
文字入力

3

#02tori__J555_PDF.book  1 ページ  ２００８年１１月１３日　木曜日　午前１１時２２分
文字入力 ..............................................3-2
文字入力について ................................ 3-2
ひらがな／漢字を入力する.................. 3-3
その他の文字を入力する ..................... 3-4
便利な入力／変換方法を利用する....... 3-5
文字を編集する.................................... 3-6

ユーザー辞書 .......................................3-7
よく使う単語を登録する ..................... 3-7

便利な機能 ..........................................3-8
3-1



#02tori__J555_PDF.book  2 ページ  ２００８年１１月１３日　木曜日　午前１１時２２分
文字入力
3-2

文
字
入
力

3

本機の文字入力は、ボタンでもタッチパネルでも行うことができます。

文字入力について

&
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ひらがな／漢字を入力する

333 d 333S(

S

22 %

|d

g S%b

Y

|B A.

|B.

(

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●入力中の文字のサイズを変更したい●入力した文字列から変換候補を予測しない　ほか（AP.3-8）
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半角英数字モードでは、１文字入力するた

びに、入力した英字で始まる変換候補が表

示されます。

.「april」を入力する例で説明します。

1半角英数字モードで「a」入力

.「a」で始まる単語の候補が表示され

ます。

2「p」入力

.「ap」で始まる単語の候補が表示され

ます。

3「april」

.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「絵／゛゚」|(

.絵文字／記号の入力履歴画面が表示さ

れます。

2「絵１」／「記号１」|
B／A
.絵文字入力画面では、「A/a」|'を

押すたびに他社共通絵文字⇔全絵文

字を確認できます。

3入力する絵文字／記号決定

.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「CLEAR/BACK」|$
.文字入力画面に戻ります。

1「メニュー」|BS「顔文字」

2入力する顔文字決定

その他の文字を入力する

英単語を入力する 絵文字／記号を入力する 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、感情を示す

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示されることがあ

ります。

使いこなしチェック !

A●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（AP.3-8）



3-5

文
字
入
力

3

文字入力

#02tori__J555_PDF.book  5 ページ  ２００８年１１月１３日　木曜日　午前１１時２２分
「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力

します。

1「メニュー」|B
S「簡単アドレス入力」

2入力する文字決定

.入力モードにかかわらず、半角で入力

されます。

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。

.以前に「鈴木」に変換したことがあるとき

の入力方法を例に説明します。

1「す」入力

S候補欄をフリック |b

2変換候補決定〔鈴木〕

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。

.「PM」と入力する方法を例に説明します。

1「ま」|7S「は」|6
S「カナ英数」|A

2変換候補決定〔PM〕

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。

1「さ」|3〔さ〕

S「や」|8〔や〕

S「あ」|1〔あ〕

S「た」「絵／゛゚」|
4(〔だ〕

S「わ」|0〔わ〕

S「ワンタッチ」|a

2変換候補決定〔終電〕

便利な入力／変換方法を利用する

E-mailアドレス／URLを簡単に入力する

１文字変換を利用する

カナ英数字変換を利用する

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文字を入力しワンタッチ変

換の操作を行うだけで、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）

使いこなしチェック !

A け●メールにアスキーアートを挿入したい●入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい（AP.3-8）
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選択する文字をタップするか、fで選択

する文字にカーソルを移動します。

次の操作で開始文字と終了文字を指定して

選択します。（タッチパネルでの操作）

1「範囲選択」

.いずれかの文字をダブルタップしても

操作できます。

2開始文字にタッチS
終了文字までドラッグ

.範囲選択は、「範囲選択解除」で解除

できます。

.「また、お願いします」を「明日またお願いし

ます」に修正する方法を例に説明します。

1消去する文字選択

2「CLEAR/BACK」|$

.カーソル上の１文字が消えます。

3挿入位置選択S文字入力

ここではタッチパネルでの操作を説明しま

す。ボタンでの操作は、「使いこなしチェッ

ク!」をご確認ください。

1移動／複写する文字選択

.連続した文字でも操作できます。

2「カット」／「コピー」

3挿入位置選択

S「メニュー」S「ペースト」

4移動／複写する文字決定

文字を編集する

編集する文字の選択について

１文字だけ選択するとき

ボタン操作で文頭／文末に移動するとき

「メニュー」|BS「カーソル操作」S
「末尾へ移動」／「先頭へ移動」

連続した文字を選択するとき

文字を消去／修正する

消去した文字を元に戻すとき

.「CLEAR/BACK」|$で消去した文字

は、「Undo」|!で復元できます。

文字をすべて消去するとき

.文末で「CLEAR/BACK」をロングタッ

チするか、$を長く押します。文中で

操作すると、カーソルから後ろの文字が

すべて消去できます。

文字を移動／複写する

使いこなしチェック !

