する機能

【プレイリスト画面】BSe「リス

ト作成」S%Sリスト名入力S%

【プレイリスト画面】eプレイリスト

S%Se削除する音楽／動画SB

Se「リストから削除」S%Se「は

い」S%

【プレイリスト画面】e削除するプレ

イリストSBSe「プレイリスト削

除」S%Se「はい」S%

【プレイリスト画面】eプレイリスト

S%Se音楽／動画SBSe「リ

スト内移動」S%Se移動位置S%
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動画編集／S!アプリに関する便利な機能
K【テロップ編集画面】P.8-9【テロップリスト
画面】P.8-9【S!アプリライブラリ画面】P.8-10
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A

Gテロップの文字を入力し直したい

［テロップ文字］

■テロップ編集画面で入力し直すとき

■テロップリスト画面で入力し直すとき

G入力したテロップを削除したい

［削除］

Cその他のテロップ詳細を設定する

GS!アプリをダウンロードしたい
［S!アプリダウンロード］

.以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

GS!アプリを待受画面に設定したい
［S!アプリ待受設定］

■S!アプリ待受を設定するとき

■設定するS!アプリを選ぶとき

.「S! アプリ待受に設定」が表⺬される S!
アプリだけ設定できます。

.ケータイにイヤホンマイクなどの外部機
器を接続しているときは、S!アプリ待受
が正しく起動／動作しないことがありま

す。

GS!アプリを削除したい
［削除］

.操作用暗証番号の入力が必要なこともあ
ります。

.S!アプリ待受に設定しているS!アプリを
削除するときは、あらかじめ設定を解除

してから操作してください。

Cセキュリティレベルを設定／初期化する、

S!アプリの詳細情報を確認する、S!アプ
リをメモリカードへ移動する、メモリ

カード内のS!アプリ情報を更新する、

Java^のライセンス情報を表⺬する

動画編集に関する機能

【テロップ編集画面】e「テロップ文

字」S%S文字修正S%

【テロップリスト画面】e修正する番

号S%Se「テロップ文字」S%S

文字修正S%

【テロップリスト画面】e削除する番

号SBSe「削除」S%Se「はい」

%

S!アプリに関する機能

【S!アプリライブラリ画面】e「S!ア
プリダウンロード」S%

%Sg「S!アプリ」S%Se「設定」

S%Se「S!アプリ待受設定」S%

Se「On／Off設定」S%Se「On」
S%

【S!アプリライブラリ画面】eS!アプ
リSBSe「S!アプリ待受に設定」S
%

【S!アプリライブラリ画面】e削除す

るS!アプリSBSe「削除」S%S

e「はい」S%
8-13
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次の便利なツールが利用できます。

ツールについて

PIM

TV

{

10 00 00
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ツール
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1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

2e「カレンダー」S%

カレンダー画面

1カレンダー画面でA

例：２ヵ月表⺬

.Aを押すたびに、表⺬方法が切り替わ

ります。

カレンダー画面では、次の操作を行えます。

※1 １ヵ月／３ヵ月表⺬時

※2 週表⺬時は時間帯選択

カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表⺬する

 w 10

t

v

E

q

k ( m

f g

 w 10

GG
GHGH
I
J
K i

s t

カレンダーの表⺬方法を切り替える

 f g

 w 10

GG
GHGH
I
J
K

s t

カレンダー画面での操作

( 前画面を表⺬ 8 指定日付へ移動

# 次画面を表⺬ 9 カテゴリ検索

2 スタンプ貼付※1 0 ヘルプ

4 色設定 e 週選択※2

5 本日へ移動 f 日付選択

6 件名検索

使いこなしチェック !

A●カレンダーの日付の色を変更したい●カレンダーにスタンプを貼

り付けたい（AP.9-32）
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カレンダー／予定リスト
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件名、開始日時／終了日時、アラーム、予

定の内容を登録する方法を例に説明しま

す。

.件名、内容のどちらかは、必ず入力してく
ださい。

1カレンダー画面でg日付S%

2e「＜新規登録＞」S%

3件名入力S%

4開始日時入力S%

予定登録画面

5e「終了：」S%

S終了日時入力S%

6e「アラーム：」S%

7e「アラーム通知時間：」S%

Se通知時間S%SA

8e「内容：」S%

S予定の内容入力S%

9AS登録完了

予定を登録する

s    t

 w   10

u

 w   10

' 

 w   10

 w   10

 w   10

 N

 w   10

終日の予定のとき

4でBS%S8以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

7でe「アラーム通知時間：」S%Se

「その他」S%S通知日時入力S%SA

S8以降

関連メールが登録されているとき

.関連メールの設定を解除できます。
【予定登録画面】e「関連メール：」S%S

e「はい」S%SA

使いこなしチェック !

A●アラーム音を変更したい●アラームの鳴動時間を変更したい●特

定の予定／用件を見えなくしたい●同じ予定をくり返し登録したい

●予定の登録内容を変更したい（AP.9-32）
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アラーム通知時刻になると、アラームが動

作します。

.アラームを止めるときは、%を押し

ます。

1カレンダー画面でg日付S%

予定一覧画面

2e予定／用件S%

3$S確認終了

■１件ずつ削除するとき

1予定一覧画面でe予定SB

2e「削除」S%

3e「１件」S%Se「はい」

S%

■１日単位で削除するとき

1カレンダー画面でg日付SB

2e「削除」S%Se「１日」

S%Se「はい」S%

アラーム通知時刻の動作

アラーム動作中に予定を確認するとき

動作中にA

他の機能の動作中にアラーム通知時刻にな

ると

.待受画面に戻るまで、アラームが動作し
ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

.アラームは停止します。待受画面に戻る
と、インフォメーションが表⺬されます。

 w   K

予定／用件を確認する

用件一覧画面を表⺬するとき

2でe用件SBSe「予定リストへ」S

%

関連メールを確認するとき

2のあとBSe「関連メール表⺬」S%

シークレット設定を一時的に解除するとき

【カレンダー画面】BSe「シークレッ

ト一時解除」S%S操作用暗証番号入

力S%

s     t

 w   10

u

NP

NP

予定を削除する

使いこなしチェック !

A●予定をすべて削除したい（AP.9-33）
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カレンダー／予定リスト
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件名、期限、アラーム、用件の内容を登録

する方法を例に説明します。

.件名、内容のどちらかは、必ず入力してく
ださい。

1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

2e「予定リスト」S%

3e「＜新規登録＞」S%

4件名入力S%

5期限日時入力S%

用件登録画面

6e「アラーム：」S%

7e「アラーム通知時間：」S%

Se通知時間S%SA

8e「内容：」S%

S用件の内容入力S%

9AS登録完了

予定リストに用件を登録する

用件を登録する

 w   10

u

RN

P O q

 w   10

' 

 w   10

 w   10

 w   10

期限なしの予定のとき

5でBS%S8以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

7でe「アラーム通知時間：」S%Se

「その他」S%S通知日時入力S%SA

S8以降

使いこなしチェック !

A●アラーム音を変更したい●アラームの鳴動時間を変更したい●特

定の予定／用件を見えなくしたい●用件の登録内容を変更したい

（AP.9-32）
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アラーム通知時刻になると、アラームが動

作します。

.アラームを止めるときは、%を押し

ます。

1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

Se「予定リスト」S%

用件一覧画面

（予定リスト画面）

.fを押すと未処理／処理済みの用件を

確認できます。

2e用件S%

3$S確認終了

■１件ずつ削除するとき

1用件一覧画面でe用件SB

2e「削除」S%

3e「１件」S%Se「はい」

S%

■処理済みの用件をすべて削除するとき

1用件一覧画面でB

2e「削除」S%Se「処理済」

S%Se「はい」S%

アラーム通知時刻の動作

アラーム動作中に用件を確認するとき

動作中にA

他の機能の動作中にアラーム通知時刻にな

ると

.待受画面に戻るまで、アラームが動作し
ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

.アラームは停止します。待受画面に戻る
と、インフォメーションが表⺬されます。

 w   K

用件を確認する

シークレット設定を一時的に解除するとき

1のあとBSe「シークレット一時解

除」S%S操作用暗証番号入力S%

用件を処理済みにするとき

1のあとe用件SA

 w   10

u

NQ

P O q

 wBCDEFGHIJ  10

N
W

P

用件を削除する

使いこなしチェック !

A●用件をすべて削除したい（AP.9-33）
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指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方

法を例に説明します。

.スヌーズ（設定した間隔でくり返しアラー
ムが鳴る機能）、アラーム音量、鳴動時間も

設定します。

1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

Se「アラーム」S%

アラーム画面

2e「--：--」S%

S時入力（24時間制）S分入力
S%

アラーム設定画面

3e「リピート：」S%

4e「曜日指定」S%
「１回のみ」、「毎日」を選んだとき

は、このあと6へ進みます。

5e曜日S%（N／P）

S曜日指定完了SA

6e「スヌーズ設定：」S%

7e間隔S%
.「その他」を選ぶと、任意の間隔を指
定できます。

8e「アラーム音量：」S%

9e音量S%

ae「鳴動時間：」S%

be時間S%
.「その他」を選ぶと、任意の時間を指
定できます。

cAS登録完了

.続けて他の時刻にアラームを設定する
ときは、2～cをくり返します。

d"Sアラーム設定終了

アラームを利用する

アラームを設定する

 w   10

 w   10

 w   10

O 
o
o

 w   10

 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 曜日をすべて指定／解除するとき

5でBSe「全曜日チェック」／「全

曜日解除」S%

祝日はアラームを鳴らさないとき
5でe曜日S%（N／P）S曜日指定

完了Se「祝日は除外」S%SAS6

以降

使いこなしチェック !

A●件名を登録したい●アラーム音を変更したい●アラーム設定時刻

にバイブレータを動作させたい（AP.9-33）
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アラーム設定時刻になるとアラームが動作

します。

.アラームを止めるときは、%を押します。

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム

が鳴ります。（スヌーズ待機状態）

.スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時
刻になってもアラームは動作しません。

1アラーム画面で

e解除するアラームSB

2e「アラームOff」S%
.解除しても登録内容は保持されます。

■１件ずつ削除するとき

1アラーム画面で

e削除するアラームSB

2e「削除」S%

3e「はい」S%

■すべて削除するとき

1アラーム画面でeアラーム

SBSe「全件削除」S%

2操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%

アラーム設定時刻の動作

他の機能の動作中にアラーム設定時刻にな

ると

.待受画面に戻るまで、アラームが動作し
ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

.アラームは停止します。待受画面に戻る
と、インフォメーションが表⺬されます。

 w   K

スヌーズを設定しているとき

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で%Se「はい」S%

.一定時間経過すると、自動的に解除され
ます。

アラームを解除する

解除したアラームを再設定するとき
2でe「アラームOn」S%

 w   10

P

アラームを削除する

使いこなしチェック !

A●アラームを編集したい（AP.9-33） B●マナーモード設定時にアラームを鳴らす●世界時計の時刻でアラー

ムを設定する（AP.13-16）
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指定した時刻／曜日にテレビを起動する方

法を例に説明します。

.あらかじめエリア設定（AP.6-3）を行っ
ておいてください。

.電波の受信状況が悪い場所では、テレビが
起動しないことがあります。

1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

Se「お目覚めTV」S%

お目覚めTV画面

2e「--：--」S%

S時入力（24時間制）
S分入力S%

お目覚めTV設定画面

3e「リピート：」S%

4e「曜日指定」S%
「１回のみ」、「毎日」を選んだときは、

このあと6へ進みます。

5e曜日S%（N／P）

S曜日指定完了SA

6e「チャンネル：」S%

7eチャンネルS%

8AS登録完了

.続けて他の時刻にお目覚めTVを設定す
るときは、2～8をくり返します。

9"Sお目覚めTV設定終了

指定した時刻にテレビを起動する

お目覚めTVを設定する

 w   10

 w   10

 w   10

 O 
 o 
 o 

 w   10

 N 
 N 
 N 

 w   10

曜日をすべて指定／解除するとき

5でBSe「全曜日チェック」／「全

曜日解除」S%

祝日はテレビを起動しないとき

5でe曜日S%（N／P）S曜日指定完

了Se「祝日は除外」S%SAS6以降

アラームを鳴らさないとき

.お目覚め TV を設定すると、設定時刻にア

ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな

いときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】e「アラーム音

On／Off設定：」S%Se「Off」S%S

A

アラーム音量を変更するとき

【お目覚めTV設定画面】e「アラーム音

量：」S%Se音量S%SA

使いこなしチェック !

A●アラーム音を変更したい（AP.9-34） B●マナーモード設定時にアラームを鳴らす（AP.13-16）
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お目覚めTV設定時刻になると、アラーム
でお知らせしたあと、テレビが起動します。

.アラームは、一定時間経過すると自動的に
止まり、テレビが起動します。

1お目覚めTV画面で
e解除するお目覚めTVSB

2e「お目覚めTV Off」S%
.解除しても登録内容は保持されます。

■１件ずつ削除するとき

1お目覚めTV画面で
e削除するお目覚めTVSB

2e「削除」S%

3e「はい」S%

■すべて削除するとき

1お目覚めTV画面で
eお目覚めTVSB

Se「全件削除」S%

2操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%

お目覚めTV設定時刻の動作

アラームを止めてテレビを起動するとき

.アラーム鳴動中に%を押します。

他の機能動作中にお目覚めTV設定時刻にな
ると

.機能によっては、テレビが起動しないこ
とがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

.確認画面が表⺬されます。テレビを終了
するときは、「はい」を選び%を押します。

 w   K

お目覚めTVを解除する

解除したお目覚めTVを再設定するとき
2でe「お目覚めTV On」S%

お目覚めTVを削除する

使いこなしチェック !

A●お目覚めTVの設定を編集したい（AP.9-34）
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1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

Se「電卓」S%

電卓画面

2ダイヤルボタンで数字入力

S計算

.メモリ計算は、メモリ内容を消去して
から行ってください。

3"S電卓終了

電卓で計算する

 w   10

電卓画面での操作

＋（足す） c　

－（引く） d　

×（掛ける） a　

÷（割る） b　

＝（イコール） %　

C・CE（クリア） $　

CM（クリアメモリ）&　

RM（メモリ呼出） !　

M+（メモリ加算） A　

.（小数点） (　

+／-（符号反転） #　

％（パーセント） BSe「%」S%

メモリ計算について

.メモリに記憶した数値は、電源を切るま
で保持されます。

計算中に着信があると

.着信を受けても、計算中の数値は消去さ
れません。通話などを終えると、計算を

継続できます。

使いこなしチェック !

A●電卓の計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい

●通貨を換算したい（AP.9-34）
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マネー積算メモ
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1ダイヤルボタンで金額入力
Sb

2%

3e明細名S%S登録完了

1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

Se「マネー積算メモ」S%

2e「メモ確認」S%

明細一覧画面

3$S確認終了

■明細を１件ずつ削除するとき

1明細一覧画面でe明細SB

2e「１件削除」S%

Se「はい」S%

■すべての明細を削除するとき

1明細一覧画面でB

Se「全件削除」S%

2操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%

金額を入力して積算する

マネー積算メモを登録する

登録されていない明細名にするとき
3でe「その他」S%S明細名入力S%

 w   10

f

 w   10

 O 
o
o
o
o

マネー積算メモを確認する

メモ帳に登録するとき
【明細一覧画面】e明細SBSe「メモ

帳に登録」S%

 w   10

 w   10

マネー積算メモを削除する

E

使いこなしチェック !

A●入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい●入力済のマネー

積算メモの金額を変更したい（AP.9-34）
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このケータイをおサイフやチケットがわり

に利用することができます。

.おサイフケータイ{には、かざすだけでデー
タの読み書きができる非接触 ICカード技術
方式「FeliCa」が利用されています。

. ICカード内には、サービスの内容やご利用状
況に応じて各種データが保存されます。

おサイフケータイ{をお使いになるには、
生活アプリを起動して、おサイフケータ

イ{対応サービスの加入登録や初期設定、
電子マネーの入金などの準備を行う必要が

あります。

電子マネーの利用方法を例にICカード内の
データをリーダー／ライターで読み取る方

法を説明します。

.生活アプリを起動する必要はありません。

ただし、電池残量が不足しているときは、

利用できません。

.電源を切っているときや通話中、インター
ネット接続中も利用できます。

1mマーク付近をリーダー／ライ

ターにかざすS読み取りが完

了したことを確認

.リーダー／ライターに対して、ケータ
イを平行にかざしてください。

おサイフケータイ{

おサイフケータイ{を利用する

おサイフケータイ{をお使いになる前に

生活アプリを起動するとき

%Sg「ツール」S%Sf「PIM／生活

ツール」Se「おサイフケータイ」S%S

e「生活アプリ」S%Se生活アプリS%

生活アプリ利用時のご注意

.生活アプリのお申し込みや利用方法につ
いて、詳しくはおサイフケータイ{対応
サービス提供者にお問い合わせください。

.各サービスの暗証番号やお問い合わせ先
などは、メモをとるなどして忘れないよ

うにご注意ください。

おサイフケータイ{を利用する

36

おサイフケータイ{利用時のご注意
当社では、故障または修理の際、ICカード
内のデータや設定内容の消失／変化などで

生じるいかなる損害にも、一切の責任を負

いかねます。

読み取り時のご注意

.認識されにくいときは、ケータイを前後
左右にずらしてみてください。

.サービスによっては、ケータイの機能が
自動的に動作することがあります。

使いこなしチェック !

A●電子マネーの残高を確認できるようにしたい●残高表⺬設定のリ

ストの順番を変更したい●残高表⺬設定のリストから削除したい●

クローズポジションで残高を確認したい（AP.9-35）

B●おサイフケータイ{の設定をお買い上げ時の状態に戻す
（AP.13-16）
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サイフケータイ

ICカードをロックすると、おサイフケータ
イ{が利用できなくなります。

1%Sg「ツール」S%

Sf「PIM／生活ツール」

Se「おサイフケータイ」S%

2e「ICカード設定」S%

ICカード設定画面

3e「ICカードロック」S%

Se「On」S%

4操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%

遠隔地から次の方法でロックすることがで

きます。紛失時などに便利です。

■メールリモートロックの準備

1 ICカード設定画面で
e「リモートロック」S%

S操作用暗証番号入力S%

2e「メールリモートロック」

S%　

メールリモートロック画面

3e「リモートロックパスワード」

S%　

4リモートロック用パスワード

入力S%
.任意の半角英数字を入力してくださ

い。

5e「On／Off設定」S%

6e「On」S%SA

■メールリモートロックの利用
.このケータイがメールを受信できない状況
のときは、利用できません。

1件名にリモートロック用パス

ワードを入力したメールを、こ

のケータイに送信

.その他の項目は、何も入力しないでく
ださい。

.このケータイがメールを受信すると、
ICカードがロックされ、完了通知メー
ルが返信されます。

おサイフケータイ{を使用禁止にする
ICカードをロックする

ICカードロックを解除するとき
3でe「ICカードロック」S%Se

「Off」S%S操作用暗証番号入力S%

 w   10

G
)

 w   10

遠隔地からICカードをロックする

メールリモート

ロック

このケータイにメールを

送信してロックします。

電話リモート

ロック

あらかじめ登録した電話機

からこのケータイに電話を

かけてロックします。

メールリモートロックを利用する

 w   10

 w   10

メールリモートロックを解除するとき
6でe「Off」S%SA

使いこなしチェック !

A●ロック完了通知メールの返信先を変更したい（AP.9-35）
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おサイフケータイ

■電話リモートロックの準備

1 ICカード設定画面で
e「リモートロック」S%

S操作用暗証番号入力S%

2e「電話リモートロック」S%

電話リモートロック画面

3e「ロック用電話番号１」／

「ロック用電話番号２」S%

4e「アドレス帳」S%

Sgリモートロック用電話機

の電話番号S%
.「電話番号入力」を選ぶと、直接電話
番号を入力することができます。

5e「On／Off設定」S%

6e「On」S%SA

■電話リモートロックの利用
.このケータイが着信できない状況のときは、
利用できません。

1電話リモートロック用に登録

している電話機からこのケー

タイに発信

.電話番号を通知して発信してくださ

い。

2このケータイが着信すれば

S電話を切る

.不在着信（着信回数１回）として記憶
されます。

3３分以内にあと２回1～2を

くり返す

.このケータイが３回目の電話を受ける
とICカードがロックされ、完了のアナ
ウンスが流れます。ご確認のうえ、電

話を切ってください。

電話リモートロックを利用する

 w   10

 w   10

 w   10

公衆電話からリモートロックできるように

するとき
3でe「公衆電話設定」S%Se「On」
S%

電話リモートロックを解除するとき
6でe「Off」S%SA

操作中に他の電話機から着信があると

.着信回数が０回に戻ります。このときは、
1からやり直してください。

~E H   10

O 

使いこなしチェック !

A●電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい

（AP.9-35）
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.計測中に電池残量が不足すると、計測が中
止されます。

1%Sg「ツール」S%

Sf「タイマー／時計ツール」

2e「ストップウォッチ」

S%

ストップウォッチ画面

3%S計測開始

4%S計測終了

.再度%を押すと再開されます。

5"Se「はい」S%

Sストップウォッチ終了

.計測結果は、ストップウォッチを終了
すると消去されます。

所要時間を計る

 w 10

F

G

x

k ( m

 w 10

ラップタイム（途中までの経過時間）を計

測するとき

計測中にB

計測結果（ラップタイム含む）をメモ帳に

登録するとき

4のあとBSe「メモ帳に登録」S%

計測結果をリセットして計測し直すとき

5でBSe「リセット」S%S3以降

計測中に着信があると

.着信を受けても計測は継続します。"を押

すと、ストップウォッチ画面に戻ります。
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1%Sg「ツール」S%

Sf「タイマー／時計ツール」

Se「キッチンタイマー」

S%　

キッチンタイマー設定画面

2分入力S秒入力S%

キッチンタイマー画面

.Bを押すと、時間を変更できます。

3%Sカウントダウン開始

.%を押すと、停止／再開できます。

4設定時間経過Sアラーム鳴動

5"Se「はい」S%

Sキッチンタイマー終了

設定時間になると、アラームが動作します。

.アラームを止めるときは、Aを押します。

（一定時間経過すると、自動的に止まりま

す。）

経過時間をお知らせする

 w 10

 w 10

VUUV

タイマーをリセットするとき

タイマー停止中にB

キッチンタイマー動作中に着信があると

.着信を受けても動作は継続します。"を押

すと、キッチンタイマー画面に戻ります。

設定時間の動作

通話中や着信中に設定時間を経過すると

.通話終了後、"を押すとアラームが動作し

ます。

 w   10
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1%Sg「ツール」S%

Sf「タイマー／時計ツール」

Se「世界時計」S%

2%　

タイムゾーン設定画面

3f都市S%

4"S世界時計終了 1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

Se「ディスプレイ設定」S%

2e「待受設定」S%

3e「時計／カレンダー表⺬」

S%

4e「世界時計（大）」などS%

世界の都市の時刻を表⺬する

 w   K

R

S

普段お使
いの都市

世界時計
の都市

 w   10

T

サマータイムを設定するとき
【タイムゾーン設定画面】A

,「Off」にするときは、再度Aを押します。

世界時計を待受画面に表⺬する

 w   10

使いこなしチェック !

A●オリジナルの都市を追加したい（AP.9-36）
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指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説

明します。

1%Sg「ツール」S%

Sf「タイマー／時計ツール」

Se「時報」S%　

時報画面

2e「On／Off設定」S%

Se「On」S%

3e「時刻選択」S%

4e時刻S%（N／P）

S時刻指定完了SA

5AS登録完了

6"S時報設定終了
時報設定時刻になると時報が動作します。

.時報を止めるときは、%を押します。

1時報画面でe「On／Off設定」
S%Se「Off」S%SA

時報を利用する

時報を設定する

 w   10

 w   10

 P 
 P 
 P 
 P 

時報音量を変更するとき

2でe「詳細設定」S%Se「時報音

量：」S%Se音量S%SAS5以降

鳴動時間を変更するとき

2でe「詳細設定」S%Se「鳴動時

間：」S%Se時間S%SAS5以降

,時間選択時に「その他」を選ぶと、任意
の時間を指定できます。

時刻をすべて指定／解除するとき
4でBSe「全チェック」／「全解除」S

%

時報設定時刻の動作

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

.時報は動作しません。
時報動作中に着信があると

.時報は停止します。

時報を解除する

 w   K

使いこなしチェック !

A●時報音を変更したい●時報設定時刻にバイブレータを動作させた

い（AP.9-36）
B●マナーモード設定時に時報を鳴らす●世界時計の時刻で時報を設

定する（AP.13-16）
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次の形式のファイルを表⺬することができ

ます。

.ファイルによっては、正しく表⺬されない
ことがあります。

.ファイルをダウンロードして閲覧すること
もできます。

.パソコンからファイルを保存するときは、

メモリカードの該当するフォルダに保存し

てください。（AP.14-23）

1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

Se「ドキュメントビューア」

S%　

2gファイルS%

ファイル閲覧時にセンサーキーをなぞる

と、画面に表⺬されていない部分をすばや

く表⺬できます。また、センサーキーに

タッチするとルーペを利用できます。（ルー

ペモード）

ルーペモードから通常モードに戻るとき

は、再度センサーキーにタッチします。

パソコン用のファイルを閲覧する

PDFデータ（.pdf）

Microsoft{ Excel{（.xls）

Microsoft{ Word（.doc）

Microsoft{ PowerPoint{（.ppt）

 w 10

G
GH
I

  N

ファイル閲覧中の操作

% 全体を表⺬

g スクロール

1 左上を表⺬

2 画面全体に表⺬

3 右上を表⺬

4／F 縮小して表⺬

4（⻑く）／

F（⻑く）
連続縮小

5 中央を表⺬

6／E 拡大して表⺬

6（⻑く）／

E（⻑く）
連続拡大

7 左下を表⺬

8 指定ページを表⺬

9 右下を表⺬

0 ヘルプを表⺬

# 1ページ進む
( 1ページ戻る
! 画面幅で表⺬

A 90°回転

画面の一部を縮小／拡大するとき
ファイル閲覧中に&（⻑く）Sg縮小／

拡大する箇所SBSe「画面縮小」／

「画面拡大」S%

センサーキーでの操作
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1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

2e「メモ帳」S%

メモ帳一覧画面

3e「＜新規登録＞」S%

4本文入力S%

5gカテゴリS%S登録完了

1メモ帳一覧画面でeメモ帳
S%

2$S確認終了

■１件ずつ削除するとき

1メモ帳一覧画面でeメモ帳

SB　

2e「１件削除」S%

Se「はい」S%

■すべて削除するとき

1メモ帳一覧画面でB

Se「設定／管理」S%

2e「全件削除」S%

S操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%

文字を登録する

メモ帳に登録する

 w 10

y

C

k ( m

=

 wBCDEFGHIJ  10

u
N n
N o

 w   10

' 

メモ帳を一時的に並べ替えるとき

【メモ帳一覧画面】A

,押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ
リ→アクセス日時の順に並び替わりま

す。

メモ帳一覧画面の横画面時表⺬を変更するとき

【メモ帳一覧画面】eメモ帳SBSe

「設定／管理」S%Se「横画面表⺬設

定」S%Se表⺬方法S%

メモ帳を確認する

 wBCDEFGHIJ  10

N

メモ帳を削除する

使いこなしチェック !

