#02tori__J555_PDF.book

1 ページ

２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

電話帳登録 ..........................................4-2

S!電話帳バックアップ ........................4-6

電話帳について ................................... 4-2
電話帳に登録する ................................ 4-3

S!電話帳バックアップについて .......... 4-6
S!電話帳バックアップを利用する ......... 4-7

電話帳利用 ..........................................4-5

便利な機能 ..........................................4-8
こんなときは.....................................4-12

電話帳を利用する ................................ 4-5

4
電話帳

4-1

#02tori__J555_PDF.book

2 ページ

２００８年１１月１３日

木曜日

午前１１時２２分

電話帳登録

電話帳について
本機の電話帳は、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。
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大切なデータを失わないために
. 電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外し
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。大切な電話帳
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、電話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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電話帳登録

電話帳に登録する
電話帳に、
「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。

3「電話番号：」S電話番号入力
S「完了」|%Sマーク決定

5「グループ：」Sグループ決定
4

1「MENU」|%S「電話機能」

電
話
帳

S「電話帳新規登録」

2「名前／姓：」S姓入力

S「完了」|%S「名前／名：」
S名前入力S「完了」|%

. 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。

4「Eメールアドレス：」

SE-mailアドレス入力
S「完了」|%Sマーク決定

. ヨミが自動的に入力されます。

電話帳登録画面

6「保存」|A

. 電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると
. 着信を受けても、入力中の内容は消去さ
れません。通話などを終えると、入力を
継続できます。
デュアルモード（AP.2-27）設定時にモー
ドを登録するとき
【電話帳登録画面】
「モード：」Sモード
決定

. 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。
使いこなしチェック !

A ●その他の項目を登録したい●ライト色を設定したい●バイブレータの動作を設定したい●電話帳を修正したい●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●電話帳のグループ名を変更したい●電話帳のグループを並べ替えたい（AP.4-8～P.4-9）
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電話帳登録

着信音を個別に設定する
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。

4
電
話
帳

1 電話帳登録画面で

着信の種類決定
（「音声着信音：」など）

シークレットを一時的に解除するとき
「'」|bS「メニュー」|BS「シー
クレット一時解除」S操作用暗証番号入
力S「OK」|%

着信時の動作を電話帳ごとに設定している
とき
. 電話帳での設定が優先されます。

グループ別に着信の動作を変更する

通話後に次のような確認画面が表示された
ときは、この画面から電話帳に登録できま
す。

1「MENU」|%S「電話機能」
S「グループ設定」

2「着信音選択」Sフォルダ決定
3 設定する着信音決定
シークレットに設定する
登録した相手を表示できないようにしま
す。

1 電話帳登録画面で

「シークレット設定：」

2「On」

1 確認画面で「はい」
グループ設定画面

2 グループ選択

S「メニュー」|B
S項目決定

3 着信の種類決定

S設定内容（「着信音選択」な
ど）決定S設定操作
S「確定」|A
. 設定操作は、電話帳ごとの操作と同様
です。
. USIM カードのグループには設定でき
ません。

4-4

通話後の確認画面から登録する

2「新規登録」S必要項目入力
S「保存」|A

既存の電話帳に追加するとき
2で「追加登録」S電話帳決定S必要項
目入力S「保存」|A
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電話帳利用

電話帳を利用する
電話帳から電話をかける

1「'」|bSよみがなの行選択

検索方法を変更する

他の機能から電話帳を利用する

1 電話帳検索画面で

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入
力する方法を例に説明します。

「メニュー」|B
S「電話帳設定」

2「検索方法切替」
電話帳検索画面（「あかさたな別」）
. デュアルモード（AP.2-27）設定時
は、登録されている回線を表すマーク
が表示されます。

2 電話帳決定
3 電話番号決定
4「発信」

TVコールで発信するとき
4で「TVコール」
クローズポジションで音声電話をかけるとき
2で電話帳選択S「発信」
, 複数の電話番号が登録されているとき
は、このあと電話番号を決定すると、発
信されます。

4
電
話
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メールの宛先選択画面

1「電話帳」

3 検索方法決定

. 電話帳検索画面が表示されます。

. 次の検索方法が選べます。
あかさたな よみがなの行を選択して、
別
電話帳を表示
グループ別

グループを選択して、グ
ループ内の電話帳を表示

一覧

すべての電話帳を五十音
順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき
【電話帳検索画面】「切替」|A（押す
たびに切替）

2 電話帳決定
3 電話番号／E-mailアドレス決定

. 宛先が入力されます。
. 電話帳に電話番号／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。

使いこなしチェック !