A●直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい●ボタン操作で文字を移動／複写したい（AP.3-8）
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ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表

示されるようになります。

1「MENU」|%S「設定」

S本体設定画面で

「ユーザー辞書」

ユーザー辞書画面

2「新規登録」S単語入力

S「完了」|%
3読み入力S「完了」|%

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

が変換候補に表示されるようになります。

.辞書の入手方法は、本機に登録されている

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

「ダウンロード辞書」

2設定する番号決定

Sダウンロード辞書決定

.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

登録した単語を修正するとき

2で「登録単語リスト」S修正する単語

決定S単語修正S「完了」|%S読み修

正S「完了」|%S「はい」

ダウンロード辞書を利用する ダウンロード辞書の使用をやめるとき
2で解除する番号選択S「メニュー」|
BS「設定解除」

ダウンロード辞書の情報を確認するとき
2で確認する番号選択S「メニュー」|
BS「詳細」

使いこなしチェック !

A●ユーザー辞書に登録した単語を削除したい（AP.3-8）
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改行したい
［改行］

文末で改行する
文字入力画面でダブルタップ |b
文の途中で改行する
文字入力画面で「、。」|#S「0」

スペースを入力したい
［スペース］

文字入力画面で「→」|d

入力中の文字のサイズ
を変更したい

［文字サイズ］

文字入力画面で「メニュー」|BS「挿入／文

字サイズ」S「文字サイズ」Sサイズ決定

入力した文字列から変
換候補を予測しない

［近似予測］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変

換設定」S「近似予測」S「Off」

入力した単語から次の
変換候補を予測しない

［連携予測］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変

換設定」S「連携予測」S「Off」

入力した単語から次の
変換候補に顔文字／絵
文字を表示しない

［顔文字連携］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変

換設定」S「顔文字連携」S「Off」

予測変換モードを切り
替えたい
［パーソナル予測モード設定］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変

換設定」S「パーソナル予測モード設定」Sモー

ド決定
.タッチパネルでは、ひらがな入力後に「予測モー

ド」をタップすると、スタンダード→ビジネス→男

性→女性の順にモードが切り替わります。

予測変換の優先度を下
げたい
［予測候補優先度低］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変換

設定」S「予測候補優先度低」S種類決定（「P」：

下げる⇔「N」：下げない）S「OK」|A
変換候補をダイヤルボ
タンで確定したい
［候補決定動作設定］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変

換設定」S「候補決定動作設定」S「1-9、0、N、
#で決定」

入力履歴を消去したい
［入力履歴リセット］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変

換設定」S「入力履歴リセット」S「はい」

区点コードで入力した
い

［区点コード入力］

文字入力画面で「文字種」|&S「区点」S区

点コード（AP.19-7）入力

ポケベル入力方式で入
力したい
［ポケベルコード入力］

文字入力画面で「メニュー」|BS「入力／変

換設定」S「入力方式」S「ポケベル」
.このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコード

（AP.19-6）で入力します。

メールにアスキーアー
トを挿入したい
［アスキーアート読み出し］

メールの文字入力画面で「メニュー」|BS
「アスキーアート読み出し」Sアスキーアート決定

入力中の文章に電話帳
の情報を挿入したい

［電話帳引用］

文字入力画面で「メニュー」|BS「挿入／文

字サイズ」S「電話帳引用」S電話帳決定S引

用項目決定

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］

文字入力画面で「メニュー」|BS「元に戻す／

復元」
.「Undo」|!を押しても同様の操作が行えます。

ボタン操作で文字を移
動／複写したい
［カット］／［コピー］

文字入力画面で「メニュー」|BS「カット」／

「コピー」S移動／複写開始文字決定S移動／複

写終了文字決定S挿入位置選択S(（長く）

ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録し
た単語を削除したい

［単語削除］

「MENU」|%S「設定」S本体設定画面で「ユー

ザー辞書」S「登録単語リスト」S削除する単

語選択S「削除」|BS「はい」
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