A●メモ帳を編集したい●すべてのメモ帳内から文字列を検索したい

●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい

●文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい（AP.9-37）
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.録音中に電池残量が不足すると、録音が中
止されます。

.通話中に相手の声を録音するときは、「音声
メモ録音」を利用してください。（AP.3-12）

1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

2e「ボイスレコーダー」S%

録音画面

3%S録音開始

4%S録音終了

.「⻑時間録音」のときは、自動的に保
存されます。

5e「保存」S%

1録音画面でB

Se「着うた・メロディ」S%

2e音声ファイルS%
.再生中にeを押すと、音量を調節で

きます。

.一時停止／再開するときは%を、中

止するときは$を押します。

音声を録音／再生する

音声を録音する

 w 10

y

C
z

k ( m

 w   7 10

G
GH
I
J

g

z

保存前に再生するとき

5でe「再生」S%S再生開始S$S

再生終了

録音をやり直すとき

5で$S3以降

 w   10

音声を再生する

メモリカード内の音声を再生するとき
1のあとBSe「メモリカードへ切替」

S%S2

 w   10

N

P
i

使いこなしチェック !

A●⻑時間録音したい●音声をメールに添付したい●録音した音声の

保存先を変更したい（AP.9-37）
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JANコード（１次元コード）とQRコード
（２次元コード）が読み取れます。

.バーコードによっては、読み取り時に会員
証ファイルやパスワードの入力が必要なこ

とがあります。

.バーコードによっては、読み取れないこと
があります。

1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

Se「バーコード／名刺読取」

S%　

バーコード／名刺読取画面

2e「バーコードリーダー」

S%

3バーコードを画面中央に表⺬

読み取り画面

.ピント調整バーの色が濃いほど、ピン
トが合った状態です。

4%S読み取り開始

.読み取りにくいときは、ゆっくりと被
写体との距離を変えてください。

.読み取りを中止するときは、Aを押し

ます。

5完了音鳴動S読み取り結果表⺬

バーコード読み取り結果画面

バーコードを読み取る

 w   10

 w 0D10

ピント
調整バー

読み取り画面でできること
3：フォーカスモード切替

!：フォーカスロック

（クローズポジション時：F）

#：モバイルライト切替

f：明るさ調整

0：ヘルプ表⺬

分割されているバーコードのとき

.読み取り後、確認画面が表⺬されます。画
面の指⺬に従って操作してください。

.すべてのバーコードを読み込まないと、表
⺬／保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

5のあと$Se「はい」S%S3以降

 w  10

使いこなしチェック !

A●文字入力中にバーコードを読み取りたい●データフォルダ内のバー

コードを読み取りたい●読み取り結果を利用したい●読み取り結果

を登録したい●登録した読み取りデータを確認したい●メールアド

レスなどをアドレス帳に登録したい●画像やメロディをデータフォ

ルダに保存したい●画像／メロディを表⺬／再生したい●画像を壁

紙に利用したい●画像を画面ピクチャーに利用したい●読み取り結

果をメール本文に貼付したい●メモ帳に登録したい●各種文字列を

コピーしたい（AP.9-38～P.9-39）
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このケータイ内の次のデータを利用して、

QRコードを作成できます。

.情報量が多いときは、自動的に分割され、

複数のQRコードが作成されます。

データフォルダ内のデータを利用して、QR
コードを作成する方法を例に説明します。

1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

Se「バーコード／名刺読取」

S%　

バーコード／名刺読取画面

2e「QRコード作成」S%

3e「データフォルダ」S%

4eフォルダS%Sgデータ

S%　

.QRコードが作成されます。

5%　

.QRコードが、データフォルダの「ピク
チャー」に登録されます。

データからQRコードを作成する

アドレス帳 入力したテキスト

メロディ 画像

メモ帳

QRコードを作成する

 w   10

 w Q10

アドレス帳のデータを利用するとき

3でe「アドレス帳」S%Sgアドレ

ス帳S%S5

入力したテキストを利用するとき

3でe「テキスト」S%Sテキスト入

力S%S5

登録先を変更するとき

5でBSe「登録先変更」S%Se

「本体」／「メモリカード」S%S%

S!メールに添付するとき
5でBSe「メール添付」S%Sメール

作成SA

QRコード作成中に着信があると
.着信を受けても作成中の内容は消去され
ません。通話などのあと、作成を継続で

きます。
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名刺を読み取り、アドレス帳に登録できま

す。

.英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府
県」など項目によっては正しく登録できな

いことがあります。

.名刺によっては、読み取れないことがあり
ます。

1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

Se「バーコード／名刺読取」

S%　

2e「名刺読み取り」S%

3名刺を画面中央に表⺬

読み取り画面

.名刺を画面の枠に合わせてください。
4%

.読み取りを中止するときは、$を押

します。

5%S読み取り結果表⺬

名刺読み取り結果画面

6%SA　

.アドレス帳に保存されます。

名刺を読み取る

 w   10

 w E10

2

4

2 3

4 5

 wBCDEFGHIJ  10

!
"
#
$
%

読み取り画面でできること

3：フォーカスモード切替
!：フォーカスロック

（クローズポジション時：F）

#：モバイルライト切替

f：明るさ調整

0：ヘルプ

読み取り結果に最大文字数を超えている項

目があると

.超過文字削除の確認画面が表⺬されます。
削除するときは、次の操作を行います。

e「はい」S%

名刺を読み取り直すとき

6でASe「はい」S%S3以降

使いこなしチェック !

A●読み取り結果をメール本文に貼付したい●メモ帳に登録したい

●各種文字列をコピーしたい（AP.9-39）
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URL、E-mailアドレス、電話番号など英数
字を読み取り、利用できます。

.文字によっては、読み取れないことがあり
ます。

1%Sg「ツール」S%

Sf「文書／録音ツール」

Se「バーコード／名刺読取」

S%　

2e「文字読み取り」S%

3文字列を画面中央に表⺬

読み取り画面

.画面内の［　］枠中央に入るように調
整してください。

.ピント調整バーの色が濃いほど、ピン
トが合った状態です。

4%　

.読み取りを中止するときは、$を押

します。

5e読み取る行S%

S読み取り結果表⺬

6%　　

文字読み取りデータ画面

文字を読み取る

 w   10

 w D10

ピント

調整バー

読み取り画面でできること

3：フォーカスモード切替

!：フォーカスロック

（クローズポジション時：F）

#：モバイルライト切替

f：明るさ調整

0：ヘルプ表⺬

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

3でBSe「反転モード切替」S%

Se「反転文字」S%S4以降

読み取りの種類を変更するとき

5のあとBSe「モード切替」S%

Se種類S%S6

読み取り結果を修正するとき

5のあとBSe「候補選択（編集）」S%

Sf文字Se候補（文字修正）S6

文字を読み取り直すとき

6で$Se「はい」S%S3以降

 w 10

使いこなしチェック !

A●文字入力中に文字を読み取りたい●読み取り結果を利用したい●

読み取り結果を登録したい●登録した読み取りデータを確認したい

●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい●読み取り結果を

メール本文に貼付したい●メモ帳に登録したい●各種文字列をコピー

したい（AP.9-38～P.9-39）



#02tori__J535_PDF.book  29 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
S!速報ニュース
9-29

ツ
Ⅰ
ル

9

最新ニュースなど、登録したコンテンツの

更新情報を確認できます。

.S!速報ニュースの利用には、パケット通信料
が発生します。

1%Sg「エンタテイメント」

S%Se「S!速報ニュース」
S%　

S!速報ニュース画面

2e「S!速報ニュースリスト」
S%

S!速報ニュースリスト画面

3e「登録はこちら」S%

Se「はい」S%
.通信が始まり、コンテンツリストが表
⺬されます。

4eコンテンツS%
.以降は、画面の指⺬に従って操作して
ください。

1 S!速報ニュースリスト画面で
eコンテンツS%

2e更新情報S%

.Bを押すと一覧画面に戻り、Aを押す

と次の更新情報を確認できます。

サイトなどの更新情報を確認する

コンテンツを登録する

 w   10

c j a

 w   10

b t d

e

f

g

更新情報を確認する

手動で更新するとき

【S!速報ニュースリスト画面】eコンテン

ツSASe「更新」S%Se「一件」／

「全件」S%

   k

 w 5   10

t

j

   k

 w 5   10

j

使いこなしチェック !

A●S!ループの更新情報を確認したい●リストの自動更新を設定したい
●自動更新の予定を確認したい●背景を変更したい●登録したS!速
報ニュースを削除したい（AP.9-40）
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.S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

1%Sg「エンタテイメント」

S%Se「S!情報チャンネル／
お天気」S%

S!情報チャンネル設定画面

2e「サービス登録・解除」

S%
.インターネットに接続されます。
以降は、画面の指⺬に従って操作して

ください。

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信
され、インフォメーションが表⺬されます。

1e「新着S!情報チャンネル」
S%　

.情報が表⺬されます。（情報画面）
以降は、画面の指⺬に従って操作して

ください。

.情報画面での操作方法は、Yahoo!
ケータイと同様です。

2"S確認終了

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、
現在いる地域の天気を⺬すマーク（お天気

アイコン）が、待受画面に表⺬されます。

例：W／tSくもりときどき雨

.上記以外にも、降水確率や季節情報などが
表⺬されます。

配信情報を閲覧する

サービス登録を行う

 w   10

新着情報を確認する

インフォメーションが消えたあとで確認す

るとき

【S!情報チャンネル設定画面】e「最新

情報」S%

以前に受信した情報を確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】e「バッ

クナンバー」S%Se日付S%

x

お天気アイコンを利用する

U 晴れ（昼） u 雪

s 晴れ（夜） v 雷雨

W くもり V のち

t 雨 ／ ときどき

お天気アイコンを手動で更新するとき

【S!情報チャンネル設定画面】e「お天

気アイコン」S%Se「手動更新」S%

Se「はい」S%

UVWXY

 w   10 

使いこなしチェック !

A●情報画面からファイルを保存したい●情報画面の表⺬サイズを変

更したい●情報画面のスクロール単位を変更したい●情報画面の文

字列をコピーしたい●受信できなかった情報を再度受信したい●天

気予報を表⺬したい（AP.9-41）

B●お天気アイコンを待受画面に表⺬しない●お天気アイコンを自動

的に更新しない（AP.13-16）
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.入手方法については、シャープオリジナル
サイト「SH-web」でもご案内しています。

1ASg「メニューリスト」

S%

2e「書籍・コミック・写真集」

S%
.以降は、画面の指⺬に従って操作して
ください。

.ダウンロードした電子ブックは、デー
タフォルダの「ブック」に保存されま

す。

書籍データや辞書データなどXMDF形式の
電子ブックを閲覧できます。

.データによっては、このケータイでは利用
できないことがあります。

1%Sg「エンタテイメント」
S%

エンタテイメント画面

2e「ケータイ書籍」S%
.ケータイ書籍が起動します。以降の操
作方法については、ケータイ書籍のヘ

ルプを参照してください。
.

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF
ファイルを閲覧できます。

.データによっては、このケータイでは利用
できないことがあります。

1エンタテイメント画面で

e「ブックサーフィン」

S%
.ブックサーフィン{が起動します。
以降の操作方法については、ブック

サーフィン{のヘルプを参照してくだ
さい。

電子ブックを閲覧する

電子ブックを入手する ケータイ書籍を利用する

 w   10

5

=
K

L

ブックサーフィン{を利用する

メモリカードを経由してCCFファイルを移
動したとき

.機種変更などでCCFファイルを移動したと
きは、コンテンツ・キーを再ダウンロー

ドすると閲覧できます。ただし、コンテ

ンツによってはCCFファイルの再ダウン
ロードが必要なことがあります。

使いこなしチェック !

A●書籍内の文字列をコピーしたい●以前の機種のケータイ書籍を確

認したい（AP.9-41）
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PIM／生活ツールに関する便利な機能1
K【カレンダー画面】P.9-4【予定登録画面】P.9-5【予定一覧画面】P
.9-6【用件登録画面】P.9-7【用件一覧画面】P.9-8
Gカレンダーの日付の色を変更したい

［カレンダー色設定］

■曜日ごとの色を変更するとき

■指定した日の色を変更するとき

■色設定（当日）を解除するとき

Gカレンダーにスタンプを貼り付けた

い ［スタンプ］

C祝日の詳細を設定する、起動時の表⺬方

法を設定する、カレンダーでの用件の表

⺬方法を変更する

Gアラーム音を変更したい

［アラーム音］

.ファイルによっては、再生開始ポイント
を選ぶ必要があります。

Gアラームの鳴動時間を変更したい

［鳴動時間］

.「その他」を選ぶと、登録以外の鳴動時
間に設定できます。

Cアラーム動作の詳細を設定する

G特定の予定／用件を見えなくしたい

［シークレット設定］

G同じ予定をくり返し登録したい

［繰り返し］

.「毎年」を選んだときは、くり返し回数
を設定できません。

G予定の登録内容を変更したい

［編集］

Cカテゴリ／場所を登録する、S!ともだち
状況を登録する

G用件の登録内容を変更したい

［編集］

C優先度を登録する

カレンダー／予定リストに関する機能

カレンダーに関する機能

【カレンダー画面】BSe「カレン

ダー設定」S%Se「色設定」S%S

e「曜日」S%Se曜日S%Se色

S%

【カレンダー画面】g日付S4Se

色S%

【カレンダー画面】BSe「カレン

ダー設定」S%Se「色設定」S%S

e「色設定（当日）解除」S%Se

解除条件S%Se「はい」S%

【カレンダー画面】（１ヵ月／３ヵ月表

⺬時）g日付S2SgスタンプS%

予定／用件登録に関する機能

【予定登録画面】／【用件登録画面】

e「アラーム：」S%Se「アラーム

音／ムービー：」S%Se種類S%S

gアラーム音S%SA

【予定登録画面】／【用件登録画面】e

「アラーム：」S%Se「鳴動時間：」S

%Se時間S%SA

【予定登録画面】／【用件登録画面】e

「シークレット設定：」S%Se「On」
S%SA

予定登録に関する機能

【予定登録画面】e「繰り返し：」S%

Seくり返し期間S%Sくり返し回

数入力S%SA

【予定一覧画面】e予定SBSe「編

集」S%Se編集項目S%S登録と

同様の操作で編集SA

用件登録に関する機能

【用件一覧画面】e用件SBSe「編

集」S%Se編集項目S%S登録と

同様の操作で編集SA
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A

G予定をすべて削除したい

［全件削除］

C予定を週単位／月単位で削除する、表⺬

月の予定をまとめて削除する、予定を検

索する、予定件数を確認する

G用件をすべて削除したい

［全件削除］

C用件を優先度順に並べ替える、用件を検

索する、用件件数を確認する

G件名を登録したい

［件名］

Gアラーム音を変更したい

［アラーム音］

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

.ファイルによっては、再生開始ポイント
を選ぶ必要があります。

■きせかえアレンジに変更するとき

Gアラーム設定時刻にバイブレータを

動作させたい ［バイブ］

.「音連動」にすると、メロディ（SMAF
ファイル）に設定されている内容に従っ

て、バイブレータが動作します。

Gアラームを編集したい

［編集］

予定確認／管理に関する機能

【カレンダー画面】BSe「削除」S%

Se「全件」S%S操作用暗証番号

入力S%Se「はい」S%

用件確認／管理に関する機能

【用件一覧画面】BSe「削除」S%

Se「全件」S%S操作用暗証番号

入力S%Se「はい」S%

アラームに関する機能

【アラーム設定画面】e「件名：」S%

S件名入力S%SA

【アラーム設定画面】e「アラーム音／

ムービー：」S%Se種類S%Sg

アラーム音S%SA

【アラーム設定画面】e「アラーム音／

ムービー：」S%Se「きせかえア

レンジ」S%SA

【アラーム設定画面】e「バイブ：」S

%Se「On」／「音連動」S%SA

【アラーム画面】e編集するアラーム

S%Se編集項目S%S登録と同様

の操作で編集S%SA
9-33



9-34

ツ
Ⅰ
ル

9

便利な機能

#02tori__J535_PDF.book  34 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
PIM／生活ツールに関する便利な機能3
K【お目覚めTV設定画面】P.9-11【お目覚めTV画面】P
.9-11【電卓画面】P.9-13【明細一覧画面】P.9-14
A

Gアラーム音を変更したい

［アラーム音］

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

.ファイルによっては、再生開始ポイント
を選ぶ必要があります。

■きせかえアレンジに変更するとき

Gお目覚めTVの設定を編集したい
［編集］

G電卓の計算結果をコピーしたい

［コピー］

G通貨の換算レートを設定したい

［レート設定］

G通貨を換算したい

［換算］

.あらかじめ「レート設定」で、換算レー
トを設定しておいてください。

G入力済のマネー積算メモの明細名を

変更したい ［明細変更］

Cあらかじめ登録されている明細を

変更する

G入力済のマネー積算メモの金額を変

更したい ［金額変更］

お目覚めTVに関する機能

【お目覚めTV設定画面】e「アラー

ム音／ムービー：」S%Se種類S%

Sgアラーム音S%SA

【お目覚めTV設定画面】e「アラーム
音／ムービー：」S%Se「きせか

えアレンジ」S%SA

【お目覚めTV画面】e編集するお目覚

めTVS%Se編集項目S%S登録

と同様の操作で編集S%SA

電卓に関する機能

計算結果表⺬中にBSe「コピー」S

%

【電卓画面】BSe「換算」S%Se

「レート設定」S%Se「国内通貨」／

「海外通貨」S%S換算レート入力S

%

【電卓画面】金額入力SBSe「換算」

S%Se「国内通貨に換算」／「海外

通貨に換算」S%

マネー積算メモに関する機能

【明細一覧画面】e明細S%Se明

細名S%

【明細一覧画面】e明細SBSe「金

額変更」S%S金額入力S%
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A

G電子マネーの残高を確認できるよう

にしたい ［残高表⺬設定］

.残高表⺬機能対応の生活アプリで利用で
きます。

.あらかじめ登録されている生活アプリを
設定するときには、一度起動してから操

作してください。

G残高表⺬設定のリストの順番を変更

したい ［移動］

G残高表⺬設定のリストから削除した

い ［削除］

Gクローズポジションで残高を確認し

たい ［残高確認］

.待受画面でだけ確認できます。

.表⺬中センサーキーを上下になぞると、
他の生活アプリの残高が表⺬されます。

.あらかじめ残高表⺬設定に生活アプリを
登録しておいてください。

. ICカードロック中は、表⺬できません。

Gロック完了通知メールの返信先を変

更したい ［ロック通知先指定］

■返信先を変更するとき

■返信しないとき

G電話リモートロックの設定までの着

信回数を変更したい ［着信回数］

おサイフケータイ に関する機能

【ICカード設定画面】e「残高表⺬設

定」S%S操作用暗証番号入力S%

Se登録位置S%Se「S!アプリ参
照」／「生活アプリ参照」S%Se

生活アプリS%

【ICカード設定画面】e「残高表⺬設

定」S%S操作用暗証番号入力S%

Se生活アプリSBSe「移動」S

%Se移動先S%

【ICカード設定画面】e「残高表⺬設

定」S%S操作用暗証番号入力S%

Se生活アプリSBSe「削除」S

%

クローズポジション時にE（⻑く）

S残高表⺬SHS表⺬終了

【メールリモートロック画面】e「ロッ

ク通知先指定」S%Se「宛先設定」

S%Se「指定アドレスに返信」S%

Se「指定アドレス」S%Se指定

方法S%S宛先選択／入力S%SA

【メールリモートロック画面】e「ロッ

ク通知先指定」S%Se「宛先設定」

S%Se「返信しない」S%S$

SA

【電話リモートロック画面】e「着信

回数」S%S着信回数入力S%SA
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#02tori__J535_PDF.book  36 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
タイマー／時計ツールに関する便利な機能
K【タイ
ムゾーン設定画面】P.9-20【時報画面】P.9-21
A

Gオリジナルの都市を追加したい

［都市追加］

G時報音を変更したい

［時報音］

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

.ファイルによっては、再生開始ポイント
を選ぶ必要があります。

■きせかえアレンジに変更するとき

G時報設定時刻にバイブレータを動作

させたい ［バイブ］

.「音連動」にすると、メロディ（SMAF
ファイル）に設定されている内容に従っ

て、バイブレータが動作します。

世界時計に関する機能

【タイムゾーン設定画面】BS都市名

入力S%Se＋／－SdS時差入力

S%

時報に関する機能

【時報画面】e「詳細設定」S%Se

「時報音／ムービー：」S%Se種

類S%Sg時報音S%SASA

【時報画面】e「詳細設定」S%Se

「時報音／ムービー：」S%Se「き

せかえアレンジ」S%SASA

【時報画面】e「詳細設定」S%Se

「バイブ：」S%Se「On」／「音
連動」S%SASA
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#02tori__J535_PDF.book  37 ページ  ２００８年２月２０日　水曜日　午後５時５７分
文書／録音ツールに関する便利な機能1
K
【メモ帳一覧画面】P.9-23【録音画面】P.9-24
ツ
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A

Gメモ帳を編集したい

［本文編集／カテゴリ変更］

■本文を変更するとき

■カテゴリを変更するとき

Gすべてのメモ帳内から文字列を検索

したい ［文字列検索］

Gメモ帳をメール本文に挿入したい

［メール本文に挿入］

.文字数によっては、自動的に S!メール作
成画面が表⺬されます。

Gメモ帳をメールに添付したい

［メール添付］

G文字入力中にメモ帳の内容を挿入し

たい ［メモ帳読み出し］

Cメモ帳を管理する、メモ帳の詳細情報を

確認する

G⻑時間録音したい

［⻑時間録音］

G音声をメールに添付したい

［メール送信］

.「メール添付」設定時に利用できます。

G録音した音声の保存先を変更したい

［保存先設定］

.「メール添付」設定時に利用できます。

.「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保
存先を選べます。

メモ帳に関する機能

【メモ帳一覧画面】eメモ帳SBSe

「本文編集」S%S内容修正S%

【メモ帳一覧画面】eメモ帳SBSe

「カテゴリ変更」S%SgカテゴリS

%

【メモ帳一覧画面】eメモ帳SBSe

「文字列検索」S%S文字列入力S%

【メモ帳一覧画面】eメモ帳SBSe

「送信」S%Se「メール本文に挿

入」S%Se「S!メール」／「SMS」
S%Sメール作成SA

【メモ帳一覧画面】eメモ帳SBSe

「送信」S%Se「メール添付」S%

Sメール作成SA　

文字入力画面でBSe「メモ帳」S%

Se「メモ帳読み出し」S%Seメ

モ帳S%

ボイスレコーダーに関する機能

【録音画面】BSe「録音時間」S%

Se「⻑時間録音」S%

【録音画面】%S録音開始S%S録音

終了Se「メール送信」S%Sメー

ル作成SA

【録音画面】BSe「保存先設定」S%

Se保存先S%
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#02tori__J535_PDF.book  38 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
文書／録音ツールに関する便利な機能2
K【バーコード／名刺読取画面】P.9-25【バーコード読み取り結
果画面】P.9-25【文字読み取りデータ画面】P.9-28

■インターネットに接続するとき
A

G文字入力中にバーコードを読み取り

たい ［バーコード読み取り］

■読み取り結果をすべて利用するとき

■読み取り結果を一部利用するとき

Gデータフォルダ内のバーコードを読

み取りたい ［データフォルダ］

Cバーコードを連続で読み取る

G文字入力中に文字を読み取りたい

［文字読み取り］

C文字を連続／追加で読み取る

G読み取り結果を利用したい

［電話番号／アドレス／URL利用］

■電話をかけるとき

■メールを送信するとき

.読み取り結果に「MAIL TO:」が含まれて
いるときは、%を押すと、破線のアン

ダーライン部分がまとめてメール送信画

面に入力されます。

G読み取り結果を登録したい

［読み取りデータ登録］

G登録した読み取りデータを確認した

い ［読み取りデータ確認］

.読み取りデータを選びBを押すと、ファ

イル名の変更／詳細情報の確認／データ

の削除が行えます。

.ファイルによっては、表⺬できないこと
があります。

バーコード読み取りに関する機能

文字入力画面でBSe「読み取り」S

%Se「バーコード読み取り」S%S

バーコードを画面中央に表⺬S%S

%

文字入力画面でBSe「読み取り」S

%Se「バーコード読み取り」S%S

バーコードを画面中央に表⺬S%S

BSg開始文字S%Sg終了文字

S%

【バーコード／名刺読取画面】e「デー

タフォルダ」S%SgファイルS%

文字読み取りに関する機能

文字入力画面でBSe「読み取り」S

%Se「文字読み取り」S%S文字

を画面中央に表⺬S%Se読み取る

行S%S%

読み取り結果に関する機能

【バーコード読み取り結果画面】／

【文字読み取りデータ画面】g電話番

号S%S!

