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基本操作
2
基
本
操
作

本機の操作について
本機はボタン操作をはじめ、タッチパネル、モーションコントロールなど、いろいろな方法で操作できます。また、タッチパネルの
誤動作を防ぐためのしくみもあります。お使いになる前に、その全体像を簡単に知っておきましょう。

ɪʀȿɯɻȻɻɐɵʀɳ

ȷɵʀɂ
ɥɀȿɯɻ

ɇɋɉəɕɳႣΰ

Ȳʀɟɻ
ɥɀȿɯɻ

ȷɵʀɂ
ɥɀȿɯɻ

ఖۡǺ࿑ȚǷᑿǛܵȂլǪȚǹǸƸቊᑿǽ
҉ǜȓؔǜǶǓȜǓȜǹႣΰȡ⒅ǕǢǷǛ
ǶǜȍǨƹ
⾷ǑȘǚǧȐ▚Ǜർ┶ǶǨƹ⾸

ɤɇɻႣΰ

Ȳʀɟɻ
ɥɀȿɯɻ

ȷɵʀɂ
ɥɀȿɯɻ

ᨋⰢǺ⒙ᰳǤțȚⱼᬶȓɤɇɻ
⾷Ʌɝɐȵʀ⾸
Ǻᬼယ╮țǵႣΰǨȚᅀᗕǶǨƹቊᑿǽȊǷ
ȢǸǽႣΰǛ⒅ǗȍǨƹ

Ȳʀɟɻ
ɥɀȿɯɻ

ɤɇɻȡྍǦǵႣΰǨȚƸǙǹǧȎǽႣΰᅀ
ᗕǶǨƹ
ቊᑿǽȊǷȢǸǽႣΰǛ⒅ǗȍǨƹ

ɇɋɉəɕɳǽ◳ؔΰȡ⬸ǟǦǞȎ⾷ᨋⰢǽ⅋ؔᘲ៩Ƿ◳ؔΰ⬸ᓹ⾸
⢡◊ȓႣΰȡǪǩǺǬǽȍȍǺǦǵ
ǙǞǷƸ
⯍ᖆəɋȷǽᘲ‼ȡཱǗȚǮ
ȐƸ
⅋ؔǺᨋⰢ⒙ᰳǛᘲǗȍǨƹ

H

H

s

ȷɵʀɂɥɀȿɯɻǶǾƸ
ɇɋɉəɕ
ɳǽ◳ؔΰȡ⬸ǟǮȐƸ
◳ؔΰ⬸ᓹǛ
▚ǤțȍǨƹ
⾷HȡྍǦǵȑ۴ǧ
ᣞຎǺǹșȍǨƹ
⾸

HȡྍǨǷᨋⰢǛ᠊៩ǦȍǨƹ
ǮǯǦƸ
ȍǯ◳
ؔΰ⬸ᓹǛҘǓǵǓȚǮȐƸ
ႣΰǾǶǜȍǪȢƹ

ȑǕʶಏHȡྍǨǷƸ
◳ؔΰ⬸ᓹǛ╫⭒ǤțƸ
ɇɋɉəɕɳǶǽႣΰǛ⒅ǗȚȗǕǺǹșȍǨƹ

⤴ոȡˀǚȘˁǺǹǭǲǵȑ╫⭒ǶǜȍǨƹ
.ǃƟɵɋȷ╫⭒Ǆ

使いこなしチェック !
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A ●画面が消灯しても誤動作防止を設定しない●クローズポジションにするたびに誤動作防止を設定したい（AP.2-31）
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基本操作

画面の見かた（待受画面のしくみ）
ὓᑥᨋⰢչራ
ȷɵʀɂɥɀȿɯɻǶఖȇ
ẇ90ಏࡋǨǷƸ
ᑥ⒙ᰳǺǹș
ȍǨƹ
ᑥ⒙ᰳǶۡȇẇ90ಏࡋ
ǨǷὓ⒙ᰳǺǹșȍǨƹ

ɦʀȷ⒙ᰳ⤴

2
ɦʀȷǽܬȡ◜ǦǮǓǷǜ
ɦʀȷ⒙ᰳ⤴ȡɇɋɟǨȚǷƸᥰࢀ⒙ᰳǤțǵǓȚɦʀȷ
ǷƸ
ǬǽܬǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ
⾷ɁɎʀɇɁɇɋɉ⾸

基
本
操
作

ɦʀȷ⒙ᰳ⤴

Ȳʀɟɻɥ
. ▚ǺȗǲǵǾƸ
ɀȿɯɻǶȑ᧸ǶǜȍǨƹ

⒙ᰳ˛ǽɦʀȷ
ɦʀȷǺ╮țȚǷƸ
ܬǛ⒙ᰳǤțǮ
șƸ
ႣΰᨋⰢǺᲡ⒅ǶǜȍǨƹ
⣹ཾ˛ǽɦʀȷǽܬ

Ʌɝɐȵʀ
ɇɋɟǨȚǷƸ
⒙ᰳԑǛؔΰǦ
ȍǨƹˁᔲǽ⿂ǳǾƸᓎǽɤɇɻ
ȡྍǦǮǷǜǽႣΰǷ۴ǧǶǨƹ

B % A

ɏɁȷɐɋɟȿɯʀɐȳɋɐ
൏ۅᨋⰢǚȘᬼယᑿǛ❙ؔǶ
ǜȍǨƹ
ɪɘȬɳȮȫɀȯɋɐ
൏ۅᨋⰢǺ⥎ΈǶǜȚϪǹȪ
ɟɲȹʀȿɯɻȓȽʀɛɁǶǨƹ

ኩǶࡕȍțǵǓȚᑿȓؔΰǾƸ
ɵɻȸɇɋɉǶ᧸ǶǜȍǨƹ

ႣΰᨋⰢȇǽɤɇɻ
ɇɋɟǨȚǷႣΰᨋⰢǺᲡ⒅ǶǜȍǨƹ

⯍◊ǺլǹǚǲǮșɩʀɳ᭭ЈǛǑȚǷ
൏ۅᨋⰢˁ⤴Ǻ⒙ᰳǤțȚȬɻɝȱɩʀȿɯɻǶǙ᮪ȘǪǦ
ȍǨƹ
Ǚ᮪ȘǪԑȡɇɋɟǨȚǚƸ
Ǚ᮪Ș
Ǫԑȡ⣹Ȃ%ȡྍǨǷƸ
ԑȡ◜
ǶǜȍǨƹ

使いこなしチェック !

A ●インフォメーションの履歴を利用したい（AP.2-31）
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2
基
本
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タッチパネルについて
ቊᑿǾɏȫɁɟɴȬ⤴ǛɇɋɉəɕɳǷ
ǹǲǵǓȚǮȐƸ࿀Ƕ╮țǮșǹǭǲǮș
ǦǵႣΰǨȚǢǷǛǶǜȍǨƹ

ⱼᬶ⣹ཾɿᖑ⾾ɅɝɐȵʀႣΰ
ƛɇɋɟ

ƛɵɻȸɇɋɉ

ⱼᬶȓᨋⰢԑǽɤɇɻ
⾷Ʌɝɐȵʀ⾸
Ǻ⟽Ǟ╮
țǵƸǨǟǺ࿀ȡ⮼ǦȍǨƹ╮țǵ⮼ǨǯǠ
ǶƸ
ǬǽⱼᬶǽᨋⰢǺᲡؔǦǮșƸ
Ʌɝɐȵʀ
ǽႣΰǛી⒅ǤțȍǨƹ
. ɩɓɭʀǽᖑႣΰǹǸƸ⿀ಏǽɇɋɟǶ
ؔΰǦǹǓǷǜǾƸȑǕ⿀ಏ۴ǧईཀȡɇ
ɋɟǦǵǞǯǤǓƹ
⾷⿁ࡋɇɋɟ⾸

ᨋⰢǺ╮țǮȍȍƸǦǿȘǞǬǽȍȍǺǦǵ
ǙǜȍǨƹ
ᨋⰢǛչșራȞțǿ࿀ȡ⮼ǦȍǨƹ

ᣀᔝႣΰ
⾷Ɉɞɳɇɋɟ⾸
⓹ᄋǽᑿȡչșራǗǵπǲǵǓȚǷǜ⾷ɦ
ɳɉɀɯɞᑿπ᧸ᆣ⾸
ǽ⒙ᰳȽȬɂչራȓƸ
ᨋҚǽྮগ⾾ὗତǹǸƸǨǿȓǞ⾷ẇ0.6ᲈͨ
ԑǺ⾸⿁ࡋɇɋɟǨȚǷؔΰǨȚȑǽȑǑș
ȍǨƹ
使いこなしチェック !