A ●電話帳検索画面の表示を変更したい●電話帳からメールを作成したい●電話帳を削除したい

ほか（AP.4-8～P.4-10）
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S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップについて
本機の電話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.19-18）を参照してください。

4

S!電話帳バックアップ利用時のご注意
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. 電話帳の次の項目は、同期されません。
, フォト／着信音／ライト／バイブ
. 本機の電話帳をすべて消去したあと「通常
同期」、「本体変更データ送信」、
「サーバー
へバックアップ」を行うと、サーバー上の
電話帳が消去されます。また、サーバー上
の電話帳をすべて消去したあと
「通常同期」
、
「サーバー変更データ受信」
、
「サーバーから
読込み」を行うと、本機の電話帳が消去さ
れます。バックアップや読み込みのタイミ
ング、同期の方向にご注意ください。
. ダブルナンバー利用時はモードにかかわら
ず、すべての電話帳がバックアップされます。
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S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップを利用する
電話帳をサーバーにバックアップする
. バックアップ前のサーバー内の電話帳は、
すべて削除されます。

サーバー内の電話帳を本機に読み込む
. 読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削
除されます。

1「MENU」|%S「電話機能」 1 S!電話帳バックアップ画面で
S「S!電話帳バックアップ」

「同期開始」
S「サーバーから読込み」

2「はい」S 操作用暗証番号入力
S「OK」|%

S!電話帳バックアップ画面

2「同期開始」

S「サーバーへバックアップ」

3「はい」S 操作用暗証番号入力
S「OK」|%

. バックアップが始まります。終了後に
詳細が表示されます。

4「OK」|%Sバックアップ終了
バックアップを中止するとき
バックアップ中に「キャンセル」|AS
「はい」

. 読み込みが始まります。終了後に詳細
が表示されます。

3「OK」|%S読み込み終了

読み込みを中止するとき
読 み 込 み 中 に「キ ャ ン セ ル」|AS
「はい」

電話帳を同期させる
同期には次の３つの方法があります。
通常同期

本機／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 本機の更新情報をサーバー
送信
に反映します。
サーバー変更
データ受信

4
電
話
帳

サーバーの更新情報を本機
に反映します。

. 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

「同期開始」S同期方法決定

2「はい」S 操作用暗証番号入力
S「OK」|%

. 同期が始まります。終了後に詳細が表
示されます。

3「OK」|%S同期終了

同期を中止するとき
同期中に「キャンセル」|AS「はい」

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●自動的に電話帳を同期させたい●バックアップの履歴を確認したい（AP.4-11）
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便利な機能
■電話帳登録／変更

電話帳
■電話帳表示設定

4
電
話
帳

電話帳検索画面の表示 /「MENU」|%S「電話機能」S「電
を変更したい
話帳設定」S下記の操作
［縦画面時表示設定／
縦画面時の表示を変更したい
横画面時表示設定］
「縦画面時表示設定」S「リスト+プレビュー（名
刺風）
」
横画面時の表示を変更したい
「横画面時表示設定」S「名前+Eメールアドレス」
画像を登録して着信時 /「MENU」|%S「電話機能」S「電
に表示したい
話帳新規登録」S「フォト：」S下記の操作
［フォト］
画像を選択する
「フォト選択」S表示する画像決定
画像を撮影する
「撮影」S画面に画像を表示S「J」|%S「1」|
%
電話帳未登録相手との 「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳設定」
通話後確認画面を表示 S「未登録番号追加」S「着信時」／「発信時」
しない
S「Off」
［未登録番号追加］