【バーコード読み取り結果画面】／

【文字読み取りデータ画面】gE-mail
アドレスS%Sメール作成SA

【バーコード読み取り結果画面】／

【文字読み取りデータ画面】gURLS
%

【バーコード読み取り結果画面】／

【文字読み取りデータ画面】BSe

「読み取りデータ登録」S%

【バーコード／名刺読取画面】e「読み

取りデータ確認」S%SeデータS

%



便利な機能

#02tori__J535_PDF.book  39 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
文書／録音ツールに関する便利な機能3
K【読み取り結果画面】バーコード：P.9-25、
名刺：P.9-27【文字読み取りデータ画面】P.9-28

■一部貼付するとき
ツ
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A
Gメールアドレスなどをアドレス帳に

登録したい ［アドレス帳に登録］

.「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス
帳に追加できます。

.読み取り結果に「MEMORY:」が含ま

れているときは、%を押すと、破線の

アンダーライン部分がまとめてアドレス

帳登録画面に入力されます。

G画像やメロディをデータフォルダに

保存したい ［保存］

G画像／メロディを表⺬／再生したい

［表⺬／再生］

G画像を壁紙に利用したい

［壁紙登録］

.表⺬位置選択画面が表⺬されたときは、
画面の指⺬に従って操作してください。

G画像を画面ピクチャーに利用したい

［画面ピクチャー登録］

.画像によっては、表⺬範囲の指定が必要
ないこともあります。

G読み取り結果をメール本文に貼付し

たい ［メール本文へ貼付］

■全文貼付するとき

.文字数によっては、自動的に S!メール作
成画面が表⺬されます。

.文字数によっては、自動的にS!メール作
成画面が表⺬されます。

Gメモ帳に登録したい

［メモ帳に登録］

G各種文字列をコピーしたい

［コピー］

■文字列をコピーするとき

■電話番号などをコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】／

【文字読み取りデータ画面】g電話番

号／E-mailアドレスSBSe「アド

レス帳に登録」S%Se「新規登録」

S%S必要項目入力SA

【バーコード読み取り結果画面】g画

像／メロディSBSe「保存」S%

【バーコード読み取り結果画面】g画

像／メロディS%

【バーコード読み取り結果画面】g画

像SBSe「壁紙登録」S%Se

「縦画面用」／「横画面用」S%S%

【バーコード読み取り結果画面】g画

像SBSe「画面ピクチャー登録」

S%Se表⺬場面S%S%Sg表

⺬範囲指定S%

【読み取り結果画面】／【文字読み取

りデータ画面】BSe「メール本文へ

貼付」S%S%Se「S!メール」／
「SMS」S%Sメール作成SA

【読み取り結果画面】／【文字読み取

りデータ画面】BSe「メール本文へ

貼付」S%SBSg開始文字S%S

g終了文字S%Se「S!メール」／
「SMS」S%Sメール作成SA

【読み取り結果画面】／【文字読み取

りデータ画面】BSe「メモ帳に登

録」S%

【読み取り結果画面】／【文字読み取

りデータ画面】BSe「コピー」S%

Sg開始文字S%Sg終了文字S%

【バーコード読み取り結果画面】／

【文字読み取りデータ画面】g電話番

号／E-mailアドレス／URLSBSe

「電話番号コピー」／「アドレスコ

ピー」／「URLコピー」S%
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#02tori__J535_PDF.book  40 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
その他ツールに関する便利な機能1
K【S!速報
ニュース画面】P.9-29【S!速報ニュースリスト画面】P.9-29
A

GS!ループの更新情報を確認したい
［S!ループリスト］

■S!ループリストに登録するとき

.通信が始まり、S!ループの情報画面が表
⺬されます。以降の操作方法は、S!ルー
プのヘルプを参照してください。

■更新情報を確認するとき

Gリストの自動更新を設定したい

［自動更新設定］

■S!速報ニュースリストを自動更新するとき

.「特別」を「On」に設定すると、４時間
ごとに更新されます。

.「一般」を「On」に設定すると、１日１
回更新されます。

.更新情報が多いと、パケット通信料が高
額になることがあります。

■S!ループリストを自動更新するとき

.１日４回程度更新されます。

G自動更新の予定を確認したい

［自動更新予定確認］

G背景を変更したい

［背景変更設定］

G登録した S!速報ニュースを削除した
い ［１件削除／全件削除］

■１件だけ削除するとき

■すべて削除するとき

C S!ループの情報を更新する、更新情報か

ら情報画面に接続する、画像を取得し

ない、S!ループを削除する、S!速報ニュー
スを初期化する

S!速報ニュースに関する機能

【S!速報ニュース画面】e「S!ループリ
スト」S%Se「S!ループにアクセ
ス」S%Se「はい」S%

【S!速報ニュース画面】e「S!ループリ
スト」S%Se項目S%Se更新

情報S%

【S!速報ニュース画面】e「設定」S%

Se「自動更新設定」S%Se「S!
速報ニュース」S%Se種類S%S

%Se更新間隔または「On」／「Off」
S%　

【S!速報ニュース画面】e「設定」S%

Se「自動更新設定」S%Se「S!
ループ」S%S%Se「On」S%

【S!速報ニュース画面】e「設定」S%

Se「自動更新予定確認」S%

【S!速報ニュース画面】e「設定」S%

Se「背景変更設定」S%Se背景

S%　

【S!速報ニュースリスト画面】eコン

テンツSBSe「一件」S%Se

「はい」S%

【S!速報ニュースリスト画面】eコン

テンツSBSe「全件」S%S操作

用暗証番号入力S%Se「はい」S%
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#02tori__J535_PDF.book  41 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
その他ツールに関する便利な機能2
K【情報画面】P.9-30【S!情報チ
ャンネル設定画面】P.9-30【エンタテイメント画面】P.9-31
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A

G情報画面からファイルを保存したい

［ファイル保存］

.ファイルによっては、自動的に保存され
ることがあります。

G情報画面の表⺬サイズを変更したい

［表⺬サイズ］

G情報画面のスクロール単位を変更し

たい ［スクロール単位］

G情報画面の文字列をコピーしたい

［テキストコピー］

G受信できなかった情報を再度受信し

たい ［再配信］

G天気予報を表⺬したい

［天気予報］

C天気予報の情報画面の文字サイズを設定

する、情報画面の詳細情報を確認する

G書籍内の文字列をコピーしたい

［コピー］

G以前の機種のケータイ書籍を確認した

い ［ケータイ書籍ライブラリ］

.ファイル形式によっては、表⺬されない
ものがあります。

Cケータイ書籍ライブラリを管理する

S!情報チャンネルに関する機能

【情報画面】BSe「ファイル保存」S

%Sg保存するファイルS%Se

「保存」S%Sファイル名入力S%S

g「ここに保存」S%

【情報画面】BSe「設定」S%Se

「表⺬サイズ」S%Se表⺬サイズ

S%　

【情報画面】BSe「設定」S%Se

「スクロール単位」S%Seスクロー

ル単位S%

【情報画面】BSe「テキストコピー」

S%Sg開始文字S%Sg終了文

字S%

【S!情報チャンネル設定画面】e「再

配信要求」S%Se「はい」S%

【S!情報チャンネル設定画面】e「お

天気アイコン」S%Se「天気予報」

S%

電子ブックに関する機能

閲覧中にASe「文字列をコピー」S

%Sg開始文字S%Sg終了文字

S%

【エンタテイメント画面】e「ケータイ

書籍」SBSeケータイ書籍S%
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次の便利なサービスが利用できます。

コミュニケーションサービスについて

.

S!

S!

S!
S!S!

S!

S!

S!

S!

S!

S!
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S!タウン／S!ループ
0-3

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
Ⅰ
シ
ョ
ン
サ
Ⅰ
ビ
ス

10
1

S!タウンとは、自分の分身となるキャラ
クターが3D空間で活躍する、ケータイの
中の街です。

仲間を見つけて、チャットやゲームを楽し

むことができます。

.S!タウンの利用には、利用規約の同意および
ユーザー登録（無料）、プロフィール登録が

必要です。

.S!タウンの利用には、パケット通信料が発生
します。高額になることがありますので、

ご注意ください。

1%Sg「コミュニケーション」

S%

2e「S!タウン」S%
.「S!タウン」（S!アプリ）が起動します。
.S!タウンの利用方法について、詳しく
は「S!タウン」内のヘルプを参照し

てください。

.バージョンアップ通知が表⺬されたと
きは、画面の指⺬に従って、バージョ

ンアップを行ってください。

S!ループとは、日記をつけたり仲間との
情報交換ができるコミュニケーションサー

ビスです。

.S!ループの利用には、パケット通信料が発生
します。高額になることがありますので、

ご注意ください。

1%Sg「コミュニケーション」

S%

2e「S!ループ」S%
.S!ループの利用方法について、詳しくは

S!ループのヘルプを参照してください。

楽しいサービスを利用する

S!タウンを利用する ライブラリについて

.S!タウンの機能などを拡張するS!アプリを
ダウンロードすると、ライブラリに保存

されます。ライブラリ内のS!アプリを起
動するときは、次の操作を行います。

%Sg「コミュニケーション」S%S

e「S!タウン」SBSeS!アプリS%

S!ループを利用する
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.S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。（有料）

.S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。

状態、応答状況、コメントの変更を例に説

明します。

.ここで設定した内容が、登録メンバーに送
信されます。

1(（⻑く）

私の状況接続設定が「オンライン」の

ときは、3へ進みます。

2e「はい」S%

S!状況テンプレート画面

3e現在の状態S%

私の状況画面

4e応答状況（「応答OK」など）
S%Se現在の状況S%

5e「＜コメント＞」S%

Sコメント入力S%

6AS更新開始

S!ともだち状況を利用する

お客様の状況を設定する（私の状況）

~BC*EFGHIJ   10

v
R
:
;
X
Z

~B * 10

/
v
Z

:
;
<

_

B

私の状況
接続設定

私の状況接続設定を変更するとき

【私の状況画面】e「オンライン」（ま

たは「オフライン」）S%Se設定項目
S%

状態アイコン／状態ラベルを編集するとき

【S!状況テンプレート画面】e状態SA

Se「状態アイコン」／「状態ラベル」S

%Sgアイコン／ラベル入力S%SA

応答状況を一括で変更するとき
【私の状況画面】e「一括設定」S%Se

現在の状況S%

私の状況のタイトルを編集するとき

【私の状況画面】BSe「私の状況名編

集」S%Sタイトル入力S%

使いこなしチェック !

B●S!ともだち状況／S!一⻫トークを利用できないようにする
（AP.13-17）
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1

よく使う状態アイコン／状態ラベルの組み

合わせをグループ（テンプレート）で管理

できます。

1 S!状況テンプレート画面で
BSe「新規登録」S%

2テンプレート名入力S%

3e「＜未定＞」S%

4e「状態アイコン」S%

SgアイコンS%

5e「状態ラベル」S%

Sラベル入力S%SA

63～5をくり返す

S登録完了SA

■１件リセットするとき

1 S!状況テンプレート画面で
fテンプレートSB

2e「１件リセット」S%

Se「はい」S%

■全件リセットするとき

1 S!状況テンプレート画面でB

2e「全件リセット」S%

Se「はい」S%
.お買い上げ時の状態に戻ります。

S!状況テンプレートを作成する

~B * 10

 .

データフォルダに保存するとき

【S!状況テンプレート画面】fテンプ

レートSBSe「データフォルダに保

存」S%Sg「ここに保存」S%

データフォルダから読み込むとき

【S!状況テンプレート画面】BSe「デー

タフォルダから追加」S%Sgテンプ

レートS%

テンプレート名を編集するとき

【S!状況テンプレート画面】fテンプ

レートSBSe「S!状況テンプレート
名編集」S%Sテンプレート名入力S%

テンプレートをリセットする
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アドレス帳に登録している相手をメンバー

に登録する方法を例に説明します。

.はじめて登録するときの操作を説明してい
ます。追加登録のときは、P.10-10を参照し
てください。

1%Sg「コミュニケーション」

S%Se「S!ともだち状況」
S%Se「はい」S%

2e「アドレス帳」S%

Sg登録相手S%

3e電話番号S%
.アドレス帳に電話番号が１件だけ登録
されているときは、3は必要ありま

せん。

4e「はい」S%
.登録要求通知が送信されます。相手か
ら登録許可通知を受信すると登録完了

です。

登録要求通知を受けると、メンバーリスト

への登録確認画面が表⺬されます。

1e「はい」S%
.登録許可通知が送信され、メンバーに
登録されます。

1%Sg「コミュニケーション」

S%Se「S!ともだち状況」
S%Sfグループ

S!ともだち状況メンバーリスト画面

2eメンバーS%

S!ともだち状況詳細画面

メンバーを登録する

~B *    10

登録が完了すると

.お客様の状況が相手に送信され、お互い
の情報を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき

2でe「新規登録」S%S電話番号入

力S%S4

相手から登録要求を受けて登録する

登録しないとき

1でe「いいえ」S%Se「はい」S%

,登録不可通知が送信されます。
（24時間経過するまでは、同じ相手を登
録できません。）

,「後で確認」を選ぶと、インフォメーショ
ンが表⺬されます。

S!ともだち状況を確認する

相手から登録解除通知を受信すると

.相手がS!ともだち状況メンバーリストから
削除されます。

~BC*    10

v

  v

-;,    w

B
B
B

お客様の状況

相手の状況

~B * 10

]
/
v

B

使いこなしチェック !

A●メンバーを追加登録したい●メンバーの登録を解除したい●メン

バーを他のグループへ移動したい●グループ名を変更したい●S!と
もだち状況を手動で更新したい●S!ともだち状況の通知を確認したい
（AP.10-10）

B●アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する●すべての登

録要求通知を無視する（AP.13-17）
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1

.S!一⻫トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。

.S!一⻫トークの利用には、パケット通信料が発生します。

アドレス帳に登録している相手をグループ

に登録する方法を例に説明します。

1H

.はじめて登録するときは、確認画面が
表⺬されます。「はい」を選び%を押

したあと、3へ進みます。

2e「＜新規登録＞」S%

3e「グループ」S%

Se「グループ名：」S%

Sグループ名入力S%

4e登録する番号（「メンバー１

：」など）S%

5e「アドレス帳」S%

Sg登録相手S%

6e電話番号S%

.アドレス帳に電話番号が１件だけ登録
されているときは、6は必要ありま

せん。

.他のメンバーを登録するときは、4～

6をくり返します。

7AS登録完了

S!一⻫トークを利用する

メンバーを登録する

 w 10

 w 10

 w 10

個人として管理するとき
3でe「個人」S%S5～6

S!ともだち状況メンバーリストから登録す
るとき

5でe「S!ともだち状況メンバーリス
ト」S%Se登録相手S%S7

,3で「個人」を選んだときは、7を行う

必要はありません。

使いこなしチェック !

A●メンバーリストを編集する（AP.10-10） B●S!ともだち状況／S!一⻫トークを利用できないようにする
（AP.13-17）
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登録したS!一⻫トークのメンバーに発信
する方法を例に説明します。

.あらかじめ私の状況接続設定を「オンライ
ン」にしておいてください。（AP.10-4）

1H

S!一⻫トークメンバーリスト画面

2eメンバー（個人）または

グループS%

3%S発信開始

.いずれかのメンバーが接続すると、S!
一⻫トークが始まります。

■発言する

1「K 押しながら話せます」表⺬

時にH（押し続ける）

S発言権獲得

.発言権を得ると「K：自分」が表⺬さ

れます。

2Hを押したまま発言

SHを離すS発言終了

.発言時間の残りが少なくなると、警告
音が鳴ります。

■S!一⻫トークから退去する

1"SS!一⻫トーク退去
.参加メンバーが１人（お客様を含む）
になると、S!一⻫トークは自動的に

終了します。

1 S!一⻫トーク着信中に!

SS!一⻫トーク開始

.Hを押しても始められます。

.S!一⻫トーク利用中の操作は、発信時
と同様です。

S!一⻫トークを発信する

S!一⻫トーク開始後すぐに発言するとき
3のあとH（押し続ける）

電話番号を入力して発信するとき
電話番号入力SHS%S発信開始

~B *    10

 u
7
6

S!一⻫トーク利用中の操作

スピーカーホンのOn／Offを切り替えるとき
S!一⻫トーク中に%

,押すたびに、On／Offが切り替わります。

~B * M10

8
8
8

退去後にS!一⻫トークに再参加するとき
c／dSe直前のS!一⻫トークの履歴
SBSe「S!一⻫トーク再参加」S%

, S!一⻫トークが終了していたり、最大人数
を超えるときは再参加できません。

S!一⻫トーク着信を受ける

~B * M10

8
8
8

使いこなしチェック !

B●スピーカーホンを利用しない（AP.13-17）
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1

.本アプリには、18歳未満のお子さまによる本アプリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しております。
なお、携帯電話の「操作用暗証番号」を用いて「S!アプリオールリセット」（AP.13-15）を行うと、利用制限機能で設定している暗証番号
もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、携帯電話の「操作用暗証番号」の管理にはくれぐれもご注意ください。

.ちかチャットはBluetooth{を利用します。このため通信料はかかりません。

1%Sg「コミュニケーション」

S%Se「ちかチャット」

S%　

2e「はい」S%
.「ちかチャット」（S!アプリ）が起動し
ます。

.以降の操作は、「ちかチャット」内の
「使い方」を参照してください。

ちかチャットの開始要求があると、受信音

が鳴り、確認画面が表⺬されます。

.一定時間操作しないとインフォメーション
表⺬後、再度受信音が鳴り、確認画面が表

⺬されます。

1e「はい」S%
.「ちかチャット」（S!アプリ）が起動し

ます。

.以降の操作は、「ちかチャット」内の
「使い方」を参照してください。

ちかチャットを利用する

ちかチャットを開始する

 w   10

M

N

O

P

Q

ちかチャットを受ける

開始要求を拒否するとき

1でe「いいえ」S%

 wBCd , h   10
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コミュニケーションサービスに関する便利な機能
K【S!ともだち状況メンバーリスト画面】P.10-6【S!一⻫トー
クメンバーリスト画面】P.10-8
Gメンバーを追加登録したい

［メンバー追加登録］

Gメンバーの登録を解除したい

［登録解除］

.登録解除通知が送信されます。
（24時間経過するまでは、同じ相手を登
録できません。）

Gメンバーを他のグループへ移動した

い ［グループ移動］

Gグループ名を変更したい

［グループ名変更］

GS!ともだち状況を手動で更新したい
［最新情報更新］

GS!ともだち状況の通知を確認したい
［S!ともだち状況通知リスト］

.登録要求通知を選ぶと、登録許可／登録
不可の操作を行えます。

Gメンバーリストを編集する

［編集］

■メンバー（個人）の変更

■グループの編集

■メンバー（個人）／グループの削除

■グループ内のメンバーの削除

S!ともだち状況に関する機能

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
BSe「メンバー追加登録」S%S

e登録方法S%S登録相手選択／電

話番号入力S%Se「はい」S%

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
eメンバーSBSe「登録解除」S

%Se「はい」S%Se「はい」S%

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
eメンバーSBSe「グループ移動」

S%Se移動先S%

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
BSe「グループ名変更」S%Sグ

ループ名入力S%

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
BSe「S!ともだち状況設定」S%

Se「最新情報更新」S%

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
BSe「S!ともだち状況通知リスト」
S%Se通知S%

S!一⻫トークに関する機能

【S!一⻫トークメンバーリスト画面】
eメンバー（個人）SBSe「編集」

S%S%Se電話番号選択方法S%

Sg登録相手S%

【S!一⻫トークメンバーリスト画面】
eグループSBSe「編集」S%S

e編集項目S%S入力／編集S%S

A

【S!一⻫トークメンバーリスト画面】
eメンバー（個人）／グループSBS

e「削除」S%Se「はい」S%

【S!一⻫トークメンバーリスト画面】
eグループSBSe「編集」S%S

eメンバーSBSe「削除」S%S

e「はい」S%SA
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他人がケータイを操作できないようにしま

す。（キー操作ロック）

.設定できる内容は、次のとおりです。

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

Se「セキュリティ設定」

S%　

セキュリティ設定画面

2e「キー操作ロック」S%

3e設定項目S%

S操作用暗証番号入力S%

電源On時にPIN1コードを入力しないと、
ケータイを使用できないようにします。

（PIN認証）

1セキュリティ設定画面で

e「PIN認証」S%

Se「PIN On／Off設定」

S%　

2e「On」S%

SPIN1コード入力S%

ケータイを紛失したときなど、パソコンや

他のケータイからの遠隔操作でこのケータ

イを操作できないようにします。ロック中

は、電源を入れる以外の操作ができなくな

り、自動的にICカードロック(AP.9-16)
が設定されます。

.「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソ
フトバンクホームページ」（AP.14-22）ま
たはケータイから「My SoftBank」を参照
してください。

1ASg「メニューリスト」

S%

2e「My SoftBank」S%
.以降は画面の指⺬に従って、操作して
ください。

ケータイの利用を禁止／制限する

ケータイの使用を禁止する

自動

（スライド連動）

クローズポジションのた

びロック

自動 画面消灯のたびロック

即時
一度だけロック（ロック

解除後、「Off」になる。）

電源On時 次回電源を入れたとき

ロック

 w   10

キー操作ロックを解除するとき

【待受画面】操作用暗証番号入力S%

キー操作ロック設定中の操作について

.電源を入れる／切る、電話を受ける、応
答保留、通話を終了するなどの操作は行

えます。

電源On時に認証する

安心遠隔ロックを利用する

ケータイから「My SoftBank」に接続する

使いこなしチェック !

A● PIN1 コードを変更したい● PIN2 コードを変更したい●安心遠隔

ロック時にメッセージを表⺬したい（AP.11-6）
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1

他人が次の各機能を使用できないようにし

ます。

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

Se「セキュリティ設定」

S%　

セキュリティ設定画面

2e「アプリ使用禁止」S%

3e機能S%（P表⺬）SA

S操作用暗証番号入力S%

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用

できないようにします。

1セキュリティ設定画面で

e「履歴使用禁止」S%

2e履歴S%（P表⺬）SA

S操作用暗証番号入力S%

アドレス帳やスケジュールなどのシーク

レットデータを表⺬します。

1セキュリティ設定画面で

e「シークレットモード」
S%

2e「表⺬する」S%

S操作用暗証番号入力S%

ケータイの情報を守る

各機能の使用を禁止する

アドレス帳 カレンダー／予定リスト

Yahoo!ケータイ メール

メモ帳

 w   10

 w   10

N

N
N
N 

N

使用禁止を一時解除するとき

.各機能を利用するときに操作用暗証番号を
入力し、%を押します。

履歴の使用を禁止する

履歴使用禁止を一時解除するとき

.履歴を利用するときに操作用暗証番号を
入力し、%を押します。

 w   10

N
N

シークレットデータを表⺬する

シークレットモードについてのご注意

.シークレットモードを「表⺬する」にす
ると、文字入力時「近似予測変換」が利

用できなくなります。
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ご自分の顔写真を登録しておくと、ケータ

イ利用時に顔写真と利用者の顔との照合・

認証を行います。

.認証失敗時には、キー操作ロックが設定さ
れます。

.顔認証機能は完全に本人認証を保証するも
のではありません。当社では誤認証による

使用不可、第三者の使用などで生じるいか

なる損害にも、一切の責任は負いかねます。

.認証失敗時のロック解除などには操作用暗
証番号を使用します。あわせて変更してお

くことをおすすめします。

.顔認証を設定してもおサイフケータイ{は
使用できますので、ご注意ください。

.顔画像撮影時や認証時には、次のことをご
注意ください。

,目、口、鼻、眉などがはっきりと見える

ようにしてください。

,顔が均一に明るく見える場所で操作して
ください。

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

Se「セキュリティ設定」

S%　

2e「顔認証機能」S%

顔認証設定画面

3e「ユーザー登録」S%

S操作用暗証番号入力S%

ユーザーリスト画面

4e番号S%

ユーザー設定画面

5e「ユーザー名：」S%

Sユーザー名入力S%

6e「質問登録：」S%

S質問入力S%

7e「答え登録：」S%

S答え入力S%

8e「顔画像：」S%

9e番号SB
.カメラが起動します。

顔認証を利用する

顔認証の準備をする

顔認証利用時のご注意

ユーザー登録を行う

 w   10

w   10

 w   10

 w   10

使いこなしチェック !

A●顔の認証精度を変更したい●ユーザー情報を変更／削除したい

●顔画像を変更／削除したい（AP.11-6）
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1

a画面に顔を表⺬S%SB

be「はい」S%
.他の顔画像を登録するときは、9～a

をくり返します。

c$SAS登録完了

1顔認証設定画面で

e「On／Off設定」S%

2e「On」／「Off」S%

S操作用暗証番号入力S%

1画面に顔を向けるS認証開始

2認証に成功するとケータイ使

用可能

.認証に失敗すると、キー操作ロックが
設定されます。再度顔認証を行うとき

は、Bを押します。

■該当する顔写真の候補がないとき

1操作用暗証番号入力S%

Sケータイ使用可能

■該当する顔写真の候補があるとき

質問が表⺬されます。

1%S答え入力S%

Sケータイ使用可能

顔画像撮影時のご注意

.正面を向き、無表情で顔全体が画面に入
るようにしてください。

.セキュリティレベル「低（マスク装着可）」
設定時も、マスクは装着せずに撮影して

ください。

顔認証のOn／Offを設定する 顔認証を行う

認証失敗時のロック解除

答えを忘れたとき

1で"S操作用暗証番号入力S%S

ケータイ使用可能

質問・答えを登録していないとき

1で操作用暗証番号入力SASケータイ

使用可能

使いこなしチェック !

A●クローズポジションのたびにキー操作ロック状態にしたい

（AP.11-6）
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便利な機能
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セキュリティに関する便利な機能
K【セキュリティ設定画面】P.11-2【顔認証設定画面】P.
11-4【ユーザーリスト画面】P.11-4【ユーザー設定画面】P.11-4

■ロックメッセージを確認するとき
GPIN1コードを変更したい
［PIN変更］

GPIN2コードを変更したい
［PIN2変更］

G安心遠隔ロック時にメッセージを表

⺬したい ［ロックメッセージ設定］

■ロックメッセージを登録するとき

Gクローズポジションのたびにキー操作

ロック状態にしたい［スライド連動］

G顔の認証精度を変更したい

［セキュリティレベル］

.「低（マスク装着可）」に設定すると、マス
ク装着時にも認証できます。

Gユーザー情報を変更／削除したい

［ユーザー情報変更／削除］

■ユーザー情報を変更する

.各項目の変更操作は、登録時の操作と同
じです。

■ユーザー情報を削除する

G顔画像を変更／削除したい

［顔画像変更／削除］

■顔画像を変更する

■顔画像を削除する

C顔認証時の画面表⺬を変更する、認証失

敗時に連絡先を表⺬する

PINコードに関する機能

【セキュリティ設定画面】e「PIN認
証」S%Se「PIN変更」S%S現在

の PIN1 コード入力S%S 新しい

PIN1コード入力S%S再度新しい

PIN1コード入力S%

【セキュリティ設定画面】e「PIN2
変更」S%S現在のPIN2コード入力
S%S新しいPIN2コード入力S%

S再度新しいPIN2コード入力S%

安心遠隔ロックに関する機能

【セキュリティ設定画面】e「ロック

メッセージ設定」S%Se「メッセー

ジ」S%S操作用暗証番号入力S%

Sメッセージ入力S%Se「はい」

S%　

【セキュリティ設定画面】e「ロック

メッセージ設定」S%Se「ロック

メッセージ確認」S%

顔認証に関する機能

【顔認証設定画面】e「スライド連

動」S%Se「On」S%

【顔認証設定画面】e「セキュリティ

レベル」S%Se設定項目S%

【ユーザーリスト画面】eユーザー情

報S%Se変更項目S%S顔画像変

更／各情報の入力S%SA

【ユーザーリスト画面】eユーザー情

報SBSe「はい」S%

【ユーザー設定画面】e「顔画像：」S

%Se顔画像S%SBSe「はい」

S%S%SB

【ユーザー設定画面】e「顔画像：」S

%Se顔画像SASe「はい」S%
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赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応

機器との間で、次のデータを無線でやりと

りすることができます。

.コピー／転送不可ファイルは送受信できま
せん。

.送受信するデータの内容によっては、送受
信できないことがあります。また、一部の

設定が反映されなかったり、正しく登録で

きないことがあります。（詳しくは、「使い

こなし読本」を参照してください。）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤

外線ポートがまっすぐに向き合うようにし

ます。

.間に物を置かないでください。

.送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向
き合わせたまま動かさないでください。

.データの種類によっては、利用できない方
法もあります。

.メモリカード内のデータは、１件送受信だ
け行えます。

赤外線通信について

アドレス帳 受信ボックス

カレンダー 送信済みボックス

予定リスト 下書き

メモ帳 テンプレート

ブックマーク データフォルダ

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

データの送受信方法

１件データ

送受信
データを１件ずつ送受信

一括データ

送受信

機能ごとのデータを一括で送

受信

IrSS通信 画像を１件ずつ高速送受信

（対応機器のみ可）

認証コードについて

.一括データ送受信時に、正しい通信相手
かどうかをお互いに確認するための暗証

番号です。送信側／受信側で同じ数字（４

ケタ）を入力します。（特に決まった数字

はなく、その通信限りのものです。）



2-3

赤外線通信

通
信
／
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

12

#02tori__J535_PDF.book  3 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
1

1%Sg「設定」S%

Sf「外部接続」

Se「赤外線通信」S%

赤外線通信画面

2e「On／Off設定」S%

Se「On（３分）」S%
.データ受信の待機状態になります。
.このあと３分以内に送信側からデータ
を送信してください。

.待受画面以外では、接続要求を受け付
けられません。

3送信側から接続要求

接続要求画面

4受信方法ごとの操作

.受信を中止するときは、Aを押します。

■１件受信

e「はい」S%Se「はい」S%
.保存先選択画面が表⺬されたときは、保
存先を選び%を押します。

■一括受信（追加登録）

e「はい」S%S操作用暗証番号入
力S%S認証コード入力S%Se
「追加登録」S%

■IrSS通信
e「はい」S%
.受信データは、データフォルダの「ピク
チャー」に保存されます。

赤外線通信を利用する

データを受信する

 w   10

 w -  10

受信方法ごとの操作

使いこなしチェック !