2-4

A ●画面をタッチしたときに振動でお知らせしたい（AP.2-31）

ɵɻȸɇɋɉǽႣΰό
ɅɝɐȵʀႣΰᆣǾ
ɇɋɟǷǾǽႣΰ
⾷ό⿉
ǃ5Ǆ
ȡɵɻȸ
ɇɋɉǨȚǷ⡅ሤǛ❙ؔ⾸
Ǜ⒅ǗȍǨƹ
൏ۅᨋⰢȓᑿǽႣΰ˛ǹǸǾ
ᨋⰢȡɵɻȸɇɋɉǨȚǷƸ
᧸ǶǜȚ
ǙȑǹɩɓɭʀǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ
ɞɱȮȾᨋⰢȓⰙᓹᨋ႓഻ൖǾ
ᨋⰢǽ⤴ոྮগǛ⒅ǗȍǨƹ
ᄙઆӱ˛מǾ
ᄙઆȵʀȡɵɻȸɇɋɉǨȚǷƸ
ជ᠊ȓ
٪ជ᠊ǽгⓝǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ
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基本操作

Სؔ⾾ဵᨋ⾷ɑɱɋȸ⾸

ྮগ⾾ὗତ
⾷ɜɻɉ⾸
࿀ȡ⫳Ǟ
ྮগ
࿀ȡ⫱ǧȚ
ὗତ

ᨋⰢǺ╮țǮȍȍᬶǽईཀȍǶᲡؔǦǵƸ
࿀
ȡ⮼ǦȍǨƹ
ȪȬȻɻȡᲡؔǨȚǷǜȓƸ
ɲɁ
ɐᨋⰢǹǸȡɁȷɵʀɳǨȚǷǜǺπǓȍǨƹ

ᨋⰢᲡؔ⾷ɝɲɋȷ⾸

⿁ቊǽ࿀ǶᨋⰢǺ╮țǮȍȍ࿀ȡ⫳ǓǮșƸ
⫱ǧǮșǦȍǨƹᨋҚǽྮগ⾷࿀ȡ⫳Ǟ⾸⾾ὗ
ତ
⾷࿀ȡ⫱ǧȚ⾸
ǹǸǺπ᧸ǦȍǨƹ

タッチパネル利用時のご注意
. 次のような操作を行うと、動作しないこ
とがあります。
, 手袋をした指や爪先での操作
, ペン、ボールペン、鉛筆など先の尖った
ものでの操作
, 異物をディスプレイに載せたままでの操
作
. 誤動作の原因となりますので、次の点に
ご注意ください。
, 濡れた指で操作しない
, 強く押し過ぎない
, タッチパネル（ディスプレイ）に、市販
のシールなどを貼らない
. タッチパネルで思うように操作（ボタン
や項目を選択）できないときは、タッチ
パネル補正
（AP.2-9）を行ってください。

2
基
本
操
作

ᨋⰢǺ╮țǵᲡؔǦǮǓᅀ۹Ǻ⟽Ǟ࿀ȡǾǧ
ǜȍǨƹ
ɩɓɭʀǹǸƸ
ɲɁɐᨋⰢǽ⮃țǮ⤴
ոȡ╀ǮǓǷǜǺϪǶǨƹ
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機能呼び出し
2
基
本
操
作

機能の呼び出しかた
本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

ɩȬɻɩɓɭʀ

ȷȬɋȷȲɢɴʀȿɯɻ

ⱼᬶȡⱽǺ⣹
ȂƸܵȂլǦ

ɤɇɻǽȹɇ
ᄋǶȴȬɑ

Ȳʀɟɻ
ɥɀȿɯɻ
ǽȎ

ӱמǦǮᄋઆǽȹɇᄋǺඅǧǵ᧸Ƕǜ
ȚᑿǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ
ᑿǽ֭ǽɤɇ
ɻȡྍǨǷƸ
ᑿǛܵȂլǪȍǨƹ

ⱼᬶȡⱽǺ⣹ཾǦƸ
ᑿȡܵȂլǦȍǨƹ

⩜ᑿȡƷƷảᅤǞܵȂլǦ

ƛȿɯʀɐȳɋɐ

ƛɏɁȷɐɋɟȿɯʀɐȳɋɐ

ƛȷȬɋȷȿɯʀɐȳɋɐ

ǑȘǚǧȐɤɇɻǹǸǺ⩜ǤțǵǓȚ
ᑿȡܵȂլǦȍǨƹ
⾷ংሠ⾸

ȗǞ᧸ǨȚᑿȡ൏ۅᨋⰢǺ⩜ǦƸ
ܵȂլǦȍǨƹ

ቊᑿȡ࿑ǲǵƸ
⩜ǤțǵǓȚᑿȡܵȂ
լǦȍǨƹ
⾷ǑȘǚǧȐ▚Ǜർ┶ǶǨƹ
⾸

. ᑿǽ᧸˛ǺȿɯʀɐȳɋɐǶ͙ǽᑿȡܵȂլǦƸչșራǗǵ᧸ǨȚǢǷȑǶǜȍǨƹ
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機能呼び出し

メインメニューの使いかた
ɩȬɻɩɓɭʀ⒙ᰳ

2

ɩȬɻɩɓɭʀǽǦǞȎ

ƛɇɋɉəɕɳႣΰ

ƛɤɇɻႣΰ

%

ȿɻɟɳɩɓɭʀǺǳǓǵ
. ɩȬɻɩɓɭʀǺ࣠ቊǹᑿǯǠǛ
⒙ᰳǤțȚȗǕǺǹȚᑿǶǨƹᄙઆȽ
ȬɂȑগǜǞǹșƸ֊ൺǽᅀǶȑᷮٸ
ǺǙπǓǓǮǯǠȍǨƹ

ɩȬɻɩɓɭʀⱼᬶ
ᓎǽᑿȓȽʀɛɁǛ᧸ǶǜȍǨƹ
ɩʀɳ

ɩʀɳȡ᧸ǦȍǨƹ

Yahoo!ȹʀɇȬ
S!Ȫɟɲ
TV

ȬɻɇʀɕɋɐǺယỮǦȍǨƹ

ȳɩɱ

Ⱉᓹᨋȓؔᨋȡ႓഻ǦȍǨƹ

ȰɻɇɎȬɩɻɐ

ษअɌʀɳȡ᧸ǦȍǨƹ

Ɍʀɳ

Ϫǹᑿȡ᧸ǦȍǨƹ

ɏʀɇɝȱɳɈ

ⰙᓹᨋǹǸǽɏʀɇȡ◜ǦȍǨƹ

ɩɏȫȪɟɴȬɬʀ

ⱮᏱȓؔᨋȡԙ᧯ǦȍǨƹ

Ȼɧɭɓȹʀȿɯɻ

ϪǹȽʀɛɁȡ᧸ǦȍǨƹ

⯍◊ᑿ

⯍◊⬄⢪ǽᑿȡ᧸ǦȍǨƹ

▚

ǓȜǓȜǹ▚ȡǦȍǨƹ

基
本
操
作

ȺʀɨǹǸǽȪɟɲȡ᧸ǦȍǨƹ
Ɏɴɛȡ╋ǦȍǨƹ

ɩȬɻɩɓɭʀẹ̒
൏ۅᨋⰢǺ༻șȍǨƹ
⾷$ ⾾ "Ƕȑ۴ᐯƹ⾸
ȿɯʀɐȳɋɐ⒙ᰳ
ȿɯʀɐȳɋɐǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ
⾷'Ƕȑ۴ᐯƹ⾸
ȳɁɇɦȬɂ
ǜǪǚǗȪɴɻɀǛ⒅ǗȍǨƹ
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機能呼び出し

ガイド機能で「ボタンのはたらき」を確認することを例に、ボタンとタッチパネルのメニュー操作を説明します。

2

ɩɓɭʀႣΰ⾷ɤɇɻႣΰ⾸

基
本
操
作

൏ۅᨋⰢǶ%ȡ
ྍǦȍǨƹ

gǶ
ǃɌʀɳǄ
ȡ
⣹ȂȍǨƹ

fǶǃᄙሤ⾾⩜ⱮǄ
ɇɞȡ⣹ȂȍǨƹ

eǶǃȴȬɑᑿǄȡ
⣹ȂȍǨƹ

%

2-8

%

ɩȬɻɩɓɭʀ
⒙ᰳ

ɩȬɻɩɓɭʀ
Ⴃΰ

ɇɞ⣹ཾ
Ⴃΰ

ⱼᬶ⣹ཾ
SᖑႣΰ

൏ۅᨋⰢǶǃMENUǄ
ȡ
ɇɋɟǦȍǨƹ

ǃɌʀɳǄ
ȡ
ɇɋɟǦȍǨƹ

ǃᄙሤ⾾⩜ⱮǄɇɞȡ
ɇɋɟǦȍǨƹ

ǃȴȬɑᑿǄȡ
ɇɋɟǦȍǨƹ

ɩɓɭʀႣΰ⾷ɇɋɉəɕɳ⾸

eǶ
ǃɤɇɻǽǾǮȘǜǄ
ȡ⣹ȂȍǨƹ

ǃɤɇɻǽǾǮȘǜǄȡ
ɇɋɟǦȍǨƹ
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タッチパネルを補正する
$ȡྍǦȍǨƹ