その他の項目を登録し /「MENU」|%S「電話機能」S「電
たい
話帳新規登録」S下記の操作
［その他の電話帳登録］
住所を登録する
「住所：」S項目決定S内容入力／選択S「OK」|
A
勤務先を登録する
「勤務先：」S項目決定S内容入力S「完了」|%
S「OK」|A
ホームページを登録する
「ホームページ：」SURL入力S「完了」|%S
マーク決定
メモを登録する
「メモ：」S内容入力S「完了」|%
誕生日を登録する
「誕生日：」S年月日入力S「決定」|%
位置情報を登録する
「位置情報：」S位置情報登録
ライト色を設定したい 「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳新規登
［ライト色設定］ 録」S項目決定（
「ライト（音声着信）
：」など）
S「On／Off設定」S内容決定S「ライト色設
定」S色決定
バイブレータの動作を 「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳新規登
設定したい
録」S項目決定（「バイブ（メール着信）
：」な
［バイブパターン］ ど）S「On／Off設定」S内容決定S「バイブ
パターン」S バイブパターン決定 S「CLEAR/
BACK」|$
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便利な機能

電話帳を修正したい 「'」|bSよみがなの行選択S電話帳選択S
［編集］「メニュー」|BS「編集」S項目決定S電話
帳修正S「保存」|A
. 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。

個別に設定したメール 「'」|bSよみがなの行選択S電話帳選択S
着信音を鳴らす時間を 「メニュー」|BS「編集」S「メール着信音：」
変更したい
S「鳴動時間」S秒数入力S「決定」|%S「保
［鳴動時間］ 存」|A
. 鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。

電話帳のグループ名を 「MENU」|%S「電話機能」S「グループ設定」
変更したい
Sグループ決定 S「グループ名編集」Sグルー
［グループ名編集］ プ名入力S「完了」|%
電話帳のグループを並 「MENU」|%S「電話機能」S「グループ設定」
べ替えたい
S移動するグループ選択S「移動」|AS移動
［移動］ 先決定
. 電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。

■電話帳利用
電話帳からメールを作 / 「'」|bSよみがなの行選択S電話
成したい
帳決定S下記の操作
［メール作成］
電話番号を利用する
電話番号決定S「メール作成」S「S!メール」／
「SMS」Sメール作成S「送信」|A

E-mailアドレスを利用する
E-mail アドレス決定Sメール作成S「送信」|

4
電
話
帳

A
電話帳から着デコで電 「'」|bSよみがなの行選択S電話帳決定S電
話をかけたい
話番号決定 S「着デコ発信」S「着デコファイ
［着デコ発信］ ル」S「着デコフォルダ」S 着デコファイル決
定S「発信種別」S「音声発信」／「TVコール
発信」S「発信」|B
. はじめて着デコ発信するときは、確認画面が表示さ
れます。

電話帳からS!一斉トー 「'」|bSよみがなの行選択S電話帳決定S電
クを発信したい
話番号決定S「S!一斉トーク発信」S「発信」|%
［S!一斉トーク発信］ . あらかじめ「私の状況」をオンラインにしておいて
ください。

電話帳から国際電話を 「'」|bSよみがなの行選択S電話帳決定S電
かけたい
話番号決定S「国際発信」S相手の国決定S「発
［国際発信］ 信」|%S「発信」
. 国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。

電話帳に登録した位置 「'」|bSよみがなの行選択S電話帳決定S
情報を利用したい
`「設定」タブS`「1」S「メニュー」|B
［目的地へ設定］ S「目的地へ設定」S画面の指示に従って操作
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便利な機能

■電話帳管理

4
電
話
帳

USIMカードのグルー

電話帳を削除したい １件削除する
［削除／全件削除］「'」|bSよみがなの行選択S電話帳選択S
「メニュー」|BS「削除」S「はい」

/「MENU」|%S「電話機能」S「グ
プを編集したい
ループ設定」S「メニュー」|BS「USIMへ
［USIMカードグループ設定］ 切替」S下記の操作

グループ名を編集する
グループ決定 S「グループ名編集」S グループ
名入力S「完了」|%

すべて削除する
「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳管理」
S「全件削除」S 削除する保存場所決定S「は
い」S操作用暗証番号入力S「OK」|%
電話帳の登録件数を確 「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳管理」
認したい
S「メモリ確認」
［登録件数確認］
電話帳をコピーしたい 本体からUSIMカードへ１件コピーする
［コピー］「'」|bSよみがなの行選択S電話帳選択S
「メニュー」|BS「電話帳管理」S「USIM
カードにコピー」S「はい」