A●すべてのデータを削除して登録したい●オーナー情報を送信した

い●アドレス帳以外のデータを送信したい（AP.12-13）
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アドレス帳を例に説明します。

1bSgアドレス帳SB

Se「アドレス１件送信」S%

2e「赤外線通信」S%

3e「はい」S%S送信開始

.送信完了後、アドレス帳リスト画面に
戻ります。

1赤外線通信画面で

e「一括データ赤外線送信」
S%

2e「はい」S%

S操作用暗証番号入力S%

3e送信項目S%

4認証コード入力S%

S送信開始

.送信完了後、項目選択画面に戻ります。

1%Sg「データフォルダ」

S%

2e「ピクチャー」／

「デジタルカメラ」S%
「デジタルカメラ」を選んだときは、こ

のあとフォルダを選び、%を押します。

3e画像SA（⻑く）

4e「はい」／「いいえ」S%

S送信開始

.送信完了後、リスト画面に戻ります。

.片方向通信のため、受信側でデータを
受け取れていなくても、送信側は正常

に終了します。

データを送信する

１件ずつ送信する

p P
 w 10

P N
B
A

一括で送信する

アドレス帳を一括送信するとき

.4で送信開始前に次の操作を行い、画像
データ転送の有無を指定します。

e「はい」／「いいえ」S%

&[    10

&[    10

JPEG画像を高速送信する

 w   10
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1

Bluetooth{対応の腕時計やハンズフリー
機器などと接続したり、Bluetooth{機器
との間で、データの送受信ができます。

.このケータイは、すべてのBluetooth{機器
とのワイヤレス接続を保証するものではあ

りません。

,相手側の機器はBluetooth SIGの定める
Bluetooth{標準規格に適合し、認証を取
得している必要があります。

,相手側の機器が Bluetooth{標準規格に適

合していても、データを正しく送受信で

きないことがあります。

,ワイヤレス通話やハンズフリー通話のと
き、状況によっては雑音が入ることがあ

ります。

.このケータイどうしでの通信距離は、最大
10mです。（ただし状況によって通信速度／

通信距離は異なります。）

.著作権保護規格「SCMS-T」非対応の

Bluetooth{機器では、テレビの音声を聴け
ません。

.待受画面以外では、ハンズフリー機器側か
ら発信できません。

.音声通話中はハンズフリー機器側で、操作
してください。

このケータイが対応しているBluetooth{

対応腕時計の機能は、次のとおりです。

.利用できる機能や操作の詳細については、

Bluetooth{対応腕時計の取扱説明書を参照
してください。

Bluetooth{について

Bluetooth{をご利用になる前に

Bluetooth{利用時のご注意

ハンズフリー機器利用時のご注意

Bluetooth{対応腕時計について

時刻合わせ アラーム通知

ニュース通知 メール通知

リモートシャッター モード設定

クイックサイレント 発信者名通知

応答保留 オペレータ名表⺬

Bluetooth{接続の流れ

送信側 受信側

機器検索 X

Bluetooth{

機能「On」
リスト表⺬ x

▼

接続要求 X
認証コード入力

▼

接続許可

▼

認証コード入力

▼

接続完了

認証コードについて

.Bluetooth{専用のコードです。機器登録
時には、送信側／受信側とも認証コード

として、同じ４～16ケタの数字を入力す
る必要があります。

使いこなしチェック !

B●Bluetooth{対応腕時計の時刻をこのケータイに合わせる
●Bluetooth{対応腕時計で通知する項目を設定する
（AP.13-18）
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Bluetooth

1%Sg「設定」S%

Sf「外部接続」

Se「Bluetooth」S%

Bluetooth画面

2e「On／Off設定」S%

Se「On」S%
.Bluetooth{ を利用できる状態になり

ます。

.待受画面以外では、接続要求を受け付
けられません。

.あらかじめ登録する機器のBluetooth{機能
を利用可能にしておいてください。

1 Bluetooth画面で
e「周辺デバイス検索」S%
.検索が始まり、Bluetooth{ 対応機器

のリストが表⺬されます。

.検索を中止するときは、Aを押します。

2e機器S%
他の機器と接続しているときは、この

あと「はい」を選び、%を押します。

3送信側／受信側で同じ認証コー

ドを入力S%
.受信側は送信側が入力したあと30秒以
内に、同じ認証コードを入力してくだ

さい。

.相手がハンズフリー機器などのとき

は、ハンズフリー機器側で決められて

いる認証コードを入力します。

4%S登録完了

.登録した機器は、次回接続時から認証
コードの入力が不要になります。

1 Bluetooth画面で
e「登録済みデバイス」
S%

登録済みデバイス画面

2g機器S%
他の機器と接続しているときは、この

あと「はい」を選び、%を押します。

.接続され「P」（選択状態）が表⺬さ

れます。（選択状態の機器は、切断さ

れていても発信／着信時に自動的に再

接続されます。）

Bluetooth{を利用する
Bluetooth{を利用可能にする

 w   10

Bluetooth{機器と接続する

機器を検索して登録する

登録済みのハンズフリー機器などと接続する

 w 10

N
#

g h r

使いこなしチェック !

A●登録済み機器の名前を変更したい●登録済み機器を削除したい●

ハンズフリー機器などとの接続を切断したい（AP.12-13）
B●Bluetooth{未使用時に自動的にBluetooth{機能を「Off」にする

（AP.13-18）
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1

Bluetooth

未登録のハンズフリー機器などとの接続方

法を例に説明します。

1送信側から接続要求

接続要求画面

2e「はい」S%

3送信側と同じ認証コードを入力

S%
.受信側は送信側が入力したあと30秒以
内に、同じ認証コードを入力してくだ

さい。

.相手がハンズフリー機器などのとき

は、ハンズフリー機器側で決められて

いる認証コードを入力します。

登録済み機器との通信を例に説明します。

.送受信できるデータは、赤外線通信と同様
です。

.認証コードが要求されたときは、認証コー
ドを入力してください。

1送信側から接続要求（接続要

求画面）Se「はい」S%

2e「はい」S%
.保存先選択画面が表⺬されたときは、
保存先を選び%を押します。

.受信を中止するときは、Aを押します。

アドレス帳を例に説明します。

1bSgアドレス帳SB

Se「アドレス１件送信」S%

2e「Bluetooth」S%

3e受信側の機器S%

Se「はい」S%S送信開始

.送信完了後、アドレス帳リスト画面に
戻ります。

1 Bluetooth画面で
e「一括データ送信」S%

2e受信側の機器S%

Se「はい」S%

S操作用暗証番号入力S%

3e送信項目S%S送信開始

.送信完了後、項目選択画面に戻ります。

接続要求を受けて接続する

 w h   10

データを送受信する

データを受信する

一括受信するとき（追加登録時）

2で操作用暗証番号入力S%Se「追

加登録」S%

データを１件ずつ送信する

データを一括で送信する

アドレス帳を一括送信するとき

.3で送信開始前に、次の操作を行い、画像
データ転送の有無を指定します。

e「はい」／「いいえ」S%

使いこなしチェック !

A●すべてのデータを削除して登録したい●オーナー情報を送信した

い●アドレス帳以外のデータを送信したい（AP.12-13）
B●このケータイを非公開にして検索されないようにする

（AP.13-18）
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このケータイとパソコンを付属のUSBケー
ブルで接続して、ケータイに取り付けられ

たメモリカード内のデータを操作します。

.すでにパソコンと接続されているときは、

いったんUSBケーブルを抜いてから操作し
てください。

1%Sg「設定」S%

Sf「外部接続」

Se「USB接続モード」S%

2e「カードリーダモード」S%

3e「はい」S%

4 USBケーブルでパソコンと接続
.パソコンからメモリカード内のデータ
が操作できるようになります。

5ASe「はい」S%

S接続終了

.このあと、パソコンでハードウェアデ
バイスの取り外しの操作を行い、USB
ケーブルを抜きます。

付属のユーティリティーソフトウェア（CD-
ROM）を利用すると、次のことができます。

※CD-ROM からダウンロードサイトに接続し

て入手できます。

.付属のUSBケーブルを利用するためのドライ
バも含まれています。

.詳しくは、ユーティリティーソフトウェア
内の「ユーティリティーソフトウェア　ス

ターターガイド」を参照してください。

パソコンと接続して利用する

このケータイ内のメモリカードをパソコンから操作する

 w G   10

ユーティリティーソフトウェアを利用する

モデム
ウィザード

このケータイをモデムと
して使用できます。

メモリカード
転送ソフト

シャープ製ケータイのメ
モリカードのデータを、
このケータイのメモリ
カードに転送します。

ソフトバンク
ユーティリティー
ソフト※

パソコンで各種データの
バックアップや管理がで
きます。

S!ミュージック
コネクト※

音楽データ（WMA）の
転送や管理ができます。

モバイルデータ通信のパケット通信料につ

いて

.このケータイとパソコン、PDAを接続して
インターネットを利用するときは、短時

間で大量のパケット通信が行われること

が多く、通信料が高額になることがあり

ます。通信料を確認しながらご利用くだ

さい。
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このケータイのデータをメモリカードに

バックアップ（一括保存）できます。

.バックアップできる項目は次のとおりです。

※おすすめ項目として簡単にバックアップで

きます。

.電池残量が少ないときは、利用できません。

.データの内容によっては、バックアップで
きないことがあります。また、一部の設定

が反映されなかったり、正しく保存／読込

みできないことがあります。

保存（全項目）は、空のメモリカードで行っ

てください。また、保存（全項目）を行っ

たメモリカードにデータを追加しないでく

ださい。読み込めなくなることがあります。

■受信ボックスについて
.メール振り分け設定の条件は反映されません。
.S!メール通知は通常のメールとして読み込ま
れます。読み込み後、続き受信などの操作

はできません。

.他のソフトバンクケータイで読み込むとき、
迷惑メールフォルダ内のメールは設定にか

かわらず、迷惑メールフォルダに登録され

ます。（迷惑メール設定ができない機種のと

きは、受信フォルダに登録されます。）

■送信済みボックスについて
.メール振り分け設定の条件は反映されません。

■下書きについて
.他のソフトバンクケータイで下書きを読み
込むとき、宛先が複数のSMSが登録できな
かったり、２件目以降のアドレスが欠落す

ることがあります。

■ブックマークについて
.Yahoo!ケータイ、ストリーミング、PCサイ
トブラウザのブックマークすべてがバック

アップされます。

.ストリーミングのブックマークは、Yahoo!
ケータイのブックマークとして保存されま

す。

■コンテンツ・キーについて
.コンテンツ・キーは、バックアップのたび
に上書きされます。前回のコンテンツ・キー

を残したいときは、あらかじめメモリカー

ドからコンテンツ・キーのバックアップファ

イルを読み込んだあと、バックアップの操

作を行ってください。

.バックアップ時、コンテンツ・キーはメモ
リカードへ移動するため、コンテンツ・キー

が必要なファイルは利用できなくなります。

（メモリカードからコンテンツ・キーを読み

込むと利用できるようになります。）

バックアップについて

アドレス帳※ 下書き※

カレンダー※ テンプレート

予定リスト※ コンテンツ・キー

ブックマーク※ データフォルダ

メモ帳※ S!タウン

受信ボックス※ メールグループ

送信済みボックス※ ユーザー辞書

バックアップ利用時のご注意

全項目保存／読込み時のご注意

各項目に関するご注意
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選択した項目をバックアップ（一括保存）

する操作を例に説明します。

1%Sg「設定」S%

Sf「外部接続」

Se「メモリカードへ

バックアップ」S%

バックアップ画面

2e「保存（選択項目）」

S%S操作用暗証番号入力

S%　

3e「はい」S%

4e項目S%（N／P）

S項目指定完了

.「アドレス帳」を選ぶと、確認画面が
表⺬されます。「はい」／「いいえ」

を選び%を押します。

5ASe「はい」S%
.バックアップを中止するときは、A

を押します。

6バックアップ終了S%S%

選択した項目を読み込む（復元する）操作

を例に説明します。

.メモリカードからデータを読み込むと、ケー
タイ内の同じ項目のデータは消去されます

ので、ご注意ください。（コンテンツ・キー

は消去されず、追加されます。）

1バックアップ画面で

e「読込み（選択項目）」S%

S操作用暗証番号入力S%

2e「はい」S%

3e項目S%（N／P）

S項目指定完了

4ASe「はい」S%　

.読み込みを中止するときは、Aを押し

ます。

5読み込み終了S%S%

メモリカードにバックアップする

 w G   10

すべての項目をバックアップするとき

2でe「保存（全項目）」S%S操作用

暗証番号入力S%Se「はい」S%S

e「はい」S%S6

項目をまとめて指定するとき

4でBSe指定する項目S%S5以降

項目をすべて指定／解除するとき

4でBSe「全チェック」／「全解除」

S%　

メモリカードから読み込む

同じ項目に複数のバックアップファイルが

あるとき

4でASeファイルS%S各項目選択

完了S%Se「はい」S%S5

全項目を読み込むとき

【バックアップ画面】e「読込み（全項

目）」S%S操作用暗証番号入力S%

Se「はい」S%Se「はい」S%S5

項目をまとめて指定するとき

3でBSe指定する項目S%S4以降

項目をすべて指定／解除するとき

3でBSe「全チェック」／「全解除」

S%　

使いこなしチェック !

A●データを暗号化してバックアップしたい●バックアップファイル

を削除したい（AP.12-14）
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このケータイのアドレス帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る（同じ状態にする）ことができます。

.S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト（AP.14-22）を参照してください。

.アドレス帳の一部の設定は、同期されません。
詳しくは、「使いこなし読本」を参照してく

ださい。

.バックアップや読み込みのタイミング、同期
の方向にはご注意ください。

S!電話帳バックアップについて

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

使いこなしチェック !

A●ユーザー ID／パスワードを確認したい（AP.12-14）

S!
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.バックアップ前のサーバー内のアドレス帳
は、すべて削除されます。

1%Sg「電話機能」S%

Se「S!電話帳バックアップ」
S%　

S!電話帳バックアップ画面

2e「同期開始」S%

Se「サーバーへバックアップ」

S%　

3e「はい」S%

S操作用暗証番号入力S%
.バックアップが始まります。終了後に
詳細が表⺬されます。

4%Sバックアップ終了

.読み込み前のケータイ内のアドレス帳は、

すべて削除されます。

1 S!電話帳バックアップ画面で
e「同期開始」S%

Se「サーバーから読込み」

S%

2e「はい」S%

S操作用暗証番号入力S%
.読み込みが始まります。終了後に詳細
が表⺬されます。

3%S読み込み終了

同期には次の３つの方法があります。

.はじめて利用するときや機種変更後最初に
利用するときは、設定にかかわらず「通常

同期」になります。

1 S!電話帳バックアップ画面で
e「同期開始」S%

Se同期方法S%

2e「はい」S%

S操作用暗証番号入力S%
.同期が始まります。終了後に詳細が表
⺬されます。

3%S同期終了

S!電話帳バックアップを利用する
アドレス帳をサーバーにバックアップする

 w   10

バックアップを中止するとき

バックアップ中にASe「はい」S%

サーバー内のアドレス帳をケータイに読み込む

読み込みを中止するとき
読み込み中にASe「はい」S%

アドレス帳を同期させる

通常同期 ケータイ／サーバー内を比較

し、最新の状態で同じ内容に

します。

本体変更デー

タ送信

ケータイの更新情報をサー

バーに反映します。

サーバー変更

データ受信

サーバーの更新情報をケータ

イに反映します。

同期を中止するとき

同期中にASe「はい」S%

使いこなしチェック !

A●自動的にアドレス帳を同期させたい●バックアップの履歴を確認

したい（AP.12-14）
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便利な機能
通信／バックアップに関する便利な機能1
K【接続要求画面】P.12-3、P.12-7【Bluetooth
画面】P.12-6【登録済みデバイス画面】P.12-6
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A

Gすべてのデータを削除して登録した

い ［全件削除して登録］

.アドレス帳のときは、電話番号以外の

オーナー情報も上書きされます。

Gオーナー情報を送信したい

［オーナー情報送信］

Gアドレス帳以外のデータを送信した

い ［１件送信］

G登録済み機器の名前を変更したい

［デバイス名称変更］

G登録済み機器を削除したい

［削除］

.接続中の機器を削除するときは、このあ
と「はい」を選び%を押します。

Gハンズフリー機器などとの接続を切

断したい ［切断］

C Bluetooth{の詳細情報を確認する、ハン

ズフリー／オーディオ両方対応の機器を

個別に接続する、優先的に接続するワイ

ヤレスイヤホンを設定する

Gすべてのデータを削除して登録した

い ［全件削除して登録］

.アドレス帳のときは、電話番号以外の

オーナー情報も上書きされます。

Gオーナー情報を送信したい

［オーナー情報送信］

Gアドレス帳以外のデータを送信した

い ［１件送信］

赤外線通信に関する機能

【接続要求画面】e「はい」S%S

操作用暗証番号入力S%S認証コー

ド入力S%Se「全件削除して登録」

S%Se「はい」S%

%S0SBSe「オーナー情報送

信」S%Se「赤外線通信」S%Se

「はい」S%S送信開始

各機能のデータリスト画面でgデー

タS%SBSe「送信」S%Se

「赤外線通信」S%Se「はい」S%

S送信開始

Bluetooth に関する機能

【Bluetooth画面】e「登録済みデバ

イス」S%Se機器SBSe「デ

バイス名称変更」S%S名前入力S

%

【Bluetooth画面】e「登録済みデバ

イス」S%Se機器SBSe「削除」

S%Se「はい」S%

【登録済みデバイス画面】f機器の種

類Se機器（P表⺬）S%

【接続要求画面】e「はい」S%S

操作用暗証番号入力S%Se「全件

削除して登録」S%Se「はい」S%

%S0SBSe「オーナー情報送

信」S%Se「Bluetooth」S%S

e受信側の機器S%Se「はい」S

%S送信開始

各機能のデータリスト画面でgデー

タS%SBSe「送信」S%Se

「Bluetooth」S%Se受信側の機

器S%Se「はい」S%S送信開始
12-13
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通信／バックアップに関する便利な機能2
K【バックアップ画面】P
.12-10【S!電話帳バックアップ画面】P.12-12
A

Gデータを暗号化してバックアップし

たい ［バックアップ暗号化設定］

.アドレス帳、カレンダー／予定リスト、
メールのデータに設定できます。

Gバックアップファイルを削除したい

［削除］

Gユーザー ID／パスワードを確認したい
［ユーザー ID／パスワード確認］

G自動的にアドレス帳を同期させたい

［自動同期設定］

■自動同期を設定するとき

■自動同期の周期を変更するとき

.「アドレス帳編集後（10分後）」を選んだ
ときは、時刻などを入力する必要はあり

ません。

■自動同期の方法を変更するとき

Gバックアップの履歴を確認したい

［同期履歴］

バックアップに関する機能

【バックアップ画面】e「設定・管理」

S%Se「バックアップ暗号化設定」

S%Se項目S%Se「On」S%

【バックアップ画面】e「設定・管理」

S%Se「バックアップファイル整

理」S%Se項目S%Seファイ

ルS%（N／P）SASe「はい」

S%

S!電話帳バックアップに関する機能

ASg「メニューリスト」S%Se

「My SoftBank」S%Se「利用状況

の確認」S%Se「S!電話帳バック
アップ編集用パスワード確認」S%S

画面指⺬に従って操作

【S!電話帳バックアップ画面】e「自

動同期設定」S%S操作用暗証番号

入力S%Se「On／Off設定」S%

Se「On」S%

【S!電話帳バックアップ画面】e「自動
同期設定」S%S操作用暗証番号入

力S%Se「On／Off設定」S%S

e「On」S%Se「周期設定」S%S

e周期S%S日付時刻／曜日時刻／

時刻入力S%

【S!電話帳バックアップ画面】e「自

動同期設定」S%S操作用暗証番号入

力S%Se「On／Off設定」S%S

e「On」S%Se「同期モード設定」

S%Se同期方法S%

【S!電話帳バックアップ画面】e「同期
履歴」S%Se履歴S%
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モード／日時／誤動作防止に関する設定
B

Cオリジナルのモードを作成する（オリジナルモード）、簡易留守録をモードごとに設定する（簡易留守録設定）、モードの設定を初期化する（リセット）

C時刻の自動補正の詳細を設定する（自動補正設定）、お使いの地域を自分で作成する（タイムゾーン設定）

モードに関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「モード設定」S%

利用モードを設定する eモードS%

各モードの設定内容を変更する eモードSBSe設定項目S%S各設定項目の操作

.「通常モード」では変更できません。

日時設定／表⺬に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「日時設定」S%

日付／時刻を設定する e「日付時刻設定」S%S⻄暦入力（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%

手動で時刻を補正する e「時刻補正」S%Se「即時補正（手動）」S%Se「はい」S%

サマータイムを設定する e「サマータイム設定」S%Se「On」S%

お使いの地域（タイムゾーン）を変更する e「タイムゾーン設定」S%Sf地域S%

時刻表⺬を12時間制にする e「時刻フォーマット」S%Se「12時間」S%

日付表⺬を変更する e「日付フォーマット」S%Se表⺬形式S%

月曜日から始まるカレンダー表⺬にする e「カレンダーフォーマット」S%Se「月曜日-日曜日」S%

誤動作防止に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「セキュリティ設定」S%

クローズポジションにしたとき誤動作防止を設定する e「誤動作防止（クローズ時）」S%Se「ロックする」S%
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C電話番号入力時の数字の形を変更する（ダイヤル表⺬設定）、待受画面の画像や動画再生時の表⺬を鮮やかにする（鮮やかモード）

表⺬言語に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」

英語表⺬／日本語表⺬に切り替える e「Language」／「言語選択」S%Se「English」／「日本語」S%

画像や文字に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「ディスプレイ設定」S%

着信時などに画像（固定データ）を表⺬する e「画面ピクチャー」S%Se表⺬場面S%Se「固定データ」（または「パター
ン１」～「パターン３」）S%

着信時などにデータフォルダの画像を表⺬する e「画面ピクチャー」S%Se表⺬場面S%Se保存場所S%Sg画像S%S%
Sg表⺬範囲指定S%

.画像によっては、表⺬範囲の指定が必要ないこともあります。
着信時などにきせかえアレンジを表⺬する e「画面ピクチャー」S%Se表⺬場面S%Se「きせかえアレンジ」S%

.「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

照明や表⺬時間に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「ディスプレイ設定」S%

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する e「バックライト」S%Se「点灯時間」S%Se時間S%

画面が切り替わるときの効果を変更する e「画面エフェクト」S%Se効果S%

画面の明るさを変更する e「バックライト」S%Se「明るさ調整」S%Se明るさS%

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する e「バックライト」S%Se「明るさ調整」S%SB（N／P表⺬）S%

画面表⺬の点灯時間を変更する e「パネル点灯時間」S%Se時間S%

クローズポジション時に照明を点灯しない時間帯を設定する e「ディスプレイマナー」S%Se「非点灯時間」S%Se「開始時刻：」／
「終了時刻：」S%S開始／終了時刻入力S%SASe「On／Off設定」S%Se
「On」S%

クローズポジションにしたときの照明／画面表⺬の点灯方

法を変更する
e「クローズ後点灯時間」S%Se点灯時間S%
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.クローズ時表⺬方向を「自動」以外にすると、クイックショートカットが「Off」になります。

C待受画面に通信会社名を表⺬する（ネットワークオペレータ名表⺬）、電源On時にメッセージを表⺬する（電源Onメッセージ）

モーションコントロールに関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「モーションコントロール設定」S%

クローズポジション時の表⺬方向を手動で変更する e「クローズ時表⺬方向」S%Se「手動」S%

.手動に設定すると、Eを押すたびに表⺬方向が切り替わります。

クローズポジション時の表⺬方向を固定する e「クローズ時表⺬方向」S%Se固定方向S%

その他のディスプレイ関連設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「ディスプレイ設定」S%

待受画面の時計／カレンダーを変更する e「待受設定」S%Se「時計／カレンダー表⺬」S%Se表⺬形式S%

待受画面上部のマークを表⺬しない e「待受設定」S%Se「アイコン表⺬」S%Se「ステータス行」S%Se
「Off」S%

待受画面下部のソフトキーを表⺬する e「待受設定」S%Se「アイコン表⺬」S%Se「ソフトキー」S%Se「On」S%

クローズポジション時に着信相手の情報を表⺬しない e「クローズ時着信相手表⺬」S%Se「Off」S%

キーに関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」

ボタン照明を点灯しない e「キーバックライト設定」S%Se「Off」S%

無操作時センサーキーが消灯するまでの時間を設定する e「センサーキー有効時間」S%Se設定項目S%

オープンポジション時にセンサーキーを点灯する e「オープン時センサーキー設定」S%Se「On」S%

センサーキーの感度を補正する e「オープン時センサーキー設定」S%SBS%
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C不在着信時などのライトを設定する（インフォメーションライト設定）

C各種効果音を消す、各種効果音の鳴動時間を変更する、効果音の音量を変更する

Cスピーカーのサラウンドを設定する（サラウンド）

着信時の動作に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「音・バイブ・ライト」S%

着信時の音量を変更する e「音量」S%Se着信の種類S%Se音量S%

着信時のライトの点灯方法を変更する e「着信ライト設定」S%Se着信の種類S%Se「On／Off設定」S%Se
「On」／「音連動」／「Off」S%

着信時のライトの点灯色を変更する e「着信ライト設定」S%Se着信の種類S%Se「ライト色設定」S%Se
点灯色S%

!以外のボタンでも電話を受けられるようにする e「エニーキーアンサー」S%Se「On」S%
.0～9、(、#、g、'、&でも受けられるようになります。

効果音に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「音・バイブ・ライト」S%

ボタン確認音を変更する e「効果音」S%Se「ボタン確認音」S%Se音S%

ボタン確認音を消す e「効果音」S%Se「ボタン確認音」S%Se「Off」S%

S!一⻫トーク利用時の音を変更する e「効果音」S%Se「S!一⻫トーク」S%Se音S%

各種効果音を変更する e「効果音」S%Se効果音の種類S%Se「音選択」S%Se保存場所S%S
g音S%
.利用期限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び%を押します。

その他の音関連設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす e「着信音出力切替」S%Se「イヤホンのみ」S%
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文字入力／アドレス帳に関する設定
B
文字入力に関する設定 J【文字入力画面】SBSe「入力／変換設定」S%

入力した文字列から変換候補を予測しない e「近似予測」S%Se「Off」S%

入力した単語から次の変換候補を予測しない e「連携予測」S%Se「Off」S%

顔文字を変換候補に表⺬しない e「顔文字連携」S%Se「Off」S%

予測変換の優先度を下げる e「予測候補優先度低」S%Se種類S%（P表⺬）SA

変換候補をダイヤルボタンで確定する e「候補決定動作設定」S%Se「1-9、0、n、#で決定」S%

アドレス帳に関する設定 J%Sg「電話機能」S%Se「アドレス帳設定」S%

利用するアドレス帳を変更する e「メモリ切替」S%Se「USIM」／「本体とUSIM」S%

アドレス帳の登録先を変更する e「登録先設定」S%Se「USIM」／「毎回確認」S%

アドレス帳未登録相手との通話後確認画面を表⺬しない e「未登録番号追加」S%Se「着信時」／「発信時」S%Se「Off」S%
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C通話料金の上限を設定する（限度額／残り度数）、イヤホンマイク利用時に自動応答する（自動応答）、国際電話の詳細を設定する