タッチパネルで思うように操作（ボタンや
項目を選択）できないときは、タッチパネ
ル補正を行ってください。

"ȡྍǦȍǨƹ
(൏ۅᨋⰢǺ༻șȍǨƹ)

. タッチパネル補正は、よくお使いになる姿
勢や角度で行ってください。

2
基
本
操
作

1「MENU」|%S「設定」
2 本体設定画面で

%

「タッチパネル設定」
「タッチパネル補正」

3
֭ǽᨋⰢǺ
༻ȚႣΰ

൏ۅᨋⰢǺ
༻ȚႣΰ

4「はい」
ǃCLEAR/BACKǄ
ȡ
ɇɋɟǦȍǨƹ

ǃ#Ǆ
ȡ
ɇɋɟǦȍǨƹ

൏ۅᨋⰢǺ
༻șȍǨƹ

. 以降は、画面の指示に従って操作して
ください。

タッチパネル補正をもとに戻すとき
. タッチパネル補正を行っても思うように
操作できないときは、次の操作で補正を
初期状態に戻すことができます。
4のあと「CLEAR/BACK」|$
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

機能呼び出し

2
基
本
操
作

基本的な機能だけを利用する（シンプルメニュー）
シンプルメニューのはたらき
シンプルメニューに設定すると、基本的な
機能だけが表示されるようになります。

. 画面に表示される文字が大きく、太くなり
ます。
. 時計／カレンダー表示が「時計（大）」に設
定されます。
. モーションコントロール操作は、利用でき
ません。（画面の縦横切替を除く。）

■シンプルメニューで使用できる機能
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

電話帳、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

─

便利機能

カレンダー、アラーム、電
卓、壁紙・着信音、スマー
トリンク辞書、メモ帳、S!
GPSナビ、歩数計、簡易方
位計、S!ともだち状況、S!
一斉トーク、ダブルナン
バー設定、メニュー切替

データフォルダ ─
テレビ

─

. 待受画面でできるおもなボタン操作は、基
本的に通常メニューと同様です。

シンプルメニューに設定する

1「MENU」|%S「設定」
2 本体設定画面で
「メニュー切替」

3「シンプルメニュー」
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

1「MENU」|%S「便利機能」
2「メニュー切替」
3「標準メニュー」
. 標準メニューに切り替わります。
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

機能呼び出し

簡単な操作で機能を呼び出す
リストから選んで機能を呼び出す

ボタンを長く押して機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを 「C」|B、
「 D」|A、gを長く押す
表示して、そこから機能を呼び出します。 と、あらかじめ登録されている次の機能を
（ショートカット）
呼び出すことができます。
（キーショート
カット）

1「4」（長く）|'

2 本体設定画面で

「キーショートカット設定」

2
基
本
操
作

「C」|B S!メール作成画面表示
「 D」|A ファミリンクリモコン起動

ショートカット画面

2 利用する機能決定

PCサイトブラウザ
メニュー表示

b

電話帳新規登録

c

Bluetooth® On／Off
赤外線通信On／Off

d

. 選んだ機能の画面が表示されます。

ショートカットの機能を変更するとき
2で「ショートカット設定」S変更する
機能選択S「メニュー」|BS「登録」
S機能分類決定S登録する機能決定
ショートカットの割り当てを変更するとき
2で「ショートカット設定」S変更する
機能選択S「メニュー」|BS「移動」
S移動先決定

a

登録されている機能を変更する
「|長押し」に電卓を登録する方法を例に
説明します。

1「MENU」|%S「設定」

使いこなしチェック !

A ●ショートカットを初期化したい（AP.2-31）

キーショートカット画面

3「|長押し」

4「通常アプリから登録」
5「ツール」SPIM ／生活ツール
画面で「電卓」

ブックマークを登録するとき
4で「ブックマークから登録」Sブック
マーク決定S「はい」
Bluetooth®や赤外線通信のOn／Offを登
録するとき
4で「その他から登録」S機能決定
登録されている機能を解除するとき
4で「解除」
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

機能呼び出し

2
基
本
操
作

待受画面に機能を登録して呼び出す（デスクトップショートカット）
待受画面に機能やデータのアイコンを貼り付け、アイコンを選ぶだけで目的の機能やデータを呼び出せる機能です。
. ここでは、タッチパネルでの操作を中心に説明しています。

待受画面に機能やデータを登録する

1「#」（OPEN）

3 登録する機能やデータを待受
画面にドラッグ

. 機能やデータが登録されます。
.「>>」は、下の階層にさらに機能など
があることを示しています。

4「$」（CLOSE）S登録終了

.「#」
（OPEN）が表示されていないとき
は、「#」|"を押します。

2 `「!」タブ

機能やデータの画面から登録するとき
. サブメニューに「待受画面にはる」と表
示される機能やデータでは、この項目を
決定すると、登録することができます。
登録した機能／データを解除するとき
解除する機能やデータのアイコンをロン
グタッチ S「待受画面からはがす」S
「はい」
アイコンの表示位置を変えるとき
. 移動する機能やデータのアイコンを目的
の位置までドラッグします。

登録した機能やデータを利用する

1 利用する機能やデータの
アイコンをタップ

. 機能やデータが起動（実行）されます。
. アイコンが表示されていないときは、
「#」|"を押します。

2-12

シートを切り替える
シートを利用すると、シートごとにデスク
トップショートカットやモバイルウィ
ジェットを貼り付けて、切り替えて使用す
ることができます。

1「#」
（OPEN）が表示されている
状態で画面を左右にフリック

左フリック↓

↑右フリック

.「#」
（OPEN）が表示されていないとき
は、「#」|"を押します。
. フリックするたびに、シートが切り替
わります。
. シート名は画面上部に表示され、しば
らくすると消えます。
. このあと、デスクトップショートカッ
トを登録すると、表示されているシー
トに登録されます。
ロックされたシートを利用するとき
「1」S操作用暗証番号入力S「OK」|%
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

機能呼び出し

ボタンでの操作
デスクトップショートカットの操作をボタ
ンで行うときは、a を押して画面にポイ
ンタを表示させます。

ボタンでのおもな操作は次のとおりです。
. ポインタが表示されている状態で行います。
gで
「#」
（OPEN）にポイ
デスクトップ
ンタ移動S%S`「!」
ショートカットを
タブS機能やデータ決定
登録する
S$

2
基
本
操
作

登 録 し た 機 能 や gでアイコンにポインタ
データを利用する 移動S%
gでアイコンにポインタ
登録した機能や
移動SAS「待受画面
データを解除する
からはがす」S「はい」
アイコンを移動
する

ポインタ
. ボタンでの操作を終わるときは、"を押し
ます。（ポインタが消えます。）

gでアイコンにポインタ
移動SAS「配置を変
更する」S表示位置決定

gでアイコンにポインタ
アイコンを前面／
移動SAS
「前面へ」
／
背面に移動する
「背面へ」
シートを
切り替える

gでアイコン以外の部分
にポインタ移動SA

使いこなしチェック !