USIMカードから本体へ１件コピーする
「'」|bS「メニュー」|BS「電話帳設定」
S「メモリ切替」S「USIM」Sよみがなの行選
択S電話帳選択S「メニュー」|BS「電話帳
管理」S「本体にコピー」
全件コピーする
「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳管理」
S「全件コピー」Sコピー方法決定S「はい」
. 容量が足りないときは、保存可能件数までコピーさ
れます。

移動（並べ替え）する
グループ選択S「移動」|AS移動先決定
マーク（アイコン）を変更する
グループ決定S「アイコン変更」Sマーク決定
電話帳の登録先を変更 「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳設定」
したい
S「登録先設定」S「USIM」／「毎回確認」
［登録先設定］
利用する電話帳を変更 「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳設定」
したい
S「メモリ切替」S「USIM」／「本体とUSIM」
［メモリ切替］

■モード設定
. ダブルナンバーを有効にしているとき、利用できます。
すべての電話帳のモー 「MENU」|%S「電話機能」S「電話帳管理」
ドを一括で変更したい S「全件モード一括変換」Sモード決定 S 操作
［全件モード一括変換］ 用暗証番号入力S「OK」|%
複数選択して電話帳の 「'」|bS「メニュー」|BS「電話帳管理」
モードを変更したい S「複数選択」S電話帳決定（
「P」⇔「N」
）S
［モード変換］「メニュー」|BS「モード変換」S 変換する
モード決定
同じグループに登録し 「'」|bSグループ選択S「メニュー」|BS
ている相手のモードを 「電話帳管理」S
「グループ内データモード変換」S
一括で変更したい
モード決定S操作用暗証番号入力S「OK」|%
［グループ内データモード変換］ . 電話帳の検索方法を「グループ別」に設定している
とき利用できます。
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便利な機能

S!電話帳バックアップ
ユ ー ザ ー I D ／ パ ス「 D」|AS「メニューリスト」S「My Soft
ワードを確認したい Bank」S「利用状況の確認」S「S!電話帳バッ
［ユーザー ID／パスワード確認］ クアップ編集用パスワード確認」S 画面指示に
従って操作
自動的に電話帳を同期 /「MENU」|%S「電話機能」S「S!
させたい
電話帳バックアップ」S「自動同期設定」S 操
［自動同期設定］ 作用暗証番号入力S「OK」|%S下記の操作

4
電
話
帳

自動同期を設定する
「On／Off設定」S「On」
自動同期の周期を変更する
「On／Off設定」S「On」S「周期設定」S周
期決定 S 日付時刻／曜日時刻／時刻入力S「決
定」|%
.「電話帳編集後（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
「On／Off設定」S「On」S「同期モード設定」
S同期方法決定
バックアップの履歴を 「MENU」|%S「電話機能」S「S!電話帳バッ
確認したい
クアップ」S「同期履歴」S履歴決定
［同期履歴］
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3 設定した画像が着信時に表示されない

. 設定したファイルをご確認ください。
設定したファイルが削除されていたり、
メモリカードに移動されていると表示
されません。このときは、設定し直し
てください。
. 設定したファイルが著作権保護ファイ
ルなどのときは、有効期限／再生期間
をご確認ください。
. 電話帳がシークレットデータではあり
ませんか。着信相手がシークレット
データのときは表示されません。
. イメージが設定された着デコで着信し
たときは、表示されません。
. 他の機能の利用中などは、画像が表示
されないことがあります。

3 設定した内容で着信時に鳴動しない

. 設定したファイルをご確認ください。
設定したファイルが削除されていると
設定した内容で鳴動しません。このと
きは、設定し直してください。
. 設定したファイルが著作権保護ファイ
ルなどのときは、有効期限／再生期間
をご確認ください。
. 電話帳がシークレットデータではあり
ませんか。着信相手がシークレット
データのときは着信音／ムービーの設
定が無効になります。
. サウンドが設定された着デコで着信し
たときは、鳴動しません。
. ファイルが保存されたメモリカードを
取り外していませんか。
（メモリカー
ドを取り付けると、再設定されます。
）

16 文字まで入力できな
3 グループ名が
い

. USIMカードのグループ名は、入力でき
る文字数が異なることがあります。
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