Cインカメラからの映像を送信しない（送信画像切替）、保留中相手の画面に表⺬される画像を設定する（保留中ガイダンス表⺬）、バックライトの点灯

方法を設定する、TVコール開始時にこちらの音声を消す（マイクミュート）

Cパケット量の目安を消去する（リセット）

音声電話／TVコール共通の設定 J%Sg「設定」S%Sf「通話／TVコール設定」

通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす e「通話時間お知らせ」S%Se「On」S%

通話後に通話料金を表⺬する e「通話明細表⺬」S%Se「通話後料金表⺬」S%Se「On」S%

通話中に通話時間を表⺬しない e「通話明細表⺬」S%Se「通話時間表⺬」S%Se「Off」S%

クローズポジションでの着信をオープンポジションにした

時点で受ける
e「スライド通話設定」S%Se「オープン通話」S%Se「On」S%

クローズポジションにすると通話を終了できるようにする e「スライド通話設定」S%Se「クローズ終話」S%Se「終話」S%

TVコールに関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「通話／TVコール設定」Se「TVコール設定」S%

受信画像の画質を変更する e「受信画質設定」S%Se画質S%

送信画像の画質を変更する e「送信画質設定」S%Se画質S%

TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない e「スピーカーホン」S%Se「Off」S%

パケット通信に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「通話／TVコール設定」Se「通信時間・料金」S%

前回利用したパケット量を確認する e「データ通信」S%Se「前回パケット」S%

利用したパケット量の累積を確認する e「データ通信」S%Se「累積パケット」S%
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メールをもっと便利にする設定1
B

.「受信ボックス表⺬設定」、「送信ボックス表⺬設定」の「アカウント別フォルダ表⺬」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。

C返信先をこのケータイ以外にする（返信先アドレス設定）

Cメール着信時のお知らせの詳細を設定する（メールお知らせ設定）

メール全般の設定 JBSe「設定」S%Se「一般設定」S%

メッセージ画面のスクロール単位を変更する e「スクロール単位」S%Seスクロール単位S%

リスト画面の表⺬方法を変更する e「メールリスト表⺬切替」S%Se表⺬方法S%

アドレスをすべて表⺬する e「アドレス表⺬切替」S%Se「すべて表⺬」S%

受信ボックスの表⺬方法を変更する e「受信ボックス表⺬設定」S%Se表⺬方法S%

送信済みボックスの表⺬方法を変更する e「送信ボックス表⺬設定」S%Se表⺬方法S%

古い受信メールを自動的に削除しない e「メール自動削除設定」S%Se「受信ボックス」S%Se「Off」S%

古い送信済みメールを自動的に削除しない e「メール自動削除設定」S%Se「送信済みボックス」S%Se「Off」S%

送信・作成に関する設定 JBSe「設定」S%Se「一般設定」S%Se「送信・作成全般」S%

常に配信確認をする e「配信確認」S%Se「On」S%

送信失敗時に自動再送しない e「自動再送」S%Se「Off」S%

送信中アニメを最後まで表⺬しない e「送信中ステータス表⺬」S%Se「Off（バックグラウンド）」S%

受信動作に関する設定 JBSe「設定」S%Se「一般設定」S%Se「受信動作全般」S%

アニメビューを表⺬しない e「アニメビュー表⺬設定」S%Se「Off」S%

シークレットフォルダへの着信を知らせない e「メールお知らせ設定」S%Se「シークレットフォルダ着信」S%
Se「お知らせしない」S%



メール設定

#02tori__J535_PDF.book  9 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
メールをもっと便利にする設定2
カ
ス
タ
マ
イ
ズ

13
B
フィーリングメールに関する設定 JBSe「設定」S%Se「一般設定」S%Se「受信動作全般」S%

インフォメーションを表⺬しない e「フィーリングメール連動」S%Se「インフォメーション表⺬」S%Se

「Off」S%

ライトを点灯しない e「フィーリングメール連動」S%Se「ライト設定」S%Se「On／Off設
定」S%Se「Off」S%

ライトの点灯色を変更する e「フィーリングメール連動」S%Se「ライト設定」S%Se「ライト色設定」

S%Se設定項目S%Se点灯色S%

バイブレータの動作を変更する e「フィーリングメール連動」S%Se「バイブパターン」S%Se「On」／
「Off」S%

着信音を鳴らさない e「フィーリングメール連動」S%Se「着信音」S%Se「On／Off設定」

S%Se「Off」S%

着信音を変更する e「フィーリングメール連動」S%Se「着信音」S%Se「着信音選択」S%S

e設定項目S%Se保存場所S%Sg着信音S%

着信音の鳴動時間を変更する e「フィーリングメール連動」S%Se「着信音」S%Se「鳴動時間」S%S

時間入力S%

デルモジ表⺬に関する設定 JBSe「設定」S%Se「一般設定」S%Se「受信動作全般」S%

既読メールもデルモジ表⺬する e「デルモジ表⺬設定」S%Se「受信ボックス表⺬設定」S%Se「常にデル

モジ表⺬」S%

未読メールもデルモジ表⺬しない e「デルモジ表⺬設定」S%Se「受信ボックス表⺬設定」S%Se「デルモジ

表⺬しない」S%

背景色を変更する e「デルモジ表⺬設定」S%Se「背景色設定」S%Se背景色S%

表⺬の速度を変更する e「デルモジ表⺬設定」S%Se「描画速度設定」S%Se「高速」／「低速」S%
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.「画像表⺬設定」、「添付ファイル自動表⺬」、「添付ファイル送信時設定」については、PCメールにも設定内容が反映されます。

C自動受信するS!メールの種類を限定する（メール受信設定：指定自動受信）、撮影／録音した添付ファイルを保存しない（添付ファイル送信時設定）

.自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。また、新着チェックの結果、新着メール
がなくてもパケット通信料が発生することがあります。

C指定した種類のメールを全文受信する（指定メール全文受信）、受信するメールサイズを制限する（受信メールサイズ制限）、自動新着チェック

を行わない時間帯を設定する（新着チェック無効時間）

C SMSセンター番号を変更する（SMSセンター番号）、SMS作成時の文字コードを変更する（文字コード設定）

S!メールに関する設定 JBSe「設定」S%Se「S!メール設定」S%

S!メールを自動受信しない e「メール受信設定」S%Se「手動受信」S%

添付画像を拡大表⺬しない e「画像表⺬設定」S%Se「通常サイズ表⺬」S%

添付画像を自動的に表⺬しない e「添付ファイル自動表⺬」S%Se「画像」S%Se「Off」S%

添付サウンドを自動的に再生する e「添付ファイル自動表⺬」S%Se「サウンド」S%Se「On」S%

PCメールに関する設定 JBSe「設定」S%Se「PCメール設定」S%

PCメールを全文受信する e「PCメール受信設定」S%Se「PCメール受信」S%Se「全文受信」S%

自動で新着メールを受信する e「新着チェック設定」S%Se「自動新着チェック」S%Se「On」S%Se

アカウントS%（P表⺬）SAS%

自動新着チェックの間隔を設定する e「新着チェック設定」S%Se「新着チェック間隔」S%Se設定間隔S%

PCメール作成時本文を自動的に改行しない e「PCメール自動改行設定」S%Se「Off」S%

SMSに関する設定 JBSe「設定」S%Se「SMS設定」S%

サービスセンターでの保存期間を短くする e「有効期限設定」S%Se有効期限S%
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Cインターネットセキュリティの詳細を設定する（セキュリティ設定）

.上記「Yahoo!ケータイに関する設定」の設定項目は、すべてPCサイトブラウザ設定でも行えます。

Yahoo!ケータイに関する設定 J%Sg「Yahoo!ケータイ」S%Se「設定」S%

情報画面の文字サイズを変更する e「文字サイズ」S%Se文字サイズS%

情報画面のスクロール単位を変更する e「スクロール単位」S%Seスクロール単位S%

ポインタを使用する e「ポインタ設定」S%Se「ポインタモード設定」S%Se「On」S%

ポインタの移動速度を変更する e「ポインタ設定」S%Se「速度設定」S%Se速度S%

クローズポジション時にパニングモードに移るまでの時間

を設定する
e「ポインタ設定」S%Se「パニングモード設定」S%Se設定項目S%

情報内の画像を取得しない e「テキストブラウズ設定」S%Se「イメージ」S%Se「取得しない」S%

情報内のサウンドを再生しない e「テキストブラウズ設定」S%Se「サウンド」S%Se「再生しない」S%

一時保存用メモリの情報（キャッシュ）を消去する e「メモリ操作」S%Se「キャッシュ消去」S%Se「はい」S%

サーバー側のお客様識別情報（Cookie）を消去する e「メモリ操作」S%Se「Cookie消去」S%Se「はい」S%

以前入力したユーザー ID／パスワード（認証情報）を消
去する

e「メモリ操作」S%Se「認証情報消去」S%Se「はい」S%

ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを

優先する

e「ファイル保存先」S%Se「メモリカード優先」S%

.ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。
ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い

上げ時の状態に戻す
e「ブラウザ初期化」S%S操作用暗証番号入力S%Se「はい」S%

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す e「設定リセット」S%S操作用暗証番号入力S%Se「はい」S%

PCサイトブラウザに関する設定 J%Sg「Yahoo!ケータイ」S%Se「PCサイトブラウザ」S%Se「PCサイトブラウザ設定」S%

連続スクロール時にガイド表⺬を利用しない e「スクロール設定」S%Se「ガイド表⺬」S%Se「Off」S%

情報画面のスクロール単位を変更する（PCサイトブラウザ）e「スクロール設定」S%Se「スクロール単位」S%Seスクロール単位S%

ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画
面を表⺬しない

e「警告画面表⺬設定」S%Se「PCサイトブラウザ」／「Yahoo!ケータイ」S%
Se「Off」S%
13-11
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.「映像設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。

.「サウンド設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。

Cデータ放送利用の詳細を設定する

C字幕／音声の詳細を設定する

映像に関する設定 J%Sg「TV」S%Se「デジタルTV」S%SBSe「映像設定」S%

画面の明るさを調整する e「明るさ」S%Se明るさS%

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する e「明るさ」S%SB（N／P）S%

映像にあわせて画面の明るさを自動調整する e「シーン別明るさコントロール」S%Se「On」S%

画面のコントラストを調整する e「コントラスト」S%SeコントラストS%

画面の黒レベルを調整する e「黒レベル」S%Se黒レベルS%

画面の色の濃さを調整する e「色の濃さ」S%Se濃さS%

画面の色あいを調整する e「色あい」S%Se色あいS%

シャープネスを設定する e「シャープネス」S%SeシャープネスS%

映像設定をお買い上げ時の状態に戻す e「リセット」S%Se「はい」S%

サウンドに関する設定 J%Sg「TV」S%Se「デジタルTV」S%SBSe「サウンド設定」S%

サウンド効果を設定する e効果S%

データ放送に関する設定 J%Sg「TV」S%Se「設定」S%

録画時に映像だけを保存する e「データ放送」S%Se「録画設定」S%Se「映像のみ」S%

字幕／音声に関する設定 J%Sg「TV」S%Se「デジタルTV」S%SBSe「字幕／音声設定」S%

字幕の表⺬方法を設定する e「字幕表⺬」S%Se表⺬方法S%
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C視聴中にアラーム設定時刻になったとき通知を表⺬する（アラーム通知）

C予約開始動作の詳細を設定する

Cエリア内の登録内容をすべて消去する（設定リセット）、受信したチャンネルを追加する（チャンネル更新）

視聴中の着信などに関する設定 J%Sg「TV」S%Se「設定」S%

視聴中着信があったとき通知を表⺬する e「着信時優先動作」S%Se着信の種類S%Se「着信通知表⺬」S%

着信応答時自動的に番組を記録（タイムシフト記録）しない e「通話時タイムシフト設定」S%Se「Off」S%

予約に関する設定 J%Sg「TV」S%Se「設定」S%Se「予約時間お知らせ」S%

予約開始の通知時間を変更する e「アラーム通知時間」S%Se時間S%

視聴エリア／チャンネルに関する設定 J%Sg「TV」S%Se「デジタルTV」S%SBSe「チャンネル設定」S%

エリア名を変更する e「エリア切替」S%SeエリアSBSe「エリア名変更」S%Sエリア名入力S%

エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する e「エリア切替」S%SBSe「チャンネル更新」S%Se「全更新」S%Se
「はい」S%

テレビ画面でfを押したときの動作を設定する e「チャンネルキー設定」S%Se動作S%

チャンネルを移動する e「チャンネル切替」S%SeチャンネルSBSe「移動」S%Se移動先S%

チャンネルを削除する e「チャンネル切替」S%SeチャンネルSBSe「削除」S%Se「はい」S%

その他のテレビ関連設定 J%Sg「TV」S%Se「設定」S%

縦画面での視聴時に画面サイズを大きくする e「画面サイズ設定」S%Se「拡大表⺬」S%

テレビの音声をスピーカーで聴く e「イヤホン／スピーカー切替」S%Se「スピーカー」S%

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする e「gオーディオ出力切替」S%Se「Bluetoothデバイス」S%

録画データの保存先をこのケータイに変更する e「録画保存先設定」S%Se「本体」S%

一定時間でテレビを自動的に終了する e「オートオフ時間設定」S%Se時間S%
13-13
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カメラをもっと便利にする設定
B

Cマークを表⺬しない（アイコン表⺬）、パノラマ撮影時の画面表⺬を設定する（パノラマ設定）

C圧縮形式をH.263にする（エンコード形式）

静止画／動画撮影共通の設定 J%Sg「カメラ」S%（動画のときはこのあとA）

保存先を変更する BSg「設定」S%Sg「保存先設定」S%Sg保存先／「毎回確認」S%

.動画撮影モードでは、撮影時間／サイズが「メール添付」のときだけ「毎回確認」
が設定できます。

撮影後自動的に保存する BSg「設定」S%Sg「自動保存設定」S%Sg「On」S%

画質を設定する BSg「画質設定」S%Sg画質S%

静止画撮影に関する設定 J%Sg「カメラ」S%

撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定する BSg「撮影設定」S%Sg「ホワイトバランス」S%Sg設定項目S%

シャッター音を変更する BSg「設定」S%Sg「シャッター音」S%Sgシャッター音S%

.連写撮影時やパノラマ／スキャナ撮影時のシャッター音は固定です。
Bluetooth{対応腕時計でリモート撮影しない BSg「設定」S%Sg「リモートシャッター」S%Sg「Off」S%

.Bluetooth{対応腕時計登録時だけ有効です。

動画撮影に関する設定 J%Sg「カメラ」S%SA

音声を録音しない BSg「マイク設定」S%Sg「Off」S%

画像の表⺬サイズを大きくする BSg「表⺬サイズ」S%Sg「拡大」S%
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Cバックライトの点灯方法を設定する、WEBリンク情報を表⺬しない（WEBリンク情報表⺬設定）

.S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表⺬されます。

Cバックライトやバイブレータの詳細を設定する、S!アプリ待受設定時に一時停止する

.「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。

音楽／動画再生に関する設定 J%Sg「メディアプレイヤー」S%

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする e「設定」S%Se「gオーディオ出力切替」S%Se「Bluetoothデバイス」S%

S!アプリ利用中の動作に関する設定 J%Sg「S!アプリ」S%Se「設定」S%

効果音などの音量を変更する e「音量」S%Se音量S%

サラウンドを解除する e「サラウンド」S%Se「Off」S%

着信があったとき通知を表⺬する e「着信時優先動作」S%Se着信の種類S%Se「着信通知表⺬」S%

メール着信があったときS!アプリを一時停止する e「着信時優先動作」S%Se「メール着信」S%Se「着信優先動作」S%

アラーム設定時刻になったとき通知を表⺬する e「着信時優先動作」S%Se「アラーム」S%Se「アラーム通知」S%

S!アプリの開始要求があったとき通知を表⺬する e「着信時優先動作」S%Se「S!アプリ開始要求」S%Se「着信通知」S%

待受画面表⺬後S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更
する

e「S!アプリ待受設定」S%Se「起動開始時間」S%S時間入力S%

S!アプリの設定などを元に戻す操作 J%Sg「S!アプリ」S%Se「設定」S%

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す e「S!アプリ設定リセット」S%S操作用暗証番号入力S%Se「はい」S%

S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す e「S!アプリオールリセット」S%S操作用暗証番号入力S%Se「はい」S%

.ICカード内にデータがあるときは、操作できません。（ICカード内のデータの削除方法
は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ{対応サービス
提供者にお問い合わせください。）

.ちかチャットの利用制限も解除されます。
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各種ツールをもっと便利にする設定
B

C ICカードの詳細情報を確認する（ICカードステータス）、読み取り時の動作を設定する（外部起動設定）

Cインフォメーションでの表⺬を設定する

アラームに関する設定 J%Sg「ツール」S%Sf「PIM／生活ツール」Se「アラーム」S%

マナーモード設定時にアラームを鳴らす e「設定」S%Se「マナーモード時設定」S%Se「鳴らす」S%Se「はい」S%

世界時計の時刻でアラームを設定する e「設定」S%Se「世界時計連動設定」S%Se「On」S%

お目覚めTVに関する設定 J%Sg「ツール」S%Sf「PIM／生活ツール」Se「お目覚めTV」S%

マナーモード設定時にアラームを鳴らす e「マナーモード時設定」S%Se「鳴らす」S%Se「はい」S%

おサイフケータイ{に関する設定 J%Sg「ツール」S%Sf「PIM／生活ツール」Se「おサイフケータイ」S%

おサイフケータイ{の設定をお買い上げ時の状態に戻す e「ICカード設定」S%Se「設定リセット」S%S操作用暗証番号入力S%Se
「はい」S%

.ICカードロック、リモートロック、外部起動設定、残高表⺬設定がお買い上げ時の
状態に戻ります。（生活アプリは削除されません。）

時報に関する設定 J%Sg「ツール」S%Sf「タイマー／時計ツール」Se「時報」S%

マナーモード設定時に時報を鳴らす e「詳細設定」S%Se「マナーモード時設定：」S%Se「鳴らす」S%Se
「はい」S%

世界時計の時刻で時報を設定する e「詳細設定」S%Se「世界時計連動設定：」S%Se「On」S%

S!情報チャンネルに関する設定 J%Sg「エンタテイメント」S%Se「S!情報チャンネル／お天気」S%

お天気アイコンを待受画面に表⺬しない e「お天気アイコン」S%Se「設定」S%Se「待受表⺬設定」S%Se「Off」
S%

お天気アイコンを自動的に更新しない e「お天気アイコン」S%Se「設定」S%Se「アイコン更新設定」S%Se
「Off」S%
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C応答状況の組み合わせを登録する（応答状況一括設定）、状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する（状態設定）

C S!一⻫トーク中の着信動作を設定する（着信時優先動作）

S!ともだち状況／S!一⻫トーク共通の設定 J%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「セキュリティ設定」S%

S!ともだち状況／S!一⻫トークを利用できないようにする e「IPサービス設定」S%Se「Off」S%S操作用暗証番号入力S%

S!ともだち状況に関する設定 J%Sg「コミュニケーション」S%Se「S!ともだち状況」S%

アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する BSe「S!ともだち状況設定」S%Se「メンバー登録応答設定」S%
Se「アドレス帳未登録者のみ無視」S%

.アドレス帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。
すべての登録要求通知を無視する BSe「S!ともだち状況設定」S%Se「メンバー登録応答設定」S%

Se「常に無視」S%

.自動的に登録不可通知を返信します。

S!一⻫トークに関する設定 JHSB

スピーカーホンを利用しない e「スピーカーホン」S%Se「Off」S%
13-17
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通信をもっと便利にする設定
B

.「腕時計連携設定」を行うときは、あらかじめBluetooth{対応腕時計を登録しておいてください。

C Bluetooth{の詳細を設定する

Cネットワークの状態を確認する（ネットワーク状態表⺬）、位置情報の詳細を設定する（位置情報URL設定）、外部機器通信時の接続先名を編集する（外
部機器設定）

Bluetooth{に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「外部接続」Se「Bluetooth」S%

このケータイを非公開にして検索されないようにする e「マイデバイス設定」S%Se「デバイスの公開」S%Se「Off」S%

Bluetooth{未使用時に自動的にBluetooth{機能を「Off」に
する

e「マイデバイス設定」S%Se「タイムアウト時間」S%Se時間S%

Bluetooth{対応腕時計の時刻をこのケータイに合わせる e「腕時計連携設定」S%Se「時刻合わせ」S%Se「はい」S%

.あらかじめBluetooth{対応腕時計とこのケータイを接続しておいてください。

Bluetooth{対応腕時計で通知する項目を設定する e「腕時計連携設定」S%Se「各種通知設定」S%Se通知項目S%Se「許
可」／「禁止」S%

パソコン接続に関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「外部接続」Se「USB充電」S%

USB充電を無効にする e「無効」S%

ネットワークに関する設定 J%Sg「設定」S%Sf「ネットワーク設定」

ネットワーク自動調整を行う e「ネットワーク自動調整」S%Se「はい」S%

位置情報を送信しない e「位置情報設定」S%Se「測位On／Off設定」S%Se「Off」S%S操作
用暗証番号入力S%

情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する e「位置情報設定」S%Se「ブラウザ位置情報送信」S%Se送信動作S%S
操作用暗証番号入力S%



#02tori__J535_PDF.book  19 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
初期化
設定をお買い上げ時の状態に戻す操作
カ
ス
タ
マ
イ
ズ

13
B

.操作用暗証番号入力前に確認画面が表⺬されたときは、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%Sg「設定」S%Sf「本体設定」Se「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 e「設定リセット」S%S操作用暗証番号入力S%Se「はい」S%Se「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。
アドレス帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上

げ時の状態に戻す

e「オールリセット」S%S操作用暗証番号入力S%Se「はい」S%Se「は
い」S%

.ICカード内にデータがあるときは、操作できません。（ICカード内のデータの削除方法
は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ{対応サービス
提供者にお問い合わせください。）

.一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリ
も削除されます。

.操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
13-19
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USIMカードは、お客様の電話番号情報が

入ったICカードです。USIMカード対応の

ソフトバンクケータイに取り付けて使用し

ます。

.USIMカードにはアドレス帳が保存でき、保

存したデータは他のソフトバンクケータイ

でも利用できます。USIMカードによって

は、登録できない項目があったり、文字数

などが制限されることがあります。

.他社製品の ICカードリーダーなどにUSIM
カードを取り付けて故障したときは、お客

様ご自身の責任となります。当社では一切

責任を負いかねますのでご了承ください。

. IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作
しないことがあります。乾いた柔らかい布

などできれいにしてください。

.USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ

さい。故障の原因となります。

.USIMカードについて詳しくは、USIMカード

に付属の説明書を参照してください。

.

USIMカードには、次の２つの暗証番号

（PINコード）があります。
.お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定
されています。

USIMカードについて

USIMカード取り扱いのご注意

IC

USIMカードについてのその他ご注意

.USIMカードの所有権は当社に帰属します。

.紛失・破損などによるUSIMカードの再発

行は有償となります。

.解約・休止などの際は、USIMカードを当社

にご返却ください。

.お客様からご返却いただいたUSIMカード

は、環境保存のためリサイクルされてい

ます。

.USIMカードの仕様、性能は予告なしに変

更する可能性があります。ご了承ください。

.お客様ご自身でUSIMカードに登録された

情報は、別途メモなどに控えて保管する

ことをおすすめします。万一、登録され

た情報内容が消失した場合でも、当社で

は一切責任を負いかねますのでご了承く

ださい。

.ソフトバンクケータイ（USIMカード装着

済）やUSIMカードを盗難・紛失された場

合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ

てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問

い合わせ先（AP.14-39）までご連絡く
ださい。

USIMカードの暗証番号について

PIN1コード 第三者によるケータイの無断

使用を防ぐために使います。

PIN2コード 通話料金のリセットや通話料

金上限設定などに使います。

PINコードの入力を間違えると
.３回間違えると、PIN1ロックまたは PIN2
ロックが設定され、ケータイの使用が制

限されます。

PIN1ロックまたはPIN2ロックを解除するとき
.お問い合わせ先（AP.14-39）で、「PIN
ロック解除コード（PUKコード）」を確認
のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力S%S新しい

PINコード入力S%Sもう一度新しい

PINコード入力S%

,確認した 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

ご注意ください。

PINロック解除コードの入力を間違えると
.10回間違えると、USIMカードがロックさ

れ、ケータイが使用できなくなります。

所定の手続きが必要となるため、お問い合

わせ先（AP.14-39）までご連絡ください。
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1

.USIMカードを取り付け／取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。

.USIMカードを取り付けていないと、ケータイは使用できません。

1電池カバー／電池パックを取

り外す（AP.14-4）

2金色のIC部分を下にしてUSIM
カードをゆっくりと差し込む

.このあと、電池パック／電池カバーを
取り付けます。（AP.14-4）

.取り外した USIM カードは紛失しないよう、

ご注意ください。

1電池カバー／電池パックを取

り外す（AP.14-4）

2 USIMカードを押しながら、矢

印方向にスライドして取り外す

.このあと、電池パック／電池カバーを
取り付けます。（AP.14-4）

USIMカードを取り付ける／取り外す

USIMカードを取り付ける USIMカードを取り外す 解約／機種変更／修理などでUSIMカード

を取り外したとき

.ケータイやメモリカードに保存したデー
タが利用できなくなることがあります。

また、別のUSIMカードを取り付けるとS!
アプリ／ブックサーフィン{／S!タウン／
ちかチャットが利用できなくなることが

あります。
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.電池パックを使い切った状態で、保管・放
置しないでください。そのままにしておく

と、お客様が登録・設定した内容が消失ま

たは変化したり、電池パックが使用できな

くなることがあります。⻑期間保管・放置

するときは、半年に１回程度補充電を行っ

てください。

.電池パックの使用条件によって、寿命が近
づくにつれて電池パックが膨れることがあ

りますが、安全上問題はありません。

.電池パックは消耗品です。完全に充電して
も使用できる時間が極端に少なくなったら、

交換時期です。

.電池パックやケータイの充電端子が汚れた
ら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してく

ださい。そのままにしておくと、充電がで

きなくなるなど接触不良の原因となります。

1電池カバーを外す

.!を押しながら、@の方向へスライド

させます。

2電池パックを取り付ける

.電池パックの印刷面を上にして、電池
パックの先を合わせてください。

3電池カバーを取り付ける

.電池カバーをキャビネットの両端に合
わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて

リチウムイオン電池について

.このケータイは、リチウム

イオン電池を使用していま

す。リチウムイオン電池は

リサイクル可能な貴重な資

源です。

,リサイクルは、お近くのモバイル・リサ
イクル・ネットワークのマークのあるお

店で行っています。

,リサイクルのときは、ショートさせた

り、分解しないでください。火災・感電

の原因となります。

電池パックを取り付ける／取り外す

@

!