A ●シート名を変更したい●シートをロックしたい（AP.2-32）
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

機能呼び出し

2
基
本
操
作

複数の機能を切り替えて利用する（マルチジョブ機能）
マルチジョブ機能のはたらき
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。
Ȭɻɇʀɕɋɐ᧸˛

マルチジョブ機能を利用する

1 操作中に「!」|'

3 機能を切り替えるとき)

文字入力画面や電話番号入力（ダイヤ
ル）画面では、「!」を長く押します。

Ō

S

չșራǗǵ
᧸

「"」
s

2 機能決定
. 機能のタイトル部分をダブルタップす
ると、機能の表示サイズが変更できま
す。

ŋ
ǰȖǢǲǷ
ɩɪȡ❙ؔ
ᕧǺǹȚษअȡɩɪ
. 着信音設定など一部の設定画面では、マルチ
ジョブ機能が利用できないことがあります。

2-14

. 選んだ機能の画面が表示されます。

4「#」|"

Sマルチジョブ機能終了
. 確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

モーションコントロール

モーションコントロールについて

本機には、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。本機を動かすことで、画面を切り替えたり、 2
音やバイブを止めることができます。
基
本
. 誤動作防止が設定されているときや、画面が消灯しているときは利用できません。
操
. あらかじめ利用したい機能で、モーションコントロールが有効になるように設定しておく必要があります。
作

ȁǲǞș⡫Ǩ

ఖȍǮǾۡǺ࿑Ț

ȷȬɋȷȿɯʀɐȳɋɐ
൏ۅᨋⰢǶఖۡǺẇ⿂ൊ൩࿑ȚǷƸ
⩜ǤțǵǓȚᑿȡܵȂլǪȍǨƹ
. ܵȂլǨᑿǾংሠǶǜȍǨƹ

ȳɩɱ❙ؔ

Ɏɴɛ❙ؔ

ὓ྾ǰ

ᑥ྾ǰ

ȷȬɋȷȽȬɴɻɐ

ȻɻɎɻɌ⣹ཾ

ɦɳɉɀɯɞᑿչራ

ቘǹǸǺΈǓǵǓȚǷǜƸ᭭Ј˛ȓȪ
ɱʀɨǹǸǽ⺈ؔ˛ǺȁǲǞș⡫ǨǷ
ⱮȓɘȬɞǛџᓹǦȍǨƹ

ఖǺ࿑ȚǷ֭ǽȻɻɎɻɌ
⾷ⱮᏱȓᨋҚǹǸ⾸
Ƹ
ۡǺ
࿑ȚǷᓎǽȻɻɎɻɌǛ⣹ཾǶǜȍǨƹ

⿁ոׂ⒙ᰳ˛ǺఖۡǺ࿑
ȚǷչșራǗȘțȍǨƹ

Ɱџᓹ

ɘȬɞџᓹ

ⱮᏱ⣹ཾ

ᨯẻ⣹ୋ

᭭Ј˛
ȪɱʀɨǹǸ⺈ؔ˛

᭭Ј˛
ȪɱʀɨǹǸ⺈ؔ˛

ɧɭʀɀɋȷ
ɟɴȬɬʀ

Ɏɴɛ

ᨋҚ⣹ཾ

ɢʀɀᲡؔ

ɏʀɇɝȱɳɈ ɑȵɭɩɻɐ
⾷ɜȷɉɫʀ⾸ ɛɭʀȪ

ᑿչራ
⿁ոׂ⒙ᰳ˛

ⱮǽᲷⲲǺȗǲǵ
. Ɱ⦖ǛগǜǚǲǮșƸ
ǾƸ
џᓹǦǹǓǢǷǛǑșȍǨƹ
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

モーションコントロール

2

ཆ֭ȍǮǾৃǺ࿑Ț

基
本
操
作

モーションコントロール操作を有効にする

1「MENU」|%S「設定」
2 本体設定画面で

「モーションコントロール設定」

ྮগ⾾ὗତ
ཆ֭Ǻ࿑ȚǷྮগƸৃǺ࿑ȚǷὗତǨ
ȚǢǷǛǶǜȍǨƹ

ᄙઆྮগ⾾ὗତ
Yahoo! ȹʀɇȬ
ɩʀɳ

ᨋҚྮগ⾾ὗତ
ɏʀɇɝȱɳɈ
⾷ɜȷɉɫʀ⾸

ᨋⰢྮগ⾾ὗତ
PC ȽȬɐɞɱȮȾ
ɑȵɭɩɻɐɛɭʀȪ

使いこなしチェック !

モーションコントロール設定画面

3「アクション設定」
4 動作決定
5「On」

クイックショートカットを有効にする

シークレットモードの解除について
. 次の操作でシークレットモードを一時的
に解除できます。
操作用暗証番号入力S本機を左または右
に振る
, 待受画面でクローズポジションにして自
動的に画面表示が消灯すると、「表示し
ない」に戻ります。
モーションコントロール利用時のご注意
. 本機の振りかたや持ちかたによっては、正
しく動作しないことがあります。
. 音やバイブレータが鳴動しているときは、
モーションコントロールが動作しないこ
とがあります。
. モーションコントロール操作は、周りの
安全を確認したうえで、本機をしっかり
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、本機が故障／破損
する原因となります。また、本機を強く
振りすぎると、誤って本機を投げてしまっ
たり、手首を痛める原因となります。

1 モーションコントロール設定画面
で「クイックショートカット」

2「On／Off設定」
3「On」

A ●画面を横向きにしても横画面表示にしない●オープンポジションでも縦横画面切替を有効にしたい●本機を振って呼び出せる機能を変更したい
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●モーションコントロール操作を練習したい●モーションコントロールを補正したい（AP.2-32）
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

基本機能

マナーモードと電波Offモード
マナーモードを利用する
着信があったりアラームが動作しても、本
機から音が出ないようにします。

1 E（長く）

. マナーモードが設定されます。
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E（長く）

電波Offモードを利用する
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。

2
基
本
操
作

1「MENU」|%S「設定」

S`「ネットワーク」タブ

2「電波Offモード」
3「電波Offする」

. 電波Offモードが設定されます。
電波Offモードを解除するとき
3で「電波Offしない」

使いこなしチェック !

A ●マナーモードの設定を変更したい●オリジナルのモードを作成したい●モードの設定を初期化したい（AP.2-32）
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

基本機能

2
基
本
操
作

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
メニューや文字入力時などの文字を次のよ
うに大きく表示できます。

文字サイズを個別に変更する

1「MENU」|%S「設定」
S本体設定画面で
「ディスプレイ設定」

文字の太さを変更する

1 文字表示画面で

「文字太さ設定」

2「文字表示」

2 太さ決定
文字表示画面

3「文字サイズ設定」

S個別設定する項目決定

1「MENU」|%S「設定」
S本体設定画面で
「メニュー切替」

2「でか文字メニュー」
でか文字メニューを解除するとき
2で「標準メニュー」
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4 サイズ決定
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２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

基本機能

待受画面の画像を変更する

1「MENU」|%S「設定」
S本体設定画面で
「ディスプレイ設定」

2「壁紙」
3「縦画面用」／「横画面用」

利用期間に制限のある画像を選ぶと
. 確認画面が表示されます。このときは、次
の操作を行います。
「はい」S「決定」|%
モード（ダブルナンバー）の選択画面が表
示されたとき
回線決定

複数の画像を壁紙に設定する
待受画面に複数の画像をスライド表示でき
ます。
. データによっては、表示できないことがあ
ります。

1 壁紙決定画面で

「スライド壁紙」

壁紙決定画面

4「固定データ」S画像決定

. データによっては、設定できないこと
があります。

2「フォルダ設定」

3「ピクチャー」／

「デジタルカメラ」

2
基
本
操
作

4 フォルダ決定

. フォルダがないとき、4 は必要ありま
せん。

5「このフォルダを設定」

設定したフォルダに画像がないとき
. 固定データフォルダの画像がスライド表
示されます。
固定データフォルダを利用するとき
3で「固定データ」
パターンを利用するとき
2で「パターン設定」Sパターン決定

使いこなしチェック !

A ●待受画面の時計／カレンダーを変更したい●待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更したい●待受画面に通信会社名を表示したい
ほか（AP.2-33）
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木曜日

午前１１時２２分

基本機能

2
基
本
操
作

メニュー画面などを一括で変更する（きせかえアレンジ）
きせかえアレンジをダウンロードする
あらかじめ登録されているファイル以外に
も、新しいファイルを購入して利用できま
す。ここでは、本機を使ってダウンロード
する方法を説明します。
. 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「MENU」|%

S「データフォルダ」
S「きせかえアレンジ」

きせかえアレンジ画面

2「きせかえアレンジダウンロード」
. 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示され
ます。以降は、画面の指示に従って操
作してください。

きせかえアレンジを設定する
. 基本となるファイルを設定したあと、これ
に対応した更新ファイルを設定させると、
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
ファイル決定

2「適用」|%S「OK」|%
有料のきせかえアレンジを利用するとき
. コンテンツ・キーの取得（購入）が必要
なことがあります。このときは、次の操
作を行います。
1のあと「OK」|%S「はい」
, 以降は、利用規約などの内容を十分に確
認しながら、画面の指示に従って操作し
てください。
設定中のファイルを選んだとき
. 1のあと、解除するかどうかの確認画面が
表示されます。

使いこなしチェック !