電池パックを取り外すとき

.ケータイの電源を切った状態で、図のよ
うに電池パックを持ち上げます。

,データ登録やメール送信などの動作中

に、電池パックを取り外さないでくださ

い。
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1

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認

し、必要なときネットワークを利用して更

新できます。 .確認および更新には、パケット通信料はか
かりません。

1%Sg「設定」S%

Sf「本体設定」

2e「ソフトウェア更新」

S%　

3e「ソフトウェア更新」

S%　

.以降は、画面の指⺬に従って操作して
ください。

.予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が
表⺬されます。このあと%を押すか、その

ままにしておくと自動的にソフトウェア更

新が実行されます。

次のような更新完了の画面が表⺬されたあ

と、自動的に再起動されます。

.再起動後、更新完了のメッセージとインフォ
メーションが表⺬されます。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新についてのご注意

.更新が完了するまで、ケータイは使用で
きません。ソフトウェア更新には30分程
度かかることがあります。

.更新に失敗するとケータイが使用できな
くなることがあります。更新に失敗しな

いためにも、電波状態のよい所で、移動

せずに操作してください。また、電池残

量が十分ある状態で操作してください。

.他の機能を操作しているときは、ソフト
ウェア更新は実行できません。ソフトウェ

アを更新する前に（予約更新するときは

予約時刻前に）すべての機能を終了させ

てください。

.ケータイにUSBケーブルを接続していると
きは、取り外してください。そのままで

ソフトウェア更新を実行すると、正しく

完了できないことがあります。

.ケータイの状況（故障・破損・水ぬれな
ど）によっては、保存されているデータ

が破棄されることがあります。必要なデー

タは、ソフトウェア更新前にバックアッ

プしておくことをおすすめします。なお、

データが消失した場合の損害につきまし

ては、当社は責任を負いかねますので、あ

らかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

定期更新を設定するとき

3でe「定期更新設定」S%

,以降は、画面の指⺬に従って操作してく
ださい。

更新結果を表⺬するとき

3でe「更新結果」S%

 w   10

予約更新を利用すると

ソフトウェア更新が完了すると

更新結果を確認するとき

インフォメーション表⺬中にe「ソフ

トウェア更新結果」S%

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

.電池パックをいったん取り外したあと再
度取り付け、電源を入れ直してください。

それでも起動しないときは、ご契約のソ

フトバンク故障受付（AP.14-39）にご
相談ください。
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■全般

故障かな？と思ったら

症状 確認すること 処置

ケータイを動かすと音
がする

クローズポジション
にしていませんか。

このケータイに搭載されている、モー
ションコントロールセンサーの働き
によるものです。故障ではありません。

センサーキーが利用／
操作できない

センサーキーが点灯
していますか。

センサーキーが消灯しているとき
は操作できません。Kを押して点
灯させてください。

センサーキー部分に
シールやフィルムを
貼っていませんか。

シールやフィルムをはがしてくだ
さい。

センサーキーのエリア
内でタッチ／なぞって
いますか。

センサーキーの感度を補正してく
ださい。（AP.13-4）

電源が入らない

「しばらくお待ちくださ
い」と表⺬されるまで、
"を押していますか。

「しばらくお待ちください」と表⺬さ
れるまで、"を押してください。

電池切れになってい
ませんか。

電池パックを充電するか、充電され
ている予備の電池パックと交換し
てください。

電池パックは取り付
けられていますか。

正しく取り付けてください。
（AP.14-4）

電源を入れたのに操作
できない

PIN On／Off設定を
「On」にしていません
か。

「On」にしているときは、PIN1コー
ドを入力するまでケータイを使え
ません。画面の指⺬に従って入力し
てください。

「USIMカード未挿入」と
表⺬される

USIMカードは正しく
取り付けられていま
すか。

電源を切り、USIMカードが正しく
取り付けられているか確認したあ
と、電源を入れ直してください。
それでも症状が改善されないとき
は、USIMカードが破損している可
能性があります。

違ったUSIMカードを
取り付けていません
か。

使用できないUSIMカードが取り
付けられている可能性があります。
正しいUSIMカードであることを
確認してください。

USIMカードのIC部分
に指紋などの汚れが
付いていませんか。

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。

「リフレッシュ」と表⺬
され、待受画面に戻っ
た

ケータイを落とした
り、強い衝撃を与えま
せんでしたか。

USIMカードが一時的に認識され
なくなったためです。故障ではあり
ません。

ボタン操作ができない

誤動作防止が設定
（「`」が表⺬）されて
いませんか。

誤動作防止を解除してください。
（AP.1-14）

キー操作ロックが設
定（「$」が表⺬）され
ていませんか。

キー操作ロックを解除してくださ
い。（AP.11-2）

充電していないのに、
電池レベル表⺬が点滅
する

周囲温度5℃～35℃
以外の場所で使って
いませんか。

周囲温度5℃～35℃の場所で使っ
てください。

登録したデータや、
フォルダなどが表⺬さ
れない

登録したデータや
フォルダを、シーク
レットに設定してい
ませんか。

シークレットモードを「表⺬する」
にしてください。（AP.11-3）

近似予測変換が利用で
きない

シークレットモードを
「表⺬する」にしてい
ませんか。

シークレットモードを「表⺬する」
にしていると、近似予測変換は利用
できません。

ケータイやACアダプ
タ、卓上ホルダーが熱
くなる

充電中ではありませ
んか。

手で触れることのできる温度であ
れば、異常ではありません。ただし、
熱くなったケータイを⻑時間肌に
触れたままにしていると、低温やけ
どになる恐れがありますので、ご注
意ください。

ケータイを⻑時間利
用していませんか。

TVコール通話中では
ありませんか。

メモリカードのデータ
が表⺬されない

このケータイでフォー
マット（初期化）した
メモリカードを使って
いますか。

他の機器でフォーマットしたメモ
リカードは、利用できないことがあ
ります。このケータイでフォーマッ
トしたメモリカードを使ってくだ
さい。

Bluetooth{や赤外線
通信を「On」にして
いるのに接続要求を受
け付けられない

待受画面にしていま
すか。

待受画面にしたあと、受信し直して
ください。

キー操作ロック、誤動
作防止が設定されて
いませんか。

キー操作ロック、誤動作防止設定中
は受信できません。

ソフトウェア更新中
ではありませんか。

ソフトウェア更新中は受信できま
せん。

症状 確認すること 処置
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1

■充電／電池

■電話

症状 確認すること 処置

充電時間が短い

電池残量がある状態
で充電していません
か。

電池残量がある状態で充電すると、
充電時間が短くなることがありま
す。

スモールライトが赤
色で点滅しています
か。

電池パックが寿命または異常です。
新しい電池パックと交換してくだ
さい。

充電に時間がかかる

TVコール通話中では
ありませんか。

通話中は電池を多く消耗するため、
充電されにくくなります。

USB充電を利用して
いませんか。

USB充電は、ACアダプタを利用し
たときよりも時間がかかります。ま
た、接続環境によっては充電できな
いことがあります。

充電できない

ACアダプタの接続コ
ネクターが、ケータイ
または卓上ホルダー
にしっかりと差し込
まれていますか。

もう一度、確実に差し込んでくださ
い。

ACアダプタのプラグ
が、家庭用ACコンセ
ントにしっかりと差
し込まれていますか。

もう一度、確実に差し込んでくださ
い。

電池パックがケータ
イに取り付けられて
いますか。

正しく取り付けてください。
（AP.14-4）

ケータイ、電池パッ
ク、卓上ホルダーの充
電端子やACアダプタ
の接続コネクター、
ケータイの外部機器
端子、卓上ホルダーの
接続端子が汚れてい
ませんか。

端子部を綿棒などで清掃してから、
充電し直してください。

指定されたACアダプ
タや卓上ホルダーな
どを使っていますか。

指定品を使用してください。指定品
以外のものを利用すると、充電でき
ないだけではなく、電池パックを劣
化させる原因となります。

電池パックの消耗が
早い

ライトが点灯したり、
音を出す機能／操作
などを頻繁に利用し
ていませんか。

ポジションを頻繁に変更したり、テ
レビ／S!アプリ／カメラ撮影、メ
ディアプレイヤーでの再生、外部機
器との通信などを頻繁に行うと、電
池パックの使用可能時間は短くな
ります。

電波の弱い場所に⻑
時間いませんか。

電波の弱い状態で通話したり圏外
にいると、電池を多く消耗します。

ディスプレイやボタ
ンの照明設定を明る
くしたり、点灯時間を
⻑く設定していませ
んか。

バックライトを暗くしたり、点灯時
間を短くすると、電池パックの消耗
を軽減できます。

症状 確認すること 処置

電話がかけられない

誤動作防止が設定
（「`」が表⺬）されて
いませんか。

誤動作防止を解除してください。
（AP.1-14）

キー操作ロックが設
定（「$」が表⺬）され
ていませんか。

キー操作ロックを解除してくださ
い。（AP.11-2）

何度かけても話し中
（プープー音）で電話
がつながらない

相手の電話番号を、市
外局番からダイヤル
していますか。

市外局番など、「0」で始まる相手の
電話番号からダイヤルしてくださ
い。

「&」が表⺬されてい
ませんか。

電波の届く場所に移動してかけ直
してください。

オフラインモードが
設定（「[」が表⺬）さ
れていませんか。

オフラインモードを解除（AP.1-
12）してから、かけ直してくださ
い。

症状 確認すること 処置
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■電話（つづき） ■メール

■その他の機能

症状 確認すること 処置

通話が途切れたり、
切れる

電波の届きにくい場
所ではありませんか。

電波状態表⺬を確認しながら、電波
の届く場所に移動してかけ直して
ください。

電池切れになってい
ませんか。

電池パックを充電するか、充電され
ている予備の電池パックと交換し
てください。

通話中に「プチッ」と
音が入る

移動しながら通話し
ていませんか。

電波が弱くなって別のエリアに切
り替わるときに発生することがあ
ります。故障ではありません。

相手の声が聞こえない

受話音量が小さく
なっていませんか。

受話音量を大きくしてください。
（AP.3-11）

ハンズフリー機器を
利用する設定になっ
ていませんか。

音声の出力先を「本体」に変更して
ください。（AP.3-12）

簡易留守録／音声メモ
が利用できない

最⻑録音時間または
登録できる件数を超
えていませんか。

録音可能時間が12秒以下のときや
すでに20件録音されているときは
利用できません。不要なメッセージ
を削除してください。（AP.3-4）

TVコール着信ではあ
りませんか。

TVコール着信時には簡易留守録／
音声メモは利用できません。

転送先の電話番号が登
録できない

「1」、「00」、「0120」
「0990」から始まる
電話番号を登録して
いませんか。

110や119、00から始まる国際電
話番号、フリーダイヤル、ダイヤル
Q2などは、転送先として登録でき
ません。

症状 確認すること 処置

メールが受信できない

「A」が表⺬されてい
ませんか。

メールのメモリ容量が不足してい
ます。不要なメールを削除してくだ
さい。（AP.4-22）

「&」が表⺬されてい
ませんか。

電波の届く場所に移動してくださ
い。

写メールが送信できな
い

相手はS!メールに対
応していますか。

S!メール／スーパーメール／ロン
グメールなどの契約をしていない
相手には、送信できません。
また、S!メール以外に対応している
ケータイでは、受信できるデータ容
量が異なることがあります。相手の
受信環境などを確認してください。

撮影した静止画をうま
く送信できない

相手はJPEG形式の静
止画を受信できます
か。

相手がPNG形式に対応していると
きは、PNG形式に変換して送信で
きます。（AP.7-14）

動画を送信できない
相手はS!メール／VGS
メール／MPEG-4に
対応していますか。

S!メール／VGSメール／MPEG-4
非対応のソフトバンクケータイに、
動画は送信できません。

症状 確認すること 処置

テレビやカメラなどが
起動できない

電池残量は不足して
いませんか。

電池パックを充電するか、充電され
ている予備の電池パックと交換し
てください。

テレビが視聴できない

ケータイをしばらく
使っていなかったの
ではありませんか。

ネットワーク自動調整を行ってく
ださい。（AP.13-18）

USIMカードは取り付
けられていますか。 USIMカードを取り付けていない

ときや、ソフトバンクの契約を解除
したとき、テレビは視聴できませ
ん。

ソフトバンクの契約
を解除していません
か。

おサイフケータイ{（S!
FeliCa）が利用できな
い

電池残量は不足して
いませんか。

電池パックを充電してから利用し
てください。
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1

※1「ー」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2 半角モードでは入力できません。

※3「n」、「＋」、「Ｐ（ポーズ）」、「？」、「ー」は、電話番号入力時だけ入力できます。

文字入力用ボタン一覧

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

1
あいうえお
ぁぃぅぇぉ

アイウエオ
ァィゥェォ

＠．／＿―１

□（スペース）
1　 １

2 かきくけこ カキクケコ ＡＢＣａｂｃ２ 2　 ２

3 さしすせそ サシスセソ ＤＥＦｄｅｆ３ 3　 ３

4 たちつてとっ タチツテトッ ＧＨＩｇｈｉ４ 4　 ４

5 なにぬねの ナニヌネノ ＪＫＬｊｋｌ５ 5　 ５

6 はひふへほ ハヒフヘホ ＭＮＯｍｎｏ６ 6　 ６

7 まみむめも マミムメモ ＰＱＲＳｐｑｒｓ７ 7　 ７

8 やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ ＴＵＶｔｕｖ８ 8　 ８

9 らりるれろ ラリルレロ ＷＸＹＺｗｘｙｚ９ 9　 ９

0 わをんー ワヲンー ０ 0　 ０

(
゛゜

履歴／絵文字入力（全角）／
記号入力（全角／半角）

゛゜ー※1

履歴／絵文字入力（全角）／
記号入力（全角※2／半角）

履歴／絵文字入力（全角）／
記号入力（全角※2／半角）

n ＋ Ｐ（ポーズ） ？  ー※3

履歴／絵文字入力（全角）／
記号入力（半角）

─────

# 、。L（改行）？！□（スペース） ，．L（改行） ? ! □（スペース） # ─────
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※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

※6 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

※7 $（短押し）で消去した文字を、復元します。

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

a 変換（前候補）※4 カーソル上移動

b 変換（後候補）※5 カーソル下移動L（改行）

c カーソル左移動

d カーソル右移動

& 文字入力モードの切替

'
小文字／大文字変換

（変換できる文字で有効）

小文字／大文字変換、

大文字／小文字入力モード

の切替
───── ─────

$
短押し

１文字消去／

変換中止
１文字消去

入力済コード消去／

１文字消去

$
⻑押し

カーソル後消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文字の上にない［文末にある］とき）

! 再変換※6／復元※7 復元※7

% 決定

B 音訓変換 ───── ─────

A カナ英数字変換 ───── ─────
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1

.空欄は、空白を⺬します。（何も入力されません。）

.  部分は、文字入力後'を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

■全角小文字モード

■半角大文字モード

■半角小文字モード

※1 70の順に押すと、改行が入力されます。（改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。）

※2 80の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

ポケベルコード一覧

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 あ い う え お Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

2　 か き く け こ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

3　 さ し す せ そ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

4　 た ち つ て と Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ

5　 な に ぬ ね の Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ

6　 は ひ ふ へ ほ Ｚ ？ ！ － ／

7　 ま み む め も ￥ & N ※1
8　 や （ ゆ ） よ

＊

＃ スペ
ース M ※2

9　 ら り る れ ろ １ ２ ３ ４ ５

0　 わ を ん ゛ ゜ ６ ７ ８ ９ ０

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

2　 ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ

3　 ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ

4　 っ ｐ ｑ ｒ ｓ ｔ

5　 ｕ ｖ ｗ ｘ ｙ

6　 ｚ

7　 ※1
8　 ゃ ゅ ょ ※2
9　

0　 、 。

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ A B C D E

2　 ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ F G H I J

3　 ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ K L M N O

4　 ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ P Q R S T

5　 ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ U V W X Y

6　 ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ Z ? ! - /

7　 ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ￥ & N ※1
8　 ﾔ （ ﾕ ） ﾖ

＊

# スペ
ース M ※2

9　 ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ 1 2 3 4 5
0　 ﾜ ｦ ﾝ ゛ ゜ 6 7 8 9 0

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／
最
初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ a b c d e

2　 f g h i j

3　 k l m n o

4　 ﾂ p q r s t

5　 u v w x y

6　 z

7　 ※1
8　 ﾔ ﾕ ﾖ ※2
9　

0　 , .
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区点コード一覧

あ

い

う

え

お

か

き
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く

け

こ

さ

し

す

せ

そ

た

ち
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つ

て

と

な

に

ぬ～の

は

ひ

ふ

へ

ほ

ま

み

む

め

も

や

ゆ

よ

ら

り

る～れ

ろ

わ
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仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。
　

.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、電波が正常に受信できる

静止状態から算出した平均的な計算値です。

.連続待受時間とは、充電を満たした新品の
電池パックを装着し、本機をクローズポジ

ションにした状態で通話や操作をせず、電

波が正常に受信できる静止状態から算出し

た平均的な計算値です。

.お使いの場所や状況、設定内容によって、

上記の各時間は変動します。

.液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技
術で作られていますが、画素欠けや常時点

灯する画素がありますので、あらかじめご

了承ください。

■使用材料

おもな仕様／機能別仕様

921SH　
質量 約135g
連続通話時間 約240分

連続待受時間
約330時間
（クローズポジション時）

TVコール
連続通話時間

約120分（インカメラ使用時）

充電時間（本機
の電源を切って
充電した場合）

ACアダプタ：約140分
シガーライター充電器：約140分

サイズ（幅×高
さ×奥行）

約50×112×15.9mm
（クローズポジション時、突起部 
除く）

最大出力 0.25W　

使用箇所 使用材料、表面処理

キャビネット
（ディスプレイ側）

レニー／UV塗装／アク
リル系焼付け塗装処理
（下地：エポキシ系焼付
け塗装）

キャビネット
（ディスプレイ背面側）

マグネシウム合金

キャビネット
（操作ボタン側）

PC／ABS樹脂／
UV塗装

キャビネット（操作背面側） PC／ABS樹脂
ディスプレイ窓 強化ガラス

カメラ透明窓 PMMA樹脂
モバイルライト窓 ABS樹脂
電池カバー、
飾り板（操作背面側）

ABS樹脂／UV塗装

飾り板（ディスプレイ側）
ABS樹脂／UV塗装／
不連続蒸着

飾り板(操作ボタン側)、開始
ボタン、電源／終了ボタン、
メールボタン、Yahoo!ケー
タイ・ボタン、ショートカッ
ト／A/a ボタン、クリア／
バックボタン、テレビ／文字
ボタン、ダイヤルボタン、マ
ルチガイドボタン（カーソル
キー部分）

PC樹脂

使用箇所 使用材料、表面処理

ネジカバー
（ディスプレイ背面側）

PET　

ホイップアンテナ
ABS樹脂／黄銅／PA／
エラストマー／SUS

赤外線ポート窓
ABS樹脂
（赤外線グレード）

マルチガイドボタン
（センターボタン）

PC樹脂／蒸着

サイドボタン、イヤホンマイ
ク端子キャップ

PC樹脂／UV塗装

電池パック PC樹脂／ABS樹脂
充電端子 SUS　
ネジ（ディスプレイ背面側） SWCH16A／Niメッキ
ネジ（操作背面側） SWCH12A／Niメッキ

USIMピン 銅合金／金メッキ
（下地：ニッケル）
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■電池パック

■マイク付ステレオイヤホン（黒）

■卓上ホルダー

■壁紙／待受ウィンドウ

■文字入力

■アドレス帳

■データ管理

付属品

電圧 3.7V　
使用電池 リチウムイオン電池

容量 790mAh　
外形サイズ（幅
×高さ×奥行）

約38.0×36.9×5.8mm
（突起部 除く）

質量 約16g
コードの⻑さ 約1.65m

入力電圧／
入力電流

DC5.4V／700mA

出力電圧／
出力電流

DC5.4V／700mA

充電温度範囲 5℃～35℃
サイズ（幅×
高さ×奥行）

約117×90×78mm

共通操作

待受ウィンドウ 付箋３個（１個あたり100文字）

ユーザー辞書登録
250件（同じ読みは5件）、
単語：15文字、
読み：ひらがな8文字

ダウンロード辞書 5件
ペーストリスト 10件
消去した文字の復元 最大64文字

アドレス帳登録 1000件
名前、よみがな 姓32文字、名32文字
電話番号 32文字、5件
メールアドレス 128文字、5件
グループ 16グループ

住所
郵便番号20文字、国名32文字、都道
府県・市町村・番地・付加情報各64
文字

勤務先 各32文字
ホームページ 1024バイト
メモ 256文字

メールグループ
20グループ（1グループあたり20
名）、グループ名16文字

メモリ容量
100Mバイト（メールのテンプレー
ト、S!アプリとメモリを共有）

電話

発信履歴 30件
着信履歴 30件
簡易留守録／
音声メモ

20件（最⻑90秒）

自動応答番号 10件

メール

メモリ容量

受信
ボックス

10Mバイト、3000件

下書き

5Mバイト（送信済み
ボックスは最大1000
件）

送信済み
ボックス

未送信
ボックス

テンプ
レート

100Mバイト（データ
フォルダ、S!アプリと
メモリを共有）

S!メール件名 全角256文字（半角512文字）

S!メール本文 全角約15000文字（半角約30000
文字）

SMS本文 全角70文字（半角カタカナ70文字、
半角英数字160文字）

自動再送回数 2回
添付ファイル 20ファイル（最大300Kバイト）
送信予約 10件
スピードダイヤ
ル／メール

10件

署名 全角128文字（半角256文字）
同報送信 20件

振り分けフォルダ
20個（１フォルダあたり振り分け
条件20件）

チャットフォルダ

保存件数 300件
チャット
グループ

10個（1グループあたり
20人）

アレンジメール
BGM／Flash{１ファイル、または
画像やマイ絵文字とあわせて40種
類

デルモジ表⺬ 150文字
自動返信 20件
迷惑メール 個別迷惑設定20件
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■PCメール設定

■共通

■静止画撮影モード

■動画撮影モード

PCメール
アカウント設定

アカウント 3件
アカウント名 20文字

受信設定

ユーザー名 128文字
パスワード 32文字
受信メール
サーバー

128文字

ポート番号 1-65535　

送信設定
送信者名 20文字
メールアドレス 128文字

PCメール受信
設定

個別アドレス 20件

インターネット

ダウンロード

Yahoo!
ケータイ

300Kバイト

PCサイト
ブラウザ

1Mバイト

アクセス履歴 300件
URL入力履歴 10件
ブックマーク／
お気に入り

100件

タブ表⺬ 3画面
インプットメモリ 20件
ストリーミング
履歴

10件

テレビ

録画ファイル
ISDB-T mobile Video profile　
（SD-Video規格準処）

録画可能時間
（目安）

メモリカード
256Mバイトで
約80分

本体 約30分
マーカー登録 99個（１ファイルあたり10個）
ファイル分割 99個（１ファイルあたり）
タイムシフト記録 30分

録画／視聴予約
5件（1件あたり4時間：1Gバイト以
上のメモリカード使用時）

カメラ／静止画編集

有効画素数
アウトカメラ 3.2メガピクセル
インカメラ 11万画素

自動終了時間 約3分

ズーム 最大26倍

撮影サイズ
（横×縦ドット）

3M 1536×2048
（QXGA）

フルHD 1080×1920 

2M 1200×1600
（UXGA）

1.2M 960×1280
（Quad-VGA）

待受画面
480×854
（フルワイドVGA）

VGA　 480×640
メール添付
L　 240×320（QVGA）

メール添付
S　

120×160
（QQVGA）

スキャナ撮影
サイズ（横×縦
ドット）

フリー、1200×640、480×1488、
1280×960

保存形式 JPEG形式
保存可能枚数 約1280枚（お買い上げ時目安）

ファイル名
ImageXXX.jpg
（XXXは3ケタの数字）

推奨撮影距離 接写撮影10cm

その他
フレーム撮影は、40Kバイト以下の
透過PNG形式の画像利用可

ズーム 最大15.3倍（SubQCIFで撮影時）

撮影サイズ（横
×縦ドット）

SD VIDEO 640×480（VGA）
320×240（QVGA）

⻑時間撮影

640×480（VGA）
400×240（ワイド）
320×240（QVGA）
240×176（HQVGA）
176×144（QCIF）
128×96（SubQCIF）

メール添付
176×144（QCIF）
128×96（SubQCIF）

保存形式 3GP形式／ASF形式

保存可能時間
（１ファイルあ
たり）の目安

SD VIDEO メモリカードの容量に
より変動

⻑時間撮影
30分（メモリカード保
存時）

メール添付 295Kバイト

ファイル名
MOLXXX.ASF、videoXXX.3gp
（XXXは3ケタの数字）

推奨撮影距離 1.5ｍ（明るい場所で）
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1

■静止画編集

■メディアプレイヤー

■S!アプリ

※ 2008年１月現在の祝日が登録されています。

画像加工

サイズ変
更（横×縦
ドット）

壁紙（480×854）、
電源On／Off（480×854）、
着信画像（320×320）、
アラーム（480×208）、
VGA（480×640）、
QVGA（240×320）、
自由切出

レタッチ
52×52ドット以上の
JPEG画像／PNG画像

テキスト
貼付

16文字

スタンプ

フェイスアレンジ

フレーム

補正
52×52ドット以上の
JPEG画像／PNG画像

回転

保存形式

画像合成

パノラマ
合成

横48×縦64ドット以
上、240×320ドット
以下のJPEG画像

分割画像

メディアプレイヤー／S!アプリ

対応データ

WMAデータ（.wma）、
WMVデータ（.wmv／.asf）、
AACデータ（.mp4／.3gp／.m4a）、
セキュアAACデータ（セキュアSD-
Audio規格準拠）
※サンプリング周波数、ビットレー
トの組み合わせによっては再生で
きないことがあります。
※WMVデータは、画面サイズや
コーデック、プロファイルによって
は再生できないことがあります。

動画編集

可能サイズ
横176×縦144ドット
以下

テロップ
10件、1件あたり全角
24文字（半角48文字）

メモリ容量
100件、100Mバイト（メールのテ
ンプレート、データフォルダとメモ
リを共有）

リモコン操作 5ｍ（目安）

ツール

カレンダー※／
予定リスト

300件、件名：32文字、内容：128文
字、場所：16文字、オリジナル祝日
10件

メモ帳 500件（1件あたり8192文字）
マネー積算メモ 30件（1件あたり999,999.99円）

ボイスレコーダー
メール添付 1件あたり約3分
⻑時間録音 最⻑99時間59分59秒

アラーム 5件、件名9文字
お目覚めTV 自動終了 約30分
世界時計 都市名16文字
電卓 999,999,999,999　

ストップウォッチ
23時間59分59.9秒まで
1／10秒単位、ラップタイム4件

キッチンタイマー 60分まで1秒単位
S!速報ニュース
リスト

特別1件、速報1件、一般4件

ドキュメント
ビューア閲覧

対応
ファイル

PDF（.pdf）
Microsoft{ Excel{（.xls）
Microsoft{ Word（.doc）
Microsoft{ PowerPoint{
（.ppt）

閲覧可能
サイズ

10Mバイト

バーコード読み取
り（連続モード）

JANコード 最大50回
QRコード 最大16回

QRコード作成
（作成可能文字
数の目安）

数字のみ513文字、
英数字のみ311文字、
漢字のみ131文字

文字読み取り 256文字
電子ブック 文字列コピー20文字まで
おサイフ
ケータイ{

リモートロック用パスワード：半角
英数字5～16文字
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■S!ループ

■S!ともだち状況

■S!一⻫トーク

■赤外線通信

■Bluetooth{　

■メモリカード

■S!電話帳バックアップ

コミュニケーションサービス

S!ループリスト 5件

メンバー 30件

S!ともだち状況 私の状況名7文字、コメント15文字、
状態ラベル4文字

S!状況テンプ
レート

テンプレート名12文字

最大通話 11人
発言時間 30秒／回
メンバーリスト 30件（１グループあたり10名）

通信／バックアップ

赤外線通信
IrMC1.1　
通信距離 20cm以内

IrSS通信 受信は2.0Mバイト以下のJPEG画像

通信方式 Bluetooth{標準規格Ver.2.0　

対応
プロファイル

Headset Profile　
Hands-Free Profile　
Dial-up Networking Profile　
Object Push Profile　
File Transfer Profile　
Basic Imaging Profile　
Advanced Audio Distribution 
Profile
Audio/Video Remote Control 
Profile

出力 Bluetooth{ Power Class2　
通信距離 10ｍ以内
デバイス検索 16件
デバイス登録 32件
デバイス名称 16文字
プリント JPEG画像／PNG画像

バックアップ
ファイル名

yymmddXX（⻄暦年下2ケタ＋月
＋日＋2ケタの英数字）

同期履歴 10件

参考URL
ソフトバンク
ホームページ

http://www.softbank.jp　

microSD^メモ
リカードの対応
情報

http://k-tai.sharp.co.jp/　
peripherals/sd_support.html　
（パソコン用）

http://shweb.sharp.co.jp/　
（ケータイ用）

S!電話帳バック
アップ

http://www.softbank.jp/SAB　

SVG-T http://shweb.sharp.co.jp/svgt/　
index_pdc.html（ケータイ用）

社団法人
デジタル放送
推進協会

http://www.dpa.or.jp/　
（パソコン用）

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/　
（ケータイ用）
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1

メモリカードの構造と各データの保存場所
メモリカードの構造 保存されるデータ／ケータイで使うときに保存する場所

DCIM　 XXXSHARP　 デジタルカメラに保存した静止画

PRIVATE　
MYFOLDER　

Local Contents　 SDローカルコンテンツ
Mail　 一括保存したメールのバックアップデータ（受信ボックス、送信済みボックス、下書き）

My Items　

Book　 データフォルダ「ブック」で表⺬する電子書籍ファイル

Bookmarks　 Yahoo!ケータイのブックマークデータ
Custom Screens　 データフォルダ「きせかえアレンジ」で設定するファイル

Flash(R)　 データフォルダ「Flash{」で表⺬する壁紙用のファイル

Flash(R) Ringtones　 データフォルダ「着信音Flash{」で再生する着信音用のファイル

Games and More　 S!アプリのデータ
Hot Status Template　 データフォルダ「S!状況テンプレート」で利用するファイル
Message Templates　 メール「テンプレート」で表⺬するファイル
Music　 データフォルダ「ミュージック」で再生する音楽

Other Documents　 データフォルダ「その他ファイル」で表⺬するファイル

Pictograms　 データフォルダ「マイ絵文字」で表⺬するマイ絵文字（GIFファイル）
Pictures　 データフォルダ「ピクチャー」で表⺬する画像

Sounds & Ringtones データフォルダ「着うた・メロディ」で再生する音楽

Videos　 データフォルダ「ムービー」で再生する動画

Virtual Space　 S!タウン関連のデータ
WMAudio　 メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
WMVideo　 メディアプレイヤー「WMV」で再生する動画

SH_Folder　 アプリケーションの管理情報など

Utility　 一括保存したバックアップデータ（アドレス帳）など

SHARP　 MOBILE　 一括保存したバックアップデータ（ユーザー辞書）など

SD_AUDIO メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽
SD_VIDEO　 PRL001　 SD VIDEOに保存したASF形式の動画
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■設定：一般設定

■設定：S!メール設定

■設定：PCメール設定

■設定：SMS設定

メニュー一覧

メール

機能名 ページ

受信ボックス 　P.4-9

新規作成 　P.4-4

新着メール受信 　P.4-20

下書き 　P.4-22

テンプレート 　P.4-19

送信済みボックス 　P.4-10

未送信ボックス 　P.4-23

チャットフォルダ 　P.4-13

サーバーメール操作

メールリスト 　P.4-20

メール全受信 M
メール全削除 M
サーバーメール容量 M

SMS新規作成 　P.4-7

設定

メール・アドレス設定 　P.4-3

一般設定 　P.13-8

S!メール設定 　P.13-10

PCメール設定 　P.4-15

SMS設定 　P.13-10

スピードダイヤル／
メール

　P.4-18

メールグループ設定 　P.4-14

メモリ容量確認 M

機能名 ページ

送信・作成全般

配信確認 　P.13-8

返信先アドレス設定 M
自動返信設定 　P.4-21

クイック返信設定 　P.4-21

自動再送 　P.13-8

送信中ステータス表⺬ 　P.13-8

受信動作全般

メールお知らせ設定 　P.13-8

フィーリングメール
連動

　P.13-9

デルモジ表⺬設定 　P.13-9

アニメビュー表⺬設定 　P.13-8

迷惑メール設定 　P.4-12

迷惑メール申告先設定 M
スクロール単位 　P.13-8

メールリスト表⺬切替 　P.13-8

アドレス表⺬切替 　P.13-8

受信ボックス表⺬設定 　P.13-8

送信ボックス表⺬設定 　P.13-8

メール自動削除設定
受信ボックス 　P.13-8

送信済みボックス 　P.13-8

機能名 ページ

メール受信設定 　P.13-10

署名設定 　P.4-18

画像表⺬設定 　P.13-10

添付ファイル自動表
⺬

画像 　P.13-10

サウンド 　P.13-10

添付ファイル送信時設定 M

機能名 ページ

PCメールアカウント設定 　P.4-15

PCメール受信設定 M
新着チェック設定 　P.13-10

PCメール自動改行設定 　P.13-10

機能名 ページ

有効期限設定 　P.13-10

SMSセンター番号 M
文字コード設定 M

Yahoo!ケータイ
機能名 ページ

Yahoo!ケータイ 　P.5-3

ブックマーク 　P.5-8

お気に入り 　P.5-8

URL入力 　P.5-3

アクセス履歴一覧 　P.5-3

PCサイトブラウザ 　P.5-4

設定 　P.13-11
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1

■PCサイトブラウザ

■設定

■設定

■設定

機能名 ページ

ホームページ 　P.5-4

ブックマーク 　P.5-8

お気に入り 　P.5-8

URL入力 　P.5-4

アクセス履歴一覧 　P.5-4

Yahoo!ケータイ 　P.5-3

PCサイトブラウザ設
定

文字サイズ 　P.13-11

スクロール設定 　P.13-11

ポインタ設定 　P.13-11

テキストブラウズ設定 　P.13-11

メモリ操作 　P.13-11

セキュリティ設定 M
ファイル保存先 　P.13-11

ブラウザ初期化 　P.13-11

設定リセット 　P.13-11

警告画面表⺬設定 　P.13-11

拡大縮小表⺬設定 　P.5-9

拡大領域設定 　P.5-9

機能名 ページ

文字サイズ 　P.13-11

スクロール単位 　P.13-11

ポインタ設定 　P.13-11

テキストブラウズ設定 　P.13-11

メモリ操作 　P.13-11

セキュリティ設定 M
ファイル保存先 　P.13-11

ブラウザ初期化 　P.13-11

設定リセット 　P.13-11

S!アプリ
機能名 ページ

S!アプリライブラリ 　P.8-10

おサイフケータイ 　P.9-15

S!アプリ開始要求履歴 　P.8-10

設定 　P.13-15

インフォメーション M

機能名 ページ

音量 　P.13-15

バックライト M
バイブ M
メモリカードシンクロ M
着信時優先動作 　P.13-15

S!アプリ待受設定
On／Off設定 　P.8-13

起動開始時間 　P.13-15

一時停止設定 M
サラウンド 　P.13-15

S!アプリ設定リセット 　P.13-15

S!アプリオールリセット 　P.13-15

TV　
機能名 ページ

デジタルTV 　P.6-4

TVプレイヤー 　P.6-7

TVリンク M
番組表 　P.6-5

録画／視聴予約 　P.6-8

設定 　P.13-12

機能名 ページ

予約時間お知らせ

アラーム音 M
バイブ M
ライト M
アラーム通知時間 　P.13-13

アラーム鳴動時間 M

データ放送

録画設定 　P.13-12

画像保存先設定 M
通信接続時確認設定 M
位置情報利用設定 M
製造番号利用設定 M
放送局メモリ削除 M

画面サイズ設定 　P.13-13

ピクト表⺬設定 M
イヤホン／スピーカー切替 　P.13-13

オーディオ出力切替 　P.13-13

通話時タイムシフト設定 　P.13-13

着信時優先動作 　P.13-13

TV予約優先設定 M
録画保存先設定 　P.13-13

オートオフ時間設定 　P.13-13
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■静止画撮影

■動画撮影

■S!速報ニュース

■S!情報チャンネル／お天気：お天気アイコン

■PIM／生活ツール

PIM／生活ツール：おサイフケータイ

カメラ

機能名 ページ

撮影設定

明るさ調整 　P.7-4

フォーカス設定 　P.7-13

ホワイトバランス 　P.13-14

撮影モード

フレーム追加 　P.7-6

連写設定 　P.7-6

効果付き撮影 　P.7-7

パノラマ／スキャナ 　P.7-7

ひとり旅録 　P.7-8

バーコード／名刺読取 　P.9-25

データフォルダ 　P.7-4

撮影サイズ 　P.7-13

シーン別撮影 　P.7-13

画質設定 　P.13-14

セルフタイマー 　P.7-6

設定

アイコン表⺬ M
シャッター音 　P.13-14

保存先設定 　P.13-14

自動保存設定 　P.13-14

パノラマ設定 M
リモートシャッター設定 　P.13-14

インカメラに切替 　P.7-13

ヘルプ 　P.7-4

モバイルライト 　P.7-13

機能名 ページ

撮影設定
明るさ調整 　P.7-4

フォーカス設定 　P.7-13

表⺬サイズ 　P.13-14

データフォルダ 　P.7-5

撮影時間／サイズ 　P.7-13

マイク設定 　P.13-14

画質設定 　P.13-14

セルフタイマー 　P.7-6

設定

保存先設定 　P.13-14

自動保存設定 　P.13-14

エンコード形式 M
インカメラに切替 　P.7-13

ヘルプ 　P.7-4

モバイルライト 　P.7-13

エンタテイメント

機能名 ページ

S!速報ニュース 　P.9-29

S!情報チャンネル／
お天気

最新情報 　P.9-30

バックナンバー 　P.9-30

サービス登録・解除 　P.9-30

再配信要求 　P.9-41

S!情報チャンネル
通知設定

M

お天気アイコン 　P.9-30

ブックサーフィン 　P.9-31

ケータイ書籍 　P.9-31

機能名 ページ

S!速報ニュースリスト 　P.9-29

S!ループリスト 　P.9-40

設定

自動更新設定 　P.9-40

画像取得設定 M
自動更新予定確認 　P.9-40

背景変更設定 　P.9-40

S!速報ニュース
リスト消去

M

機能名 ページ

天気予報 　P.9-41

手動更新 　P.9-30

設定

待受表⺬設定 　P.13-16

天気予報通知設定 M
アイコン更新設定 　P.13-16

ツール

機能名 ページ

カレンダー 　P.9-4

アラーム 　P.9-9

お目覚めTV 　P.9-11

予定リスト 　P.9-7

電卓 　P.9-13

マネー積算メモ 　P.9-14

おサイフケータイ 　P.9-15

機能名 ページ

生活アプリ 　P.9-15

機能名 ページ
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1

■タイマー／時計ツール

■文書／録音ツール

■ミュージック

■ムービーICカード設定

ICカードステータス M
ICカードロック 　P.9-16

リモートロック 　P.9-16

外部起動設定 M
残高表⺬設定 　P.9-35

設定リセット 　P.13-16

機能名 ページ

ストップウォッチ 　P.9-18

キッチンタイマー 　P.9-19

世界時計 　P.9-20

時報 　P.9-21

機能名 ページ

ドキュメントビューア 　P.9-22

メモ帳 　P.9-23

ボイスレコーダー

録音時間 　P.9-37

着うた・メロディ 　P.9-24

保存先設定 　P.9-37

バーコード／名刺読
取

バーコードリーダー 　P.9-25

データフォルダ 　P.9-38

QRコード作成 　P.9-26

名刺読み取り 　P.9-27

文字読み取り 　P.9-28

読み取りデータ確認 　P.9-38

センサーキー操作ガイド 　P.1-9

ガイド機能 　P.1-14

機能名 ページ データフォルダ

機能名 ページ

ピクチャー 　P.2-20

デジタルカメラ 　P.2-20

着うた・メロディ 　P.2-20

S!アプリ 　P.8-10

ミュージック 　P.2-20

ムービー 　P.2-20

生活アプリ 　P.9-15

ブック 　P.2-20

きせかえアレンジ 　P.2-8

S!状況テンプレート 　P.2-20

Flash{　 　P.2-20

その他ファイル 　P.2-20

メモリ確認 　P.2-20

メディアプレイヤー

機能名 ページ

ミュージック 　P.8-5

ムービー 　P.8-6

ストリーミング 　P.5-10

設定
オーディオ出力切替 　P.13-15

WMA／WMV全件削除 　P.8-12

機能名 ページ

続き再生 　P.8-11

プレイリスト 　P.8-7

SDオーディオ 　P.8-5

WMA　 　P.8-5

ミュージックダウンロード 　P.8-3

ミュージックサーチ 　P.8-3

設定
サウンド効果 　P.8-11

再生モード 　P.8-11

機能名 ページ

続き再生 　P.8-11

プレイリスト 　P.8-7

SDビデオ 　P.8-6

WMV　 　P.8-6

ムービーダウンロード 　P.8-3

設定

再生モード 　P.8-11

バックライト M
表⺬サイズ 　P.8-11

サウンド効果 　P.8-11

WEBリンク情報表⺬設定 M

コミュニケーション

機能名 ページ

S!タウン 　P.10-3

S!ループ 　P.10-3

S!ともだち状況 　P.10-4

S!一⻫トーク 　P.10-7

ちかチャット 　P.10-9

機能名 ページ
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■本体設定

本体設定：ディスプレイ設定

本体設定：音・バイブ・ライト

本体設定：日時設定

電話機能

機能名 ページ

アドレス帳 　P.2-16

アドレス帳新規登録 　P.2-17

インフォメーション 　P.1-6

通話履歴 　P.3-8

簡易留守録再生 　P.3-4

留守電サービス再生 　P.3-10

グループ設定 　P.2-28

オーナー情報 　P.1-14

スピードダイヤル／メール 　P.3-7

メールグループ登録 　P.4-14

S!電話帳バックアップ 　P.12-11

アドレス帳設定

検索方法切替 　P.2-19

メモリ切替 　P.13-6

登録先設定 　P.13-6

未登録番号追加 　P.13-6

アドレス帳管理

全件コピー M
メモリ確認 　P.2-17

全件削除 　P.2-29

設定

機能名 ページ

モード設定 　P.13-2

ディスプレイ設定 　P.13-3

きせかえアレンジ 　P.2-8

音・バイブ・ライト 　P.2-9

日時設定 　P.13-2

キーバックライト設定 　P.13-4

Language 　P.13-3

ユーザー辞書 　P.2-15

センサーキー有効時間 　P.13-4

オープン時センサーキー設定 　P.13-4

モーション
コントロール設定

クローズ時表⺬方向 　P.13-4

クイックショートカット 　P.1-7

着信音出力切替 　P.13-5

受話音量調節 　P.3-11

メニュー切替 　P.2-4

セキュリティ設定 　P.11-2

ソフトウェア更新 　P.14-5

初期化
設定リセット 　P.13-19

オールリセット 　P.13-19

機能名 ページ

壁紙 　P.2-7

画面ピクチャー 　P.13-3

画面エフェクト 　P.13-3

文字表⺬ 　P.2-5

待受設定

時計／カレンダー表⺬ 　P.13-4

待受ウィンドウ設定 　P.2-6

アイコン表⺬ 　P.13-4

ネットワーク
オペレータ名表⺬

M

鮮やかモード M
電源Onメッセージ M
バックライト 　P.13-3

パネル点灯時間 　P.13-3

ディスプレイマナー 　P.13-3

クローズ後点灯時間 　P.13-3

クローズ時着信相手表⺬ 　P.13-4

ダイヤル表⺬設定 M

機能名 ページ

機能名 ページ

音量 　P.13-5

着信音／ムービー 　P.2-9

効果音 　P.13-5

バイブ 　P.2-9

着信ライト設定 　P.13-5

インフォメーションライト設定 M
エニーキーアンサー 　P.13-5

サラウンド M

機能名 ページ

日付時刻設定 　P.13-2

時刻補正 　P.13-2

サマータイム設定 　P.13-2

タイムゾーン設定 　P.13-2

時計／カレンダー表⺬ 　P.13-4

世界時計 　P.9-20

アラーム 　P.9-9

祝日設定 M
時刻フォーマット 　P.13-2

日付フォーマット 　P.13-2

カレンダーフォーマット 　P.13-2
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1

本体設定：セキュリティ設定

■外部接続

外部接続：Bluetooth

外部接続：メモリカードメニュー

■通話／TVコール設定

■ネットワーク設定

機能名 ページ

PIN認証 　P.11-2

PIN2変更 　P.11-6

顔認証機能 　P.11-4

キー操作ロック 　P.11-2

誤動作防止（クローズ時） 　P.13-2

IPサービス設定 　P.13-17

アプリ使用禁止 　P.11-3

履歴使用禁止 　P.11-3

シークレットモード 　P.11-3

ロックメッセージ設定 　P.11-6

暗証番号変更 　P.1-13

機能名 ページ

Bluetooth　 　P.12-5

赤外線通信
On／Off設定 　P.12-3

一括データ赤外線送信 　P.12-4

USB接続モード
カードリーダモード 　P.12-8

MTP通信モード 　P.8-4

USB充電 　P.13-18

メモリカードメニュー 　P.2-23

メモリカードへ
バックアップ

保存（全項目） 　P.12-10

保存（選択項目） 　P.12-10

読込み（全項目） 　P.12-10

読込み（選択項目） 　P.12-10

設定・管理 　P.12-14

機能名 ページ

On／Off設定 　P.12-6

周辺デバイス検索 　P.12-6

登録済みデバイス 　P.12-6

一括データ送信 　P.12-7

腕時計連携設定 　P.13-18

マイデバイス設定 　P.13-18

マイデバイス情報 M

機能名 ページ

プリント指定
（DPOF）

枚数指定 　P.7-12

設定 　P.7-14

プリント指定状況確認 　P.7-12

全設定リセット M
SDローカルコンテンツ M
フォーマット 　P.2-24

メモリ確認 　P.2-20

機能名 ページ

通信時間・料金

通話時間 　P.3-8

データ通信 　P.13-7

通話料金 　P.3-8

簡易留守録設定

On／Off設定 　P.3-4

応答時間設定 M
応答文再生 M
音量設定 M

留守番・転送電話

留守番電話 　P.3-9

転送電話 　P.3-9

留守番・転送停止 　P.3-10

設定確認 　P.3-13

TVコール設定

送信画像切替 M
受信画質設定 　P.13-7

送信画質設定 　P.13-7

保留中ガイダンス表⺬ M
バックライト M
スピーカーホン 　P.3-12

マイクミュート M
リモートモニタモード 　P.3-11

発番号通知・表⺬ 　P.3-14

着信お知らせ機能 　P.3-10

国際発信設定 M

通話明細表⺬
通話後料金表⺬ 　P.13-7

通話時間表⺬ 　P.13-7

発着信規制

発信規制 M
着信規制 M
着信拒否 　P.3-14

規制用暗証番号変更 　P.3-14

通話時間お知らせ 　P.13-7

スライド通話設定
オープン通話 　P.13-7

クローズ終話 　P.13-7

自動応答（イヤホン） M
割込通話 　P.3-13

機能名 ページ

オフラインモード 　P.1-12

ネットワーク自動調整 　P.13-18

位置情報設定

位置情報URL設定 M
測位On／Off設定 　P.13-18

ブラウザ位置情報送信 　P.13-18

ネットワーク状態表⺬ M
外部機器設定 M

機能名 ページ
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ACアダプタ .........................................1-10
Bluetooth{ ........................................12-5
腕時計連携設定 ...............................13-18
機器削除 ........................................12-13
機器切断 ........................................12-13
受信 ................................................12-7
送信 ..............................7-13、12-7、12-13
デバイス名称変更 ............................12-13
プリント ..........................................7-12
マイデバイス設定 ............................13-18

DPOF（→プリント指定） ........................7-12
ICカード設定 .......................................9-16

ICカードロック .................................9-16
リモートロック .................................9-16

IPサービス設定 ..................................13-17
IrSS通信 ......................................7-13、12-2
Language（言語選択） ...........................13-3
MTP通信モード .................................... 8-4
PCサイトブラウザ ................................. 5-4
拡大縮小表⺬設定 ............................... 5-9
拡大領域設定 ..................................... 5-9
画面表⺬切替 ..................................... 5-9
クイック移動 ..................................... 5-9
警告画面表⺬設定 ............................13-11

PCメール ..................................... 4-2、4-15
PCメール送信 ......................................4-17
PINコード ...........................................14-2
PINコード変更 .....................................11-6
PIN認証 ..............................................11-2
PINロック ...........................................14-2
QRコード作成 ......................................9-26
SMS .................................................... 4-2
有効期限設定 ..................................13-10

SMS送信 .............................................. 4-7

S! FeliCa（→おサイフケータイ{） .......... 9-15
S!アプリ .............................................8-10
音量 .............................................. 13-15
起動開始時間 .................................. 13-15
削除 ................................................8-13
サラウンド ..................................... 13-15
ダウンロード ....................................8-13
着信時優先動作 ............................... 13-15
待受設定 ..........................................8-13

S!アプリオールリセット ..................... 13-15
S!アプリ設定リセット ........................ 13-15
S!一⻫トーク .......................................10-7

IPサービス設定 ............................... 13-17
スピーカーホン ............................... 13-17
着信 ................................................10-8
発信 ................................................10-8
メンバー登録 ....................................10-7
メンバーリスト編集 ........................ 10-10

S!おなじみ操作 ....................................2-26
S!状況テンプレート .....................2-20、10-5
S!情報チャンネル .................................9-30
お天気アイコン .................................9-30
再配信 .............................................9-41
情報画面での操作 .............................9-41

S!速報ニュース ....................................9-29
S!ループリスト ................................9-40
コンテンツ削除 .................................9-40
自動更新設定 ....................................9-40

S!タウン .............................................10-3
S!電話帳バックアップ ........................ 12-11
自動同期設定 .................................. 12-14
同期履歴 ........................................ 12-14
ユーザーID／パスワード確認 ............ 12-14

S!ともだち状況 ....................................10-4
IPサービス設定 ............................... 13-17
確認 ................................................10-6
最新情報更新 .................................. 10-10

通知リスト ..................................... 10-10
メンバー登録 ................................... 10-6
メンバー登録応答設定 ..................... 13-17
メンバーリスト編集 ........................ 10-10

S!ミュージックコネクト .........................8-4
S!メール ...............................................4-2
アレンジメール ............................4-2、4-6
画像表⺬設定 ................................. 13-10
添付ファイル自動表⺬ ..................... 13-10
ファイル添付 .....................................4-5
フィーリングメール ......................4-2、4-5
メール受信設定 .............................. 13-10

S!メール送信 ........................................4-4
S!ループ ............................................. 10-3
TVコール ..............................................3-5
画質設定 .......................................... 13-7
スピーカーホン ........................ 3-12、13-7
リモートモニタモード ....................... 3-11

TVプレイヤー ........................................6-7
USBケーブル ..........................................vii
USB充電 ................................... 1-10、13-18
USIMカード ....................................... 14-2
USIMカードの暗証番号（→PINコード）  ... 14-2
Yahoo!ケータイ ...................................5-3

アイコンの見かた（→マークの見かた） ......1-4
アウトカメラ .........................................1-2
明るさセンサー .......................... 13-3、13-12
明るさセンサー部 ..................................1-2
アドレス帳検索 .................................... 2-19
アドレス帳削除 .................................... 2-29
アドレス帳登録 .................................... 2-17
グループ着信設定 ............................. 2-28
個別着信音設定 ................................ 2-18
シークレット設定 ............................. 2-18

索引

英数字

あ



資
料
／
付
録

14

4-31

索引

#02tori__J535_PDF.book  31 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
1

その他の設定 ................................... 2-28
登録先設定 ...................................... 13-6
フォト選択 .............................. 2-18、2-28
未登録番号追加 ................................ 13-6
ライト／バイブ設定 .......................... 2-28

アドレス帳編集 ................................... 2-29
アドレス帳利用 ................................... 2-19
他の機能からアドレス帳利用 .............. 2-19
メール作成 ...................................... 2-29
メモリ切替 ...................................... 13-6

アニメビュー表⺬ .......................... 4-8、13-8
アフターサービス .............................. 14-38
アプリ使用禁止 ................................... 11-3
アラーム ............................................... 9-9
解除 ................................................ 9-10
削除 ................................................ 9-10
世界時計連動設定 ........................... 13-16
編集 ................................................ 9-33
マナーモード時設定 ........................ 13-16

アレンジメール送信 ............................... 4-6
テンプレートからの作成 .................... 4-19
入力済みの文字装飾 .......................... 4-19

暗証番号 ............................................. 1-13
安全上のご注意 ......................................viii
位置情報設定 ..................................... 13-18
測位On／Off設定 ........................... 13-18
ブラウザ位置情報送信 ..................... 13-18

イヤホン着信 ....................................... 3-11
イヤホンマイク .......................................vii
イヤホンマイク端子 ............................... 1-2
インカメラ ............................................ 1-2
インターネット ..................................... 5-2

URL入力履歴 ...................................... 5-9
お気に入り／ブックマーク登録 ............ 5-8
情報画面の操作のしかた ...................... 5-5
情報画面の利用 .................................. 5-9
接続 ............................................5-3、5-4
設定 .............................................. 13-11
ブラウザ切替 ..................................... 5-9

履歴削除 ........................................... 5-9
インフォメーション ............................... 1-6
エニーキーアンサー ............................. 13-5
応答保留 ............................................. 3-11
オートフォーカス .................................. 7-2
オーナー情報 .............................. 1-11、1-14

Bluetooth{送信 .............................12-13
赤外線送信 .....................................12-13

オープン時センサーキー設定 ................. 13-4
オープンポジション ............................... 1-2
オールリセット ..................................13-19
お気に入り ........................................... 5-8
削除 ............................................... 5-11
タイトル変更 ................................... 5-11

おサイフケータイ{ .............................. 9-15
ICカード設定 ................................... 9-16
残高確認 ......................................... 9-35
残高表⺬設定 ................................... 9-35
使用禁止 ......................................... 9-16
設定リセット ..................................13-16

お天気アイコン ................................... 9-30
アイコン更新設定 ............................13-16
手動更新 ......................................... 9-30
天気予報 ......................................... 9-41
待受表⺬設定 ..................................13-16

お問い合わせ先一覧 ............................14-39
音・バイブ・ライト .......................... 2-9、13-5
お願いとご注意 ...................................... xiv
オプションサービス ............................... 3-9
オプションサービス設定確認 ................. 3-13
オフラインモード ................................ 1-12
お目覚めTV ........................................ 9-11
音楽再生 ............................................... 8-5
再生モード ...................................... 8-11
サウンド効果 ................................... 8-11
続き再生 ......................................... 8-11

音楽削除 ............................................. 8-12
音楽入手 ............................................... 8-3
音声電話 ............................................... 3-3

音声メモ録音 .......................................3-12

カードリーダモード ..............................12-8
ガイド機能 ..........................................1-14
外部機器端子 ........................................ 1-2
顔認証機能 ..........................................11-4
各部の名称 ........................................... 1-2
画像加工 .............................................. 7-9
画像合成 .............................................. 7-9
壁紙 .................................................... 2-7
壁紙登録 .............................................2-30
カメラ ................................................. 7-2
アウトカメラ／インカメラ切替 ...........7-13
画質設定 ........................................13-14
自動保存設定 ..................................13-14
静止画撮影 ........................................ 7-4
接写 ................................................7-13
セルフタイマー撮影 ........................... 7-6
動画撮影 ........................................... 7-5
保存先設定 .....................................13-14
マニュアル撮影 .................................7-13
モバイルライト撮影 ..........................7-13

画面エフェクト ....................................13-3
画面のしくみ ........................................ 1-6
画面の見かた ........................................ 1-4
画面ピクチャー ....................................13-3
カレンダー ........................................... 9-4
カレンダー設定 .................................9-32
予定確認 ........................................... 9-6
予定削除 ........................................... 9-6
予定登録 ........................................... 9-5
予定編集 ......................................... 9-32