A ●きせかえアレンジの提供サイトに接続したい●固定のきせかえアレンジを設定したい●きせかえアレンジを解除したい
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●きせかえアレンジを強制解除したい●きせかえアレンジを削除したい（AP.2-33）
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基本機能

着信時の動作を変更する
. デュアルモード（AP.2-27）設定時は、各
着信の種類選択画面で「Sl」|Aを押す
と、モードを切り替えられます。

着信音を変更する

1「MENU」|%S「設定」
S本体設定画面で
「音・バイブ・ライト」

音・バイブ・ライト画面

2「着信音／ムービー」
3 着信の種類決定

メール着信音などでは、このあと「着
信音選択」を押します。

4 フォルダ決定
5 着信音決定
メール着信音などの鳴動時間を変更するとき
3のあと「鳴動時間」S秒数入力S「決
定」|%
着信時にムービーを表示するとき
4で「ムービー」S利用するムービー
決定
再生部分を指定できるファイルを選ぶと
. 5のあと、再生開始部分の選択画面が表示
されます。このときは、再生開始部分を
決定します。
利用期間に制限のあるファイルを選ぶと
. 確認画面が表示されます。「はい」を押す
と着信音に設定できます。

着信音量を変更する

1 音・バイブ・ライト画面で
「音量」

2 着信の種類決定
3 音量調節S「決定」|%

2

バイブレータを利用する

1 音・バイブ・ライト画面で
「バイブ」

2 着信の種類決定

基
本
操
作

S「On／Off設定」

3「On」
4「バイブパターン」

. パターンを確認するときは、パターン
を選び「確認」|Bを押します。

5 パターン決定

バイブレータを音と連動させるとき
3で「音連動」
バイブレータ利用時のご注意
. 本機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 ●各種効果音を消したい●各種効果音の鳴動時間を変更したい●効果音の音量を変更したい●不在着信時などのライトを設定したい
（AP.2-34）

ほか
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基本機能

2
基
本
操
作

その他の基本機能
電話番号を確認する

懐中電灯として利用する

1「MENU」|%S「電話機能」 1「v」（長く）
S「オーナー情報」

. モバイルライトが点灯します。

2 サイドボタン（いずれか）
S消灯

. 点灯中に他の機能を利用しようとする
と、消灯します。

. 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）が表示されます。

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
操作がわからなくなったときに、ガイド機
能を表示できます。

1「MENU」|%S「ツール」
S`「文書／録音」タブ

2「ガイド機能」
3 確認項目決定

. このあと、項目を選ぶたびに、別の操作
説明が表示されます。

覗き見を防止する（ベールビュー）
周りから画面表示をのぞかれにくくしま
す。

1 H（長く）

. ベールビューが設定されます。

ベールビューを解除するとき
ベールビュー設定中にH（長く）

使いこなしチェック !

A ●オーナー情報を編集／リセットしたい●デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい
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●ベールビューの設定を変更したい●USB充電を無効にしたい（AP.2-36）
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セキュリティ

操作用暗証番号を変更する
. ４～８ケタの番号を設定できます。

1「MENU」|%S「設定」

2 本体設定画面で

「セキュリティ設定」

4 現在の操作用暗証番号入力
S「OK」|%

2
基
本
操
作

5 新しい操作用暗証番号入力
S「OK」|%

3「暗証番号変更」

6 再度新しい操作用暗証番号入力
S「OK」|%

2-23

#02tori__J555_PDF.book

24 ページ

２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

セキュリティ

2

本機の利用を禁止／制限する
本機の使用を禁止する

基
本 他人が本機を操作できないようにします。
操 （キー操作ロック）
作
. 設定できる内容は、次のとおりです。

自動（スラ クローズポジションにすると
イド連動） ロック
自動

画面が消灯したときにロック

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

1「MENU」|%S「設定」
S本体設定画面で
「セキュリティ設定」

3 設定項目決定

S操作用暗証番号入力
S「OK」|%

キー操作ロックを一時的に解除するとき
キー操作ロック中に操作用暗証番号入力
S「OK」|%
, キー操作ロックを解除すると、誤動作防
止も解除されます。
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
電源On時にPINコードを入力しないと、
本
機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

「PIN認証」
S「PIN On／Off設定」

セキュリティ設定画面

2「キー操作ロック」

2「On」SPINコード入力
S「OK」|%

使いこなしチェック !
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A ●PIN認証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示したい（AP.2-36）

安心遠隔ロックを利用する
本機を紛失したときなど、パソコンや他の
携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき
ないようにします。ロック中は、電源を入
れる以外の操作ができなくなり、自動的に
IC カードロック（AP.13-14）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.19-18）を
参照するか、「お問い合わせ先」
（AP.1934）までご連絡ください。

本機から「My SoftBank」に接続する
.「ソフトバンクホームページ」や「お問い合
わせ先」でサービス内容をご確認のうえ、
操作してください。

1「 D」|A

S「メニューリスト」

2「My SoftBank」
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セキュリティ

本機の情報を守る

3 機能決定（「P」表示）

各機能の使用を禁止する
他人が次の各機能を使用できないようにし
ます。
電話帳

カレンダー／予定リスト

Yahoo!ケータイ

メール

メモ帳

1「MENU」|%S「設定」
S本体設定画面で
「セキュリティ設定」

2「機能別ロック」

S「OK」|A
S操作用暗証番号入力
S「OK」|%

. 電話帳を選んだときは、発着信履歴な
どで名前を表示する（データ参照す
る）かどうかを設定できます。
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、「OK」|%を押します。

履歴の使用を禁止する
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
「履歴使用禁止」

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、「OK」|%を押します。

2
基
本
操
作

シークレットデータを表示する
電話帳やカレンダー／予定リストなどの
シークレットデータを表示します。

1 セキュリティ設定画面で

「シークレットモード」

2「表示する」

S操作用暗証番号入力
S「OK」|%

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「表示する」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。

モーションコントロールで一時解除する

2 履歴決定（「P」表示）S
「OK」|A
S操作用暗証番号入力
S「OK」|%

1 待受画面で操作用暗証番号入力
S本機を左または右に振る

. 一時的に「表示する」に設定されま
す。待受画面でクローズポジションに
して自動的に画面表示が消灯すると、
「表示しない」に戻ります。
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ソフトウェア更新
2
基
本
操
作
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ソフトウェアを更新する
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。
ソフトウェア更新を行う前に
. 本機の状況（故障・破損・水濡れなど）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。
ソフトウェア更新についてのご注意
. 更新が完了するまで、本機は使用できま
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。
. 更新に失敗すると本機が使用できなくな
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。
. 本機に 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。

ソフトウェアを更新する
. 確認および更新には、パケット通信料はか
かりません。
. ボタンで操作してください。

1 %S「設定」S本体設定画面で
「ソフトウェア更新」

2「ソフトウェア更新」

. 以降は、画面の指示に従って操作して
ください。
定期更新を設定するとき
2で「定期更新設定」
, 以降は、画面の指示に従って操作してく
ださい。
更新結果を表示するとき
2で「更新結果」

予約更新を利用すると
予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が
表示されます。
. 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。

ソフトウェア更新が完了すると
次のような更新完了の画面が表示されたあ
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
メーションが表示されます。
更新結果を確認するとき
インフォメーション表示中に「ソフト
ウェア更新結果」
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
フトバンクの故障受付（AP.19-34）に
ご相談ください。
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ダブルナンバー

ダブルナンバーを利用する
１台の携帯電話で、２つの回線（A回線／B回線：それぞれ別の電話番号とメールアドレス）を利用できるサービスです。
. ダブルナンバーの利用には、別途お申し込みが必要です。（有料）
. ダブルナンバーについて詳しくは、「ソフトバンクホームページ」（AP.19-18）を参照してください。

⿁ǳǽ⯍◊ᨯۥǷɩʀɳȪɑɴɁǛ᧸
Aࡋἠ
Bࡋἠ
⯍◊ᨯ ۥA
090392XXXX7
ɩʀɳȪɑɴɁ A
ƦƦƦ@softbank.ne.jp

⯍◊ᨯ ۥB
090392XXXX8
ɩʀɳȪɑɴɁ B
ƞƞƞ@softbank.ne.jp
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⯍◊⾾ɩʀɳษअȡХǺᶩᥴ

ǸǰȘǚʶᅀǽࡋἠǯǠȡ᧸øǦǮ
șƸ⿁ǳǽࡋἠȡ۴ᆣǺ᧸ǨȚǢǷ
ǛǶǜȍǨƹ

୨ᔇǹǸǽษअǾࡋἠǺᶩᥴƹʶᅀ
ǽࡋἠǯǠȡ᧸ǦǵǓȚǷǜǾƸȑ
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ɩʀɳ
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ダブルナンバーを有効にする

2
基
本
操
作

. 圏外のときは、設定できません。

1「MENU」|%S「設定」
2 本体設定画面で
「ダブルナンバー設定」

3「On／Off設定」
4「On」
5 操作用暗証番号入力

S「OK」|%S「はい」

ダブルナンバーを無効にするとき
4で「Off」S5
. ダブルナンバーを無効にしたときは、次
の点にご注意ください。
, B回線への電話着信／SMS受信は、A回線
への着信／受信として扱われます。
, B回線へのS!メールは、S!メール通知だけ
受信できます。
（続き受信はできません。
）
,「Off」にしても、ダブルナンバー契約は
解除されません。

使いこなしチェック !

A ●モード切替時の操作用暗証番号の入力を省略したい●モード名を変更したい（AP.2-37）
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ダブルナンバー

2
基
本
操
作

モードについて
どちらか一方の回線だけを利用する「Aモード」／「Bモード」と、２つの回線を同時に利用できる「デュアルモード」があります。
. 海外利用時、B回線でのSMS／S!メール送受信は、A回線に課金されます。
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⾸
᧸˛ǽ᭭ЈǾƸBࡋἠǶ⒅ǗȍǨƹ
᧸ǶǜȍǪȢƹ
. S!Ƿȑǯǰᣞᗇ⾾S!ʶᄛɐʀȷ⾾᭭ɏȻǾƸ
⾸
⾷AࡋἠǺչșራǗȚǢǷȑǶǜȍǪȢƹ

使いこなしチェック !
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A ●未使用モードの着信をマークで通知したい●パケット接続時に確認画面を表示しない（AP.2-37）
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ダブルナンバー

ɏɭȪɳ
ɪʀɑ

Aࡋἠ⾾BࡋἠǽǸǰȘǚȘǽ᭭ЈȑۅǠǮǓǷǜ
Aࡋἠ⾷⯍◊ోȓ୨ᔇπ᧸ᆣǺǾƸษअԑǽࡋἠ⾸ǛӋӞǺ
. Ј⾾⢌ЈᆣǾƸ
π᧸ǤțȍǨƹ
π᧸ǨȚࡋἠȡ⣹ȢǶЈ⾾⢌ЈǨȚǢǷȑǶǜȍǨƹ
⯍◊ᨯ ۥA
Ʒ

⢡ǸǙș
Ј⾾᭭Ј

⢡ǸǙș
⢌Ј⾾ۅЈ ɩʀɳȪɑɴɁ A

モードを切り替える

1「MENU」|%S「設定」
S本体設定画面で
「ダブルナンバー設定」

2「モード切替」Sモード決定

2
基
本
操
作

.「Bモード」を選んだときは、このあと
確認画面が表示されます。

3 操作用暗証番号入力
S「OK」|%

⯍◊ᨯ ۥB
Ʒ

⢡ǸǙș
Ј⾾᭭Ј

⢡ǸǙș ɩʀɳȪɑɴɁ B
⢌Ј⾾ۅЈ

ɏɭȪɳɪʀɑǶǾƸᬶǺඅǧǵࡋἠȡ⣹ཾǨȚǢǷȑǶǜȍǨƹ
⯍◊ో

Aࡋἠଗ᧸⾾ Bࡋἠଗ᧸⾾
˓ࡋἠӽ᧸⾷ɏɭȪɳ⾸ȡ
▚ǶǜȍǨƹ

ɩʀɳ⢌Ј
⢌ЈᆣǺ⣹ཾǦǮࡋἠ
⾷A
ࡋἠ⾾ Bࡋἠ⾸ǺȗǲǵƸ
ᭀཆǺ୕ǞɩʀɳȪɑɴ
ɁǛংȞșȍǨƹ

⯍◊Ј
ЈᆣǺ⣹ཾǦǮࡋἠ
⾷A
ࡋἠ⾾ Bࡋἠ⾸
ǺȗǲǵƸ
ᭀཆǺ୕ǞЈᨯۥǛ
ংȞșȍǨƹ

4「はい」

電話帳にモードを登録する

1「MENU」|%S「電話機能」
S「電話帳新規登録」

2「モード：」Sモード決定
ダブルナンバーを無効にしているときに電
話帳を登録すると
. 自動的に「デュアルモード」として登録
されます。

୨ᔇǹǸǺࡋἠȡ⒙Ǩ
ǃkǄ
ǃ
ƸlǄ
ǃ
ƸjǄ
Ǜ⒙ᰳǤțȍǨƹ
. ⯍◊ోȓɩʀɳƸ

使いこなしチェック !

A ●回線を特定して着信を拒否したい●デュアルモード時の利用回線を設定したい（AP.2-37）
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便利な機能
日付表示を変更したい 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
［日付フォーマット］ 時設定」S「日付フォーマット」S表示形式決定

2

日付／時刻

基
本
操
作

日付／時刻を設定した 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
い
時設定」S「日付時刻設定」S西暦入力（４ケタ）
［日付時刻設定］ 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「決定」|%
手動で時刻を補正した 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
い
時設定」S「時刻補正」S「即時補正（手動）
」S
［即時補正（手動）］「はい」S「はい」
時刻を自動補正しない 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
［時刻補正］ 時設定」S「時刻補正」S「自動補正設定」S「Off」
時刻の自動補正の詳細 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
を設定したい
時設定」S「時刻補正」S「自動補正設定」S`
［自動補正設定］「On」S「詳細」|BS項目決定（
「N」⇔「P」
表示）S「保存」|A
サマータイムを設定し 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
たい
時設定」S「サマータイム設定」S「On」
［サマータイム設定］
お使いの地域（タイム 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
ゾーン）を変更したい 時設定」S「タイムゾーン設定」S 地域選択 S
［タイムゾーン設定］「決定」|%
お使いの地域を自分で 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
作成したい
時設定」S「タイムゾーン設定」S「オリジナル」|
［オリジナル］ BS 都市名入力 S「完了」|%S 上下フリッ
ク |eS時差入力（時２ケタ／分２ケタ）S「決
定」|%
. ボタンで操作するときは、時差入力の前にdを押し
ます。

時刻表示を 12 時間制 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
にしたい
時設定」S「時刻フォーマット」S「12時間」
［時刻フォーマット］
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月曜日から始まるカレ 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「日
ンダー表示にしたい 時設定」S「カレンダーフォーマット」S「月
［カレンダーフォーマット］ 曜日-日曜日」

ネットワーク
ネットワーク自動調整 「MENU」|%S「設定」S`「ネットワーク」
を行いたい
タブS「ネットワーク自動調整」S「はい」
［ネットワーク自動調整］
ネットワークを手動で 「MENU」|%S「設定」S`「ネットワーク」
選びたい
タブ S「ネットワーク選択」S「手動」S ネッ
［ネットワーク選択］ トワーク決定
優先的に接続するネッ /「MENU」|%S「設定」S`「ネッ
トワークを変更したい トワーク」タブ S「ネットワーク選択」S「優
［優先設定］ 先設定」S下記の操作
ネットワークを追加する
挿入場所決定S「挿入」Sネットワーク決定
末尾に追加する
ネットワーク決定S「末尾に追加」Sネットワー
ク決定
ネットワークを削除する
ネットワーク決定S「削除」
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便利な機能
新しいネットワークを /「MENU」|%S「設定」S`「ネッ
追加したい
トワーク」タブ S「ネットワーク選択」S「新
［ネットワーク新規追加］ 規追加」S下記の操作
ネットワークを新しく追加する
「追加」S 国コード入力 S「OK」|%S ネット
ワークコード入力 S「OK」|%S 名前入力 S
「完了」|%S「ネットワークタイプ選択」Sネッ
トワークタイプ決定
. すでにネットワークが追加されているときは、「新
規追加」を押すと、ネットワークリストが表示され
ます。さらにネットワークを追加するときは、%
を押してから操作してください。

追加したネットワークの詳細を変更する
ネットワーク決定S「変更」S 追加と同様の操
作で変更
追加したネットワークを削除する
ネットワーク決定S「削除」

3G／GSMのモードを 「MENU」|%S「設定」S`「ネットワーク」
手動で切り替えたい タブS「3G／GSM設定」S「手動」Sモード決定
［3G／GSM設定］
ネットワークの状態を 「MENU」|%S「設定」S`「ネットワーク」
確認したい
タブS「ネットワーク状態表示」
［ネットワーク状態表示］
外部機器通信時の接続 /「MENU」|%S「設定」S`「ネッ
名を編集したい
トワーク」タブS「外部機器設定」S下記の操作
［外部機器設定］
接続名を変更する
接続名決定S接続名編集S「完了」|%
接続名をお買い上げ時の状態に戻す
「メニュー」|BS「リセット」S 操作用暗証
番号入力S「OK」|%S「はい」