簡易留守録 ....................................3-4、3-11
キー操作ロック ....................................11-2
キーバックライト設定 ...........................13-4
きせかえアレンジ .................................. 2-8

Webアクセス ...................................2-26

か



資
料
／
付
録

14

14-32

索引

#02tori__J535_PDF.book  32 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
キッチンタイマー .................................9-19
機能の探しかた ........................................ ii
機能別仕様 ........................................14-19
インターネット ...............................14-20
カメラ／静止画編集 .........................14-20
共通操作 ........................................14-19
コミュニケーションサービス ............14-22
通信／バックアップ .........................14-22
ツール ...........................................14-21
テレビ ...........................................14-20
電話 ..............................................14-19
メール ...........................................14-19
メディアプレイヤー／S!アプリ .........14-21

機能呼び出し .................................. 2-2、2-3
切替通話 .............................................3-13
緊急通報（110、119、118）発信 ................ 3-2
クイックオペレーション ......................... 2-2
クイックショートカット ................... 1-7、2-2
クイック返信 .......................................4-21
区点コード一覧 ..................................14-12
グライディング ..................................... 1-8
クローズ時表⺬方向 ..............................13-4
クローズポジション ............................... 1-2
携帯電話機の比吸収率（SAR）について ......xviii
ケータイ書籍 .......................................9-31
ケータイ書籍ライブラリ ........................9-41
言語選択 .............................................13-3
効果音 .................................................13-5
交換機用暗証番号 .................................1-13
国際電話 .............................................. 3-3
故障かな？ ..........................................14-6
誤動作防止 ..................................1-14、13-2
コミュニケーションサービス .................10-2

サイドボタン ........................................ 1-3
サマータイム設定 .........................9-20、13-2
参考URL ...........................................14-22

シークレットモード ..............................11-3
時刻補正 .............................................13-2
自動再送 .............................................13-8
自動返信設定 .......................................4-21
時報 ...................................................9-21
時報音 .............................................9-36
世界時計連動設定 ........................... 13-16
バイブ .............................................9-36
マナーモード時設定 ........................ 13-16

写メール .................................. 7-4、7-5、7-7
充電 ...................................................1-10
充電端子 ...............................................1-2
受信ボックス表⺬設定 ..........................13-8
受話音量調節 .......................................3-11
仕様 ................................................. 14-18
ショートカット ......................................2-2
変更 ................................................2-25

初期化 .............................................. 13-19
オールリセット ............................... 13-19
設定リセット .................................. 13-19
メモリカード ....................................2-24

署名設定 .............................................4-18
シンプルメニュー ...................................2-4
ストップウォッチ .................................9-18
ストラップ取り付け穴 ............................1-2
ストリーミング ..............................5-3、5-10
スピーカー ............................................1-2
スピーカーホン .................. 3-12、13-7、13-17
スピードダイヤル／メール ..............3-7、4-18
スポットライト ....................................1-14
スモールライト ......................................1-2
スライド壁紙 .........................................2-7
スライド通話設定 .................................13-7
静止画撮影 ............................................7-4
撮影サイズ .......................................7-13
シーン別撮影 ....................................7-13
シャッター音 .................................. 13-14
スキャナ撮影 ......................................7-7
装飾効果付き撮影 ...............................7-7

パノラマ撮影 .....................................7-7
ひとり旅録 .........................................7-8
フレーム付き撮影 ...............................7-6
ホワイトバランス ........................... 13-14
連写撮影 ............................................7-6

静止画編集 ............................................7-9
顔写真の加工 ................................... 7-10
サイズ変更 ....................................... 7-10
その他の静止画編集 .......................... 7-14
パノラマ合成 ................................... 7-11

世界時計 ............................................. 9-20
都市追加 .......................................... 9-36
待受画面に設定 ................................ 9-20

世界時計連動設定 .............................. 13-16
赤外線通信 .......................................... 12-2
受信 ................................................ 12-3
送信 ...................................... 12-4、12-13

赤外線ポート .........................................1-2
セキュリティ設定 ........................ 1-13、11-2
設定リセット ..................................... 13-19
センサーキー ...................................1-2、1-8
センサーキー有効時間 .......................... 13-4
操作用暗証番号 .................................... 1-13
送信済メール取消 ................................ 4-18
送信中ステータス表⺬ .......................... 13-8
送信ボックス表⺬設定 .......................... 13-8
ソフトウェア更新 ................................ 14-5
ソフトキー ............................................1-6

タイムゾーン設定 ........................ 9-20、13-2
ダウンロード辞書 ................................ 2-15
卓上ホルダー ...................................vii、1-10
多者通話 ............................................. 3-13
多者通話サービス ..................................3-9
タッピング ............................................1-8
ちかチャット ....................................... 10-9
着信お知らせ機能 ................................ 3-10

さ

た



資
料
／
付
録

14

4-33

索引

#02tori__J535_PDF.book  33 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
1

着信音量変更 ....................................... 13-5
着信拒否 ............................................. 3-11
アドレス帳以外 ................................ 3-14
公衆電話 .......................................... 3-14
通知不可 .......................................... 3-14
電話番号指定 ................................... 3-14
非通知 ............................................. 3-14

着信時の動作 ......................................... 2-9
着信音変更 ........................................ 2-9
バイブレータ ..................................... 2-9
鳴動時間 .......................................... 2-26

着信ライト設定 ................................... 13-5
着信履歴 ............................................. 3-11
チャットフォルダ ................................ 4-13
削除 ................................................ 4-24
リセット .......................................... 4-24

通信時間・料金 ....................................... 3-8
データ通信 ...................................... 13-7
リセット .......................................... 3-13

通話後料金表⺬ ................................... 13-7
通話時間お知らせ ................................ 13-7
通話時間表⺬ ....................................... 13-7
ツール .................................................. 9-2
通話中発信 .......................................... 3-13
ディスプレイ ......................................... 1-2
ディスプレイ設定 ................................ 13-3
アイコン表⺬ ................................... 13-4
画面ピクチャー ................................ 13-3
クローズ後点灯時間 .......................... 13-3
クローズ時着信相手表⺬ .................... 13-4
ディスプレイマナー .......................... 13-3
時計／カレンダー表⺬ ....................... 13-4
バックライト ................................... 13-3
パネル点灯時間 ................................ 13-3

データフォルダ ................................... 2-20
削除 ................................................ 2-30
スライドショー ................................ 2-21
ファイル移動／コピー ....................... 2-22
ファイル確認 ................................... 2-21

ファイル並べ替え ............................. 2-30
ファイルの利用 ................................ 2-30
ファイル複数選択 ............................. 2-22
ファイル名変更 ................................ 2-30
ファイルメール添付 .................... 2-21、4-5
フォルダ作成 ................................... 2-22
フォルダシークレット解除 ................ 2-30
フォルダシークレット設定 ................ 2-22
フォルダ名変更 ................................ 2-22
リスト表⺬切替 ................................ 2-22

データ放送 ........................................... 6-5
データ放送全画面表⺬ ......................... 6-9
データ放送トップに戻る ..................... 6-9
録画設定 ........................................13-12

でか文字メニュー .................................. 2-5
デジタルTV（→テレビ） ........................... 6-4
デルモジ表⺬ ........................................ 4-8
デルモジ表⺬設定 ................................ 13-9
テレビ視聴 ........................................... 6-4

AVポジション .................................... 6-9
Bluetooth{オーディオ ....................... 6-9
チャンネル保存 .................................. 6-9
データ放送利用 .................................. 6-5
番組情報取得 ..................................... 6-5
番組表 .............................................. 6-5
ヘルプ .............................................. 6-9

テレビ電話（→TVコール）  ....................... 3-5
テレビ番組録画／再生 ............................ 6-6
再生モード ........................................ 6-9
分割ファイル再生 ............................. 6-10
マーカー操作 ................................... 6-10
メモリ残量表⺬ .................................. 6-9
録画ファイル削除 ............................. 6-10
録画ファイル名変更 .......................... 6-10

テレビ録画／視聴予約 ............................ 6-8
お目覚めTV ..................................... 9-11
番組情報 ......................................... 6-10
予約結果の確認／削除 ....................... 6-10
予約内容の編集／削除 ....................... 6-10

録画保存先設定 ...............................13-13
テレビ（ワンセグ） .................................. 6-2
イヤホン／スピーカー切替 ...............13-13
映像設定 ........................................13-12
エリア切替 ...............................6-9、13-13
エリア追加 ........................................ 6-9
オーディオ出力切替 ........................13-13
オートオフ時間設定 ........................13-13
画面サイズ設定 ...............................13-13
サウンド設定 ..................................13-12
字幕／音声設定 ...............................13-12
着信時優先動作 ...............................13-13
チャンネル設定 .........................6-3、13-13
通話時タイムシフト設定 ..................13-13
予約時間お知らせ ............................13-13

テロップ編集 ........................................ 8-9
削除 ................................................8-13
テロップ文字 ....................................8-13

電源を入れる／切る ..............................1-11
電子ブック ..........................................9-31
閲覧 ........................................9-31、9-41
入手 ................................................9-31
文字列コピー ....................................9-41

転送電話サービス .................................. 3-9
電卓 ...................................................9-13
換算 ................................................9-34
計算結果コピー .................................9-34
レート設定 .......................................9-34

電池カバー ........................................... 1-2
電池パック ..................................1-10、14-4
電話 .................................................... 3-2
電話番号の確認 ....................................1-14
電話を受ける（TVコール） ........................ 3-6
電話を受ける（音声電話） ........................ 3-4
電話をかける（TVコール） ........................ 3-5
電話をかける（音声電話） ........................ 3-3
電話をかける（国際電話） ........................ 3-3
動画切り取り ........................................ 8-8



資
料
／
付
録

14

14-34

索引

#02tori__J535_PDF.book  34 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
動画再生 .............................................. 8-6
再生モード .......................................8-11
サウンド効果 ....................................8-11
続き再生 ..........................................8-11
表⺬サイズ .......................................8-11

動画削除 .............................................8-12
動画撮影 .............................................. 7-5
撮影時間／サイズ ..............................7-13
表⺬サイズ .....................................13-14
マイク設定 .....................................13-14

動画入手 .............................................. 8-3
動画編集 .............................................. 8-8
ドキュメントビューア ...........................9-22
時計／カレンダー表⺬ ...........................13-4

内蔵アンテナ ........................................ 1-2
日時設定 .............................................13-2
カレンダーフォーマット ....................13-2
時刻フォーマット ..............................13-2
日付フォーマット ..............................13-2

ネットワーク自動調整 .................1-11、13-18

バーコード読み取り ..............................9-25
データフォルダ内のバーコード読み取り ....9-38
文字入力中の読み取り .......................9-38
読み取り結果の利用 ...........................9-38

配信確認 .....................................4-19、13-8
バイブレータ ........................................ 2-9
パソコン接続 .......................................12-8
バックアップ .......................................12-9
設定・管理 .......................................12-14

バックライト .......................................13-3
発信者番号通知サービス ......................... 3-9
発信者番号通知／非通知 ........................3-11
発着信規制サービス ............................... 3-9
発着信規制用暗証番号 ...........................1-13

発着信規制用暗証番号変更 ....................3-14
発着信履歴 ............................................3-8
削除 ................................................3-12

発番号通知・表⺬ ..................................3-14
パニング ...............................................5-5
パニングモード .................................. 13-11
パネル点灯時間 ....................................13-3
日付時刻設定 .......................................13-2
フォーカス設定 ....................................7-13
フォーカスロック .................................7-13
フィーリングメール作成 .........................4-5
フィーリングメール受信 .........................4-8
フィーリングメール連動 .......................13-9
フォーマット（メモリカード） .................2-24
付属品 ................................................... vii
ブックサーフィン{ ..............................9-31
ブックマーク .........................................5-8
削除 ................................................5-11
タイトル変更 ....................................5-11

プリント（Bluetooth{） ........................7-12
プリント指定（DPOF） ...........................7-12
一括指定 ..........................................7-12
インデックスプリント指定 .................7-14
日付付加指定 ....................................7-14
プリント指定状況確認 .......................7-12

プレイリスト .................................8-7、8-12
ボイスレコーダー .................................9-24
保存先設定 .......................................9-37
メール送信 .......................................9-37
録音時間 ..........................................9-37

ホイップアンテナ ...................................1-2
ポケベルコード一覧 ............................ 14-11
ポジション ............................................1-2
保証書 .............................................. 14-38
ボタンのはたらき ...................................1-3
本書の見かた ........................................... iv

マークの見かた ......................................1-4
音楽再生画面 .....................................8-5
カメラ（撮影画面） ...............................7-3
ディスプレイ .....................................1-4
動画再生画面 .....................................8-6
メール（リスト画面） ............................4-9

マイク（送話口） ......................................1-2
マイク付ステレオイヤホン ........................vii
待受ウィンドウ ......................................2-6
ウィンドウ表⺬設定 .......................... 2-25
カレンダー／付箋パネル ......................2-6
ショートカットパネル .........................2-6
ニュースパネル ..................................2-6
表⺬パネル設定 ..................................2-6
付箋入力 ............................................2-7
メンバーパネル ..................................2-6

待受画面 ...............................................1-6
マナーモード ....................................... 1-12
マネー積算メモ .................................... 9-14
入力済みの内容変更 .......................... 9-34

マルチジョブ機能 ..................................2-3
名刺読み取り ....................................... 9-27
読み取り結果の利用 .......................... 9-38

迷惑メール設定 ............................ 4-12、4-24
メインメニュー ......................................2-2
メール（→SMS、S!メール、PCメール） ........4-2
一般設定 .......................................... 13-8
カラーラベル ................................... 4-22
検索 ........................................ 4-11、4-23
シークレット解除 ............................. 4-23
シークレット設定 ............................. 4-11
並べ替え .......................................... 4-22
フォルダ削除 ................................... 4-23
フォルダ新規作成 ............................. 4-23
フォルダ名変更 ................................ 4-23
複数選択 .......................................... 4-22

な

は

ま



資
料
／
付
録

14

4-35

索引

#02tori__J535_PDF.book  35 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
1

メール画面の見かた ............................ 4-9
メールアドレス ..................................... 4-3
メールお知らせ設定 ............................. 13-8
メールグループ ................................... 4-14
グループ名編集 ................................ 4-24
削除 ................................................ 4-24
メンバー変更 ................................... 4-24

メール削除 .......................................... 4-22
自動削除設定 ................................... 13-8

メール作成／送信 ....................4-4、4-7、4-17
宛先選択 .......................................... 4-18
宛先追加 .......................................... 4-18
圏内時に送信 ................................... 4-18
下書き ............................................. 4-22
下書きへ保存 ................................... 4-18
署名設定 .......................................... 4-18
スピードダイヤル／メール ................. 4-18
送信オプション ................................ 4-19
送信済メール取消 ............................. 4-18
他社送信用絵文字 ............................... 4-4
デルモジ表⺬ ..................................... 4-8
添付再生優先 ................................... 4-19
テンプレートの利用 .......................... 4-19
日時指定 .......................................... 4-18
プレビュー表⺬ .................................. 4-4
編集／再送信 ................................... 4-23
編集と送信 ...................................... 4-23

メール受信／確認 .................................. 4-8
PCメール受信 ................................... 4-17
アドレス帳に登録 ............................. 4-21
コピー ............................................. 4-21
新着メール手動受信 .......................... 4-20
スクロール単位 ................................ 13-8
添付をデータフォルダへ保存 .............. 4-20
待受画面以外で新着メール確認 .......... 4-20
メールアドレス表⺬ .......................... 4-22
メール本文の情報利用 ....................... 4-20
メールリスト ................................... 4-20

メール転送 .......................................... 4-22

メール振り分け ................................... 4-12
再振り分け ...................................... 4-23
フォルダへ移動 ................................ 4-24
迷惑メール設定 ........................ 4-12、4-24

メール返信 ................................... 4-9、4-17
引用付き返信 ................................... 4-21
クイック返信 ................................... 4-21
自動返信設定 ................................... 4-21

メール保護 ......................................... 4-10
メールリスト表⺬切替 .......................... 13-8
メディアプレイヤー ............................... 8-2

WMA／WMV全件削除 ..................... 8-12
オーディオ出力切替 .........................13-15
プレイリスト利用 ....................... 8-7、8-12

メニュー一覧  ....................................14-24
S!アプリ ........................................14-25
TV　 ................................................14-25
Yahoo!ケータイ .............................14-24
エンタテイメント ............................14-26
カメラ ...........................................14-26
コミュニケーション .........................14-27
設定 ..............................................14-28
ツール ...........................................14-26
データフォルダ ...............................14-27
電話機能 ........................................14-28
メディアプレイヤー .........................14-27
メール ...........................................14-24

メニュー操作 ........................................ 2-2
メモ帳 ................................................ 9-23
本文編集／カテゴリ変更 ................... 9-37
メモ帳読み出し ................................ 9-37

メモリカード ...................................... 2-23
初期化 ............................................ 2-24
データ確認 ...................................... 2-21

メモリカードの構造と各データの保存場所 ....14-23
モード設定 ......................................... 13-2
目次 ........................................................vi
文字サイズ ........................................... 2-5

文字入力 .............................................2-10
１文字変換 .......................................2-11
E-mailアドレス／URL ........................2-13
アドレス帳引用 .................................2-27
改行 ................................................2-27
顔文字 .............................................2-12
カタカナ ..........................................2-12
カナ英数字変換 .................................2-13
漢字 ................................................2-11
記号／絵文字 ....................................2-12
区点コード .......................................2-27
スペース ..........................................2-27
入力／変換設定 .................................13-6
入力モード切替 .................................2-10
入力履歴リセット ..............................2-27
ひらがな ..........................................2-11
ポケベルコード .................................2-27
メモ帳読み出し .................................9-37
目的の漢字に変換できないとき ...........2-11
元に戻す／復元 .................................2-27
ワンタッチ変換 .................................2-13

文字入力用ボタン一覧 ...........................14-9
文字編集 .............................................2-14
文字読み取り .......................................9-28
文字入力中の読み取り .......................9-38
読み取り結果の利用 ..........................9-38

モーションコントロール ........................ 1-7
モバイルライト ..................................... 1-2

ユーザー辞書 .......................................2-15
修正／削除 .......................................2-27

ユーティリティーソフトウェア ......... vii、12-8
予定登録（→カレンダー） ........................ 9-5 
予定リスト ........................................... 9-7 
用件確認 ........................................... 9-8
用件削除 ........................................... 9-8
用件編集 ......................................... 9-32

や



資
料
／
付
録

14

14-36

索引

#02tori__J535_PDF.book  36 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
リセット（→初期化） ............................13-19
リダイヤル（発信履歴） ...........................3-11
リモートモニタモード ...........................3-11
リモートロック(おサイフケータイ{） ......9-16
電話リモートロック ...........................9-17
着信回数 ..........................................9-35
メールリモートロック .......................9-16
ロック通知先指定 ..............................9-35

履歴使用禁止 .......................................11-3
留守番電話サービス ............................... 3-9
レシーバー（受話口） ............................... 1-2

割込通話 .............................................3-13
割込通話サービス .................................. 3-9
割込通話着信 .......................................3-13

アドレス帳を登録する
受信メールから .................................4-21
新規登録 ..........................................2-17
発着信履歴から .................................3-12
メール本文の情報から .......................4-21
読み取り結果から ..............................9-39

インターネットに接続する
PCサイトブラウザ .............................. 5-4
Yahoo!ケータイ ................................ 5-3
メール本文の情報から .......................4-20
メディアプレイヤー ............................ 8-3
読み取り結果から ..............................9-38

閲覧する
PCサイトブラウザ .............................. 5-4
S!情報チャンネル ..............................9-30
S!速報ニュース .................................9-29
Yahoo!ケータイ ................................ 5-3

電子ブック .......................................9-31
ドキュメントビューア .......................9-22

外出先で使う
アラーム ............................................9-9
おサイフケータイ{ ...........................9-15
カメラ ...............................................7-2
時報 ................................................9-21
スポットライト .................................1-14
テレビ（ワンセグ） ...............................6-2
ボイスレコーダー .............................9-24

解除する
ICカードロック .................................9-16
S!おなじみ操作 ................................2-26
S!情報チャンネル .............................9-30
アラーム ..........................................9-10
オフラインモード .............................1-12
簡易留守録 .........................................3-4
キー操作ロック .................................11-2
きせかえアレンジ .............................2-26
誤動作防止 .......................................1-14
時報 ................................................9-21
シンプルメニュー ...............................2-4
スピードダイヤル／メール .................3-12
ダウンロード辞書設定 .......................2-15
でか文字メニュー ...............................2-5
転送電話 ..........................................3-10
フォルダのシークレット設定 ......2-30、4-23
マナーモード ....................................1-12
留守番電話 .......................................3-10

壁紙を設定する
データフォルダから ..........................2-30
本体設定から ......................................2-7
読み取り結果から .............................9-39

拒否する
相手を特定した着信 ..........................3-14
アドレス帳未登録の相手の着信 ...........3-14
公衆電話からの着信 ..........................3-14
ちかチャット接続要求 .......................10-9
通知不可電話からの着信 ....................3-14

非通知の相手からの着信 .................... 3-14
禁止／制限する

PIN認証 ........................................... 11-2
おサイフケータイ{（S! FeliCa） 　 .........  9-16
顔認証 ............................................. 11-4
キー操作ロック ................................ 11-2
機能の使用 ....................................... 11-3
誤動作防止 ............................... 1-14、13-2
センサーキー .....................................1-8
発着信 ............................................. 3-14
履歴使用 .......................................... 11-3

計算する
電卓 ................................................ 9-13
マネー積算メモ ................................ 9-14

検索する
Bluetooth{周辺デバイス .................. 12-6
アドレス帳 ....................................... 2-19
再生する音楽 .....................................8-5
再生する動画 .....................................8-6
情報画面内の文字列（インターネット） .. 5-10
ダウンロードする音楽 .........................8-3
メール ..................................... 4-11、4-23
メモ帳 ............................................. 9-37

コピーする
アドレス／件名／本文（メール） ........... 4-21
情報画面内の文字列 ....................5-9、9-41
データフォルダのファイル ................. 2-22
電子書籍内の文字列 .......................... 9-41
電卓の計算結果 ................................ 9-34
文字入力画面 ................................... 2-14
読み取り結果 ................................... 9-39

再生する
音楽（ミュージック） ............................8-5
簡易留守録／音声メモ .........................3-4
ストリーミング ................................ 5-10
テレビ録画ファイル ............................6-7
テレビ録画分割ファイル .................... 6-10
テレビ録画予約結果 .......................... 6-10
動画（ムービー） ..................................8-6

ら

わ

目的別



資
料
／
付
録

14

4-37

索引

#02tori__J535_PDF.book  37 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
1

読み取ったメロディ .......................... 9-39
留守番電話の伝言 ............................. 3-10
録音した音声 ................................... 9-24

時間を計る
キッチンタイマー ............................. 9-19
ストップウォッチ ............................. 9-18

自分の電話番号を相手に教える
Bluetooth{オーナー情報送信 .......... 12-13
オーナー情報確認 ............................. 1-14
赤外線オーナー情報送信 .................. 12-13

初期化する
お買い上げ時の状態に戻す ............... 13-19
設定などを元に戻す ........................ 13-19
メモリカードをフォーマットする ....... 2-24

スケジュールを管理する
カレンダー ........................................ 9-4
予定リスト .......................................  9-7

着信音を変更する
アドレス帳 ...................................... 2-18
着信音／ムービー ............................... 2-9
データフォルダ ................................ 2-30
フィーリングメール .......................... 13-9

データをやりとりする
Bluetooth{ ..................................... 12-5
IrSS通信 .......................................... 12-2
MTP通信モード .................................. 8-4
カードリーダモード .......................... 12-8
赤外線通信 ...................................... 12-2

電話をかける
TVコール ........................................... 3-5
アドレス帳から ................................ 2-19
音声電話（ダイヤル入力） ...................... 3-3
国際電話 ............................................ 3-3
情報画面から ................................... 5-10
スピードダイヤル ............................... 3-7
着信履歴 .......................................... 3-11
メール本文の情報から ....................... 4-20
読み取り結果から ............................. 9-38
リダイヤル ...................................... 3-11

時計／アラームとして使う
アラーム ........................................... 9-9
お目覚めTV ..................................... 9-11
時報 ............................................... 9-21

取り付ける／取り外す
USIMカード .................................... 14-3
電池パック ...................................... 14-4
メモリカード ................................... 2-23

秘密にした情報を確認する
アドレス帳 ...................................... 2-18
データフォルダ ................................ 2-22
メールフォルダ ................................ 4-11
予定／用件（シークレットモード）.........  9-6

秘密にする
アドレス帳 ...................................... 2-18
データフォルダ ................................ 2-22
メールフォルダ ................................ 4-10
予定／用件 .....................................  9-32

変更する
PINコード ....................................... 11-6
操作用暗証番号 ................................ 1-13
発着信規制用暗証番号 ....................... 3-14
メールアドレス .................................. 4-3
文字サイズ ........................................ 2-5
文字の太さ ........................................ 2-5

保存する
アドレス帳 ...................................... 2-17
撮影した静止画 ......................7-4、7-6、7-7
撮影した動画 ..................................... 7-5
受信メールの添付ファイル ................ 4-20
情報画面内のファイル ............... 5-10、9-41
テレビのチャンネル ............................ 6-9
バックアップ ..................................12-10
編集した静止画 .................................. 7-9
メール（下書きとして） ....................... 4-18
メール（テンプレートへ） ..................... 4-6
メモ帳 ............................................ 9-23
読み取りデータ  ....................... 9-38、9-39

待受画面に表⺬する
S!アプリ ..........................................8-13
壁紙 ................................................. 2-7
世界時計 ..........................................9-20
時計／カレンダー ..............................13-4
待受ウィンドウ .................................. 2-6

メールを作成／送信する
PCメール新規作成 .............................4-17
SMS新規作成 .................................... 4-7
S!メール新規作成 .............................. 4-4
アドレス帳から .................................2-29
アレンジメール ...........................4-6、4-19
受信メールから .................................. 4-9
情報画面から ....................................5-10
送信メールから .................................4-23
発着信履歴から .................................3-12
フィーリングメール ........................... 4-5
メール本文の情報から .......................4-20
読み取り結果から ..............................9-38

メールに添付する／貼付する
QRコード .........................................9-26
URL ...........................................5-9、5-10
音声ファイル ................................... 9-37
静止画 ........................................ 7-4、7-7
データフォルダ内のファイル ........2-21、4-5
動画 ................................................. 7-5
メモ帳 ............................................ 9-37
読み取り結果 ................................... 9-39

読み取る
バーコード .......................................9-25
名刺 ................................................9-27
文字 ................................................9-28



#02tori__J535_PDF.book  38 ページ  ２００８年２月１９日　火曜日　午後６時１３分
保証書／アフターサービス
資
料
／
付
録

14

14-38
■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

.お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。

.内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

.保証期間は、保証書に記載しております。
■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載され

ている項目をもう一度ご確認ください。（AP.14-6）
該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約

いただいたソフトバンクの故障受付（AP.14-39）にご相談く
ださい。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

.保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

.保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場
合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただい

た「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問

い合わせ先」（AP.14-39）までご連絡ください。
なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保

有期間は、生産打ち切り後６年です。

保証書とアフターサービス

.本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会
を逸したために、お客様、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。

.故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変
化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっ

ておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（アドレス帳／

画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損

害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご

了承ください。

.本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。ま
た、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意

ください。
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1

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連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

一般電話からおかけの場合

お問い合わせ先一覧

157
113 +81-3-5351-3491
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