誤動作防止

2

画面が消灯しても誤動 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「タッ
作防止を設定しない チパネル設定」S「誤動作防止」S「キー操作
［キー操作時のみ］ 時のみ」
クローズポジションに 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「タッ
するたびに誤動作防止 チパネル設定」S「誤動作防止」S「スライド
を設定したい
閉でもロック」
［スライド閉でもロック］

基
本
操
作

インフォメーション
インフォメーションの /「MENU」|%S「電話機能」S下記
履歴を利用したい
の操作
［インフォメーション］
履歴を確認する
「インフォメーション」
履歴を消去する
「インフォメーション」
S「クリア」|BS「はい」

タッチパネル
画面をタッチしたとき /「MENU」|%S「設定」S本体設定
に振動でお知らせした 画面で「タッチパネル設定」S「タッチパネル
い
反応設定」S下記の操作
［タッチパネル反応設定］
常に振動させる
「振動する」
マナーモード設定中を除き振動させる
「振動する（マナーモード中以外）
」

ショートカット
ショートカットを初期 「!」|'S「ショートカット設定」S「メニュー」|
化したい
BS「設定リセット」S「はい」
［設定リセット］

2-31

#02tori__J555_PDF.book

32 ページ

２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

便利な機能

2

シート

基
本
操
作

シート名を変更したい / 待受画面（ソフトキー／アイコン／
［シート名変更］ ウィジェット以外）をロングタッチS「シート名
変更」S下記の操作
シート名を変更する
変更するシート決定Sシート名入力S「完了」|%

モーションコントロー 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「モー
ル操作を練習したい ションコントロール設定」S「アクション練習」
［アクション練習］ S練習内容決定
. 以降は、画面の指示に従って操作してください。

モーションコントロー 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「モー
ルを補正したい
ションコントロール設定」S「モーションコン
［モーションコントロール補正］ トロール補正」
. 以降は、画面の指示に従って操作してください。
（操
作中に誤動作防止が設定されると、補正が中止され
ます。）
. 補正するときは、金属性のものや磁気のあるものか
ら離れて行ってください。また、電車内や自動車内
では行わないでください。

変更したシート名をすべて元に戻す
「リセット」|BS「はい」
シートをロックしたい / 待受画面（ソフトキー／アイコン／ウィ
［シートロック設定］ ジェット以外）をロングタッチS「シートロック設
S操作用暗証番号入力S
「OK」|%S下記の操作
定」
シートをロックする
ロックするシート決定S「On」|%
シートロック一時解除方法を変更する
「ロック解除方法」S「アクション」S「OK」|%
.「2」をなぞるだけでシートロックが一時解除
できるようになります。

モーションコントロール
画面を横向きにしても 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「モー
横画面表示にしない ションコントロール設定」S「縦横画面切替」S
［縦横画面切替］「固定（縦）
」
オープンポジションで 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「モー
も縦横画面切替を有効 ションコントロール設定」S「縦横画面切替」S
にしたい
「自動」
［縦横画面切替］
本機を振って呼び出せ 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「モー
る機能を変更したい ションコントロール設定」S「クイックショー
［クイックショートカット登録］ トカット」S「クイックショートカット登録」S
「縦持ち」／「横持ち」Sメニュー決定S登録す
る機能決定
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マナーモード
マナーモードの設定を /「MENU」|%S「設定」S本体設定
変更したい
画面で「マナーモード設定」S下記の操作
［マナーモード設定］
利用モードを変更する
モード決定
各モードの設定内容を変更する
モード選択S「編集」|BS設定項目決定S各
設定項目の操作
.「通常モード」では変更できません。

オリジナルのモードを 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「マ
作成したい
ナーモード設定」S`
「オリジナルモード」S
「編
［オリジナルモード］ 集」|BS設定項目決定S各設定項目の操作
モードの設定を初期化 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「マ
したい
ナーモード設定」Sモード選択S
「リセット」|A
［リセット］ S操作用暗証番号入力S「OK」|%S「はい」
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便利な機能

言語表示
英語表示／日本語表示 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で
に切り替えたい
「Language」／「言語選択」S「English」／
［Language／言語選択］「日本語」

ディスプレイ
電池残量表示を変更し 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
たい
スプレイ設定」S「ミニ電池表示」S表示形式決
［ミニ電池表示］ 定
.「残り時間」は、現在の状態で使用し続けたとき、
電池レベル１になるまでの残り時間の目安です。
, 充電中は表示されません。
. 電池残量表示は、あくまでも目安です。

画面が切り替わるとき 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
の効果を表示しない スプレイ設定」S「画面エフェクト」S「Off」
［画面エフェクト］
待受画面の時計／カレ 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
ンダーを変更したい スプレイ設定」S「待受設定」S「時計／カレ
［時計／カレンダー表示］ ンダー表示」S表示形式決定
待受画面の画像や動画 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
再生時の表示モードを スプレイ設定」S「鮮やかモード」S表示方法決
変更したい
定
［鮮やかモード］

電話番号入力時の数字 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
の形を変更したい
スプレイ設定」S「ダイヤル表示設定」Sパター
［ダイヤル表示設定］ ン決定

きせかえアレンジ

2
基
本
操
作

きせかえアレンジの提 「MENU」|%S「データフォルダ」S「きせか
供サイトに接続したい えアレンジ」Sファイル選択S「メニュー」|B
［Webアクセス］ S「Webアクセス」
. 以降は、画面の指示に従って操作してください。

固定のきせかえアレン 「MENU」|%S「カスタマイズ」|BS「固定
ジを設定したい
データ」Sパターン決定S「適用」|%
［固定データ］
きせかえアレンジを解 「MENU」|%S「カスタマイズ」|BS「Off」
除したい
S「はい」
［きせかえアレンジ解除］
きせかえアレンジを強 「!」
（長く）|'S「メニューリスト」S「設定」
制解除したい
S本体設定画面で「きせかえアレンジ」S「Off」
［カスタマイズOff］ S「はい」
きせかえアレンジを削 「MENU」|%S「データフォルダ」S「きせか
除したい
えアレンジ」Sファイル選択S「メニュー」|B
［きせかえアレンジ削除］ S「削除」S「はい」
. コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」／
「いいえ」を押します。

待受画面に通信会社名 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
を表示したい
スプレイ設定」S「待受設定」S「ネットワー
［ネットワークオペレータ名表示］ クオペレータ名表示」S「On」
電源 On時にメッセー 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
ジを表示したい
スプレイ設定」S「電源Onメッセージ」S「メッ
［電源Onメッセージ］ セージ編集」Sメッセージ入力S「完了」|%S
「On／Off設定」S「On」
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便利な機能

2
基
本
操
作

音・バイブ・ライト
■効果音
各種効果音を消したい 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「音・
［効果音］ バイブ・ライト」S「効果音」S 効果音決定 S
「音選択」S「Off」
.「S!一斉トーク」では設定できません。

各種効果音の鳴動時間 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「音・
を変更したい
バイブ・ライト」S「効果音」S 効果音決定 S
［鳴動時間］「鳴動時間」S時間選択／時間入力S「o」／「決
定」|%

■ライト／照明
不在着信時などのライ /「MENU」|%S「設定」S本体設定
トを設定したい
画面で「音・バイブ・ライト」S「インフォメー
［インフォメーションライト設定］ ションライト設定」S 着信の種類決定 S 下記の
操作
点灯させるかどうかを設定する
「On／Off設定」S「On」／「Off」
点灯色を設定する
「ライト色設定」S色決定

.「ボタン確認音」、
「S!一斉トーク」では設定できませ
ん。

着信時のライトを設定 /「MENU」|%S「設定」S本体設定
したい
画面で「音・バイブ・ライト」S「着信ライト
［着信ライト設定］ 設定」S下記の操作

効果音の音量を変更し 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「音・
たい
バイブ・ライト」S「音量」S「効果音／サウ
［音量］ ンド再生」S音量選択S「決定」|%

点灯させるかどうかを設定する
着信の種類決定S「On／Off設定」S「On」／
「音連動」／「Off」

ボタン確認音を鳴らし 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「音・
たい
バイブ・ライト」S「効果音」S「ボタン確認
［ボタン確認音］ 音」Sボタン確認音決定
スピーカーのサラウン 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「音・
ドを設定したい
バイブ・ライト」S「サラウンド」S「On」
［サラウンド］

. デュアルモード（AP.2-27）設定時は、着信の種
類選択画面で「Sl」|Aを押すと、モードを切
り替えられます。

点灯色を設定する
着信の種類決定S「ライト色設定」S色決定
. デュアルモード設定時は、着信の種類選択画面で
「Sl」|Aを押すと、モードを切り替えられます。

画面／ボタンの照明が 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
自動的に消えるまでの スプレイ設定」S「バックライト」S「点灯時
時間を変更したい
間」S時間決定
［バックライト］
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画面の明るさを変更し /「MENU」|%S「設定」S本体設定
たい
画面で「ディスプレイ設定」S「バックライト」
［明るさ調整］ S下記の操作
画面の明るさを調整する
「明るさ調整」S明るさ選択S「決定」|%
明るさセンサーを解除する
「明るさ調整」S「解除」|B（
「N」
）S「決定」|
%
画面の表示が自動的に 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
消えるまでの点灯時間 スプレイ設定」S「パネル点灯時間」S時間決定
を変更したい
［パネル点灯時間］
ボタン照明を点灯しな 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「キー
い
バックライト設定」S「Off」
［キーバックライト設定］
クローズポジションで 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
の照明／画面表示の点 スプレイ設定」S「クローズ後点灯時間」S 点
灯方法を変更したい 灯時間決定
［クローズ後点灯時間］
設定した時間内はク 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
ローズポジションでは スプレイ設定」S「ディスプレイマナー」S「非
照明を点灯しない
点灯時間」S「開始時刻：」／「終了時刻：」S
［ディスプレイマナー］ 時刻入力S「決定」|%S「保存」|AS「On／
Off設定」S「On」

■着信動作
着信時などに表示され /「MENU」|%S「設定」S本体設定
る画像を変更したい 画面で「ディスプレイ設定」S「画面ピクチャー」
［画面ピクチャー］ S表示場面決定S下記の操作
画像（固定データ）を利用する
「固定データ」
（またはパターン選択）

2
基
本
操
作

データフォルダの画像を利用する
保存場所決定S画像選択S「決定」|%S表示範
囲指定S「決定」|%
. 画像によっては、表示範囲の指定が必要ないことも
あります。
. デュアルモード（AP.2-27）設定時は、表示場面
選択画面で「Sl」|A を押すと、設定できる
モードが切り替わります。

きせかえアレンジを利用する
「きせかえアレンジ」S「決定」|%
.「電源 On」、「電源 Off」にはきせかえアレンジを設
定できません。
. デュアルモード設定時は、表示場面選択画面で
「Sl」|A を押すと、設定できるモードが切り
替わります。

着信相手の情報を表示 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ディ
しない
スプレイ設定」S「クローズ時着信相手表示」S
［クローズ時着信相手表示］「Off」
! 以外のボタンを 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「音・
押しても電話を受けら バイブ・ライト」S「エニーキーアンサー」
S「On」
れるようにしたい
. 0～9、(、#、g、'、&でも受
［エニーキーアンサー］ けられるようになります
着信があったとき音を 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「音・
消せるボタンを増やし バイブ・ライト」S「エニーキーアンサー」S
たい
「消音のみ」
［エニーキーアンサー］ . 0～9、(、#、g、'、&で着信
音を消せるようになります。
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イヤホン接続時に着信 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「着
音をイヤホンからだけ 信音出力切替」S「イヤホンのみ」
鳴らしたい
［着信音出力切替］

オーナー情報
オーナー情報を編集／ /「MENU」|%S「電話機能」S「オー
リセットしたい
ナー情報」S下記の操作
［オーナー情報］
オーナー情報を編集する
タブ／項目選択S「編集」|AS編集項目決定
S内容編集S「保存」|A
オーナー情報をリセットする
「メニュー」|BS「オーナー情報リセット」S
「はい」
デュアルモード時に別 「MENU」|%S「電話機能」S「オーナー情報」
回線のオーナー情報を S「メニュー」|BS「Bへ切替」／「Aへ切替」
確認したい
［Bへ切替／Aへ切替］

IPサービスを無効にし 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「セ
たい
キュリティ設定」S「IPサービス設定」S「Off」
［IPサービス設定］ S操作用暗証番号入力S「OK」|%
.「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、
着デコ、S!アプリ通知が利用できなくなります。

安心遠隔ロック時に /「MENU」|%S「設定」S本体設定
メッセージを表示した 画面で「セキュリティ設定」S「ロックメッセー
い
ジ設定」S下記の操作
［ロックメッセージ設定］
ロックメッセージを登録する
「メッセージ」S操作用暗証番号入力S「OK」|
%Sメッセージ入力S「完了」|%S「はい」
ロックメッセージを確認する
「ロックメッセージ確認」

ベールビュー
ベールビューの設定を /「MENU」|%S「設定」S本体設定
変更したい
画面で「ディスプレイ設定」S「ベールビュー」
［ベールビュー］ S下記の操作
パターンを変更する
「パターン設定」Sパターン決定S倍率決定また
は「アニメ」

セキュリティ
PIN認証コードを変更 /「MENU」|%S「設定」S本体設定
したい
画面で「セキュリティ設定」S下記の操作
［PIN／PIN2変更］
PINコードを変更する
「PIN 認証」S「PIN 変更」S現在の PIN コード
入力 S「OK」|%S 新しい PIN コード入力 S
「OK」|%S再度新しいPINコード入力S「OK」|
%
. PIN認証が「On」のときに変更できます。

PIN2コードを変更する
「PIN2変更」S現在のPIN2コード入力S「OK」|
%S新しい PIN2 コード入力S「OK」|%S再
度新しいPIN2コード入力S「OK」|%
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濃度を変更する
「濃度設定」S濃度決定

USB充電
USB充電を無効にした 「MENU」|%S「設定」S`「外部接続」タ
ブS「USB充電」S「無効」
［USB充電］

い
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便利な機能

ダブルナンバー

初期化

■全般
モード切替時の操作用 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ダ
暗証番号の入力を省略 ブルナンバー設定」S「暗証番号入力」S「入
したい
力しない」S操作用暗証番号入力S「OK」|%
［暗証番号入力］
モード名を変更したい 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ダ
［回線名／アイコン編集］ ブルナンバー設定」S「回線名／アイコン編集」
Sモード決定S回線名入力S「完了」|%Sアイ
コン決定

■ Aモード／Bモード
未使用モードの着信を 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ダ
マークで通知したい ブルナンバー設定」S「着信通知アイコン表示」
［着信通知アイコン表示］ S「表示する」
パケット接続時に確認 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ダ
画面を表示しない
ブルナンバー設定」S「パケット接続確認」S
［パケット接続確認］「Off」
. Bモード設定時に有効です。

■デュアルモード
回線を特定して着信を 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ダ
拒否したい
ブルナンバー設定」S「回線別着信拒否」S 回
［回線別着信拒否］ 線決定S「拒否する」
デュアルモード時の利 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ダ
用回線を設定したい ブルナンバー設定」S「利用回線設定」S 設定
［利用回線設定］ 項目決定

2

設定内容や登録内容を 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「初
お買い上げ時の状態に 期化」S「設定リセット」S 操作用暗証番号入
戻したい
力S「OK」|%S「はい」S「はい」
［設定リセット］ . 内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないこ

基
本
操
作

とがあります。
. 操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたとき
は、各機能を終了してから操作してください。
. ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべ
ての設定／データがリセットされますので、ご注意
ください。（On／Off設定も「Off」になります。）

電話帳やデータフォル 「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「初
ダなどの内容を消去し 期化」S「オールリセット」S 操作用暗証番号
お買い上げ時の状態に 入力S「OK」|%S「はい」S「はい」
戻したい
. ICカード内にデータがあるときは、操作できません。
［オールリセット］ （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すべて削除さ
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。
. 操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたとき
は、各機能を終了してから操作してください。
. ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべ
ての設定／データがリセットされますので、ご注意
ください。（On／Off設定も「Off」になります。）
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電池残量表示

きせかえアレンジ

3「---」が表示される

3 設定したきせかえアレンジが反映さ
れない

. 電池残量「残り時間」の計測中です。
故障ではありません。

充電が完了したのに、
「100%」にな
3 らない

. 電池パックの性能劣化を軽減するよう
充電を制御しているためです。充電が
完了しても、電池残量表示は「100％」
にはなりません。

3

残り時間まで使用できない
. 温度の低い場所で使っていませんか。
電池パック容量は、周囲温度の影響を
受けます。特に低温下では、残り時間
まで使用できないことがあります。
. 消耗した電池パックではありませんか。
このときは、残り時間まで使用できな
いことがあります。

3 残り時間が急に変動する

. 使用状態を反映するまでに時間がかか
ります。あくまでも目安としてご利用
ください。
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. きせかえアレンジによっては、壁紙、
画面ピクチャー、着信音などのデータ
が準備されていないことがあります。
このときは、お買い上げ時の設定で動
作します。

USB充電
充電を有効にしているのに USB
3 USB
充電できない
. 接続しているパソコンや本機の電源は
入っていますか。電源が入っていない
ときは、利用できません。

