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次の便利なサービスが利用できます。
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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、携帯電話の

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「MENU」|%S
「コミュニケーション」

2「S!タウン」

.「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示されたと

きは、画面の指示に従って、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「MENU」|%S
「コミュニケーション」

2「S!ループ」

.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。

S!タウン／S!ループを利用する

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。

「MENU」|%S「コミュニケーション」

S`「S!タウン」S「ライブラリ」|
BSS!アプリ決定

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「MENU」|%S
「コミュニケーション」

S「S!ともだち状況」

私の状況接続設定が「オンライン」の

ときは、3へ進みます。

2「はい」

3「いいえ」

.「はい」を選ぶと、メンバーの登録が

できます。

.メンバーが登録されているときは、3

は必要ありません。

4「私の状況」

私の状況画面

5状態決定（「ごきげん」など）

S!ともだち状況テンプレート画面

6現在の状態決定

7応答状況決定（「応答OK」など）

S現在の状況決定

8「＜コメント＞」

Sコメント入力S「完了」|%
9「更新」|AS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）

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】「オンライン」（または

「オフライン」）S設定項目決定

状態アイコン／状態ラベルを編集するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】状

態選択S「編集」|AS「状態アイコ

ン」／「状態ラベル」Sアイコン／ラベ

ル入力S「保存」|A
応答状況を一括で変更するとき

7で「一括設定」S現在の状況決定S8

以降

私の状況のタイトルを編集するとき

【私の状況画面】「メニュー」|BS「私

の状況名編集」Sタイトル入力S「完

了」|%
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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!ともだち状況テンプレート画

面で「メニュー」|B
S「新規登録」

2テンプレート名入力

S「完了」|%

3「＜未定＞」

4「状態アイコン」

Sアイコン決定

5「状態ラベル」

Sラベル入力S「完了」|%
S「OK」|A

63～5をくり返す

S「保存」|AS登録完了

■１件リセットするとき

1 S!ともだち状況テンプレート画

面でテンプレートタブ選択

S「メニュー」|B
2「１件リセット」S「はい」

■全件リセットするとき

1 S!ともだち状況テンプレート画

面で「メニュー」|B

2「全件リセット」S「はい」

.お買い上げ時の状態に戻ります。

S!ともだち状況テンプレートを作成する

データフォルダに保存するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】テ

ンプレートタブ選択S「メニュー」|B
S「データフォルダに保存」S「ここに

保存」

データフォルダから読み込むとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】「メ

ニュー」|BS「データフォルダから

追加」Sテンプレート決定

テンプレート名を編集するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】テ

ンプレートタブ選択S「メニュー」|B
S「状況テンプレート名編集」Sテンプ

レート名入力S「完了」|%

テンプレートをリセットする



17-6

S!ともだち状況

コ
ミ
ュ
二
ケ
Ⅰ
シ
ョ
ン

17

#02tori__J555_PDF.book  6 ページ  ２００８年１１月１３日　木曜日　午前１１時２２分
電話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.17-10を参照し

てください。

1「MENU」|%S
「コミュニケーション」

S「S!ともだち状況」

S「はい」

2「電話帳」Sよみがなの行選択

S電話帳決定

3電話番号決定

.電話帳に電話番号が１件だけ登録され

ているときは、3は必要ありません。

4「はい」

.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示されます。

1「はい」

.登録許可通知が送信され、メンバーに

登録されます。

1「MENU」|%S
「コミュニケーション」

S「S!ともだち状況」

Sグループ選択

2メンバー決定

メンバーを登録する 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「新規登録」S電話番号入力S「完

了」|%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「いいえ」S「はい」

,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

ンが表示されます。

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。

グループ選択
（ボタンではf）

お客様の状況

相手の状況

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● S!ともだち状況を手動で更新したい●オーナー情報の画像を送信したい●登録要求

通知を無視したい　ほか（AP.17-10）
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.S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。

.S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

電話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。

1「MENU」|%S
「コミュニケーション」

S「S!一斉トーク」

.はじめて登録するときは、確認画面が

表示されます。「はい」を押したあと、

3へ進みます。

2「＜新規登録＞」

3「グループ」S「グループ名：」

Sグループ名入力

S「完了」|%

4番号決定（「メンバー１：」など）

5「電話帳」Sよみがなの行選択

S電話帳決定

6電話番号決定

.電話帳に電話番号が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。

7「保存」|AS登録完了

S!一斉トークを利用する

メンバーを登録する

個人として管理するとき
3で「個人」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「S!ともだち状況メンバーリスト」

S登録相手決定S7

,個人として管理するとき（3で「個人」選

択時）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（個人）を編集したい●グループを編集したい（AP.17-11）
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登録したS!一斉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.17-4）

1「MENU」|%S
「コミュニケーション」

S「S!一斉トーク」

2メンバー／グループ決定

S「発信」|%
.いずれかのメンバーが接続すると、S!
一斉トークが始まります。

■発言する

1「e押しながら話せます」

表示時に!（押し続ける）

S発言権獲得

.発言権を得ると「e：自分」が表示さ

れます。

2!を押したまま発言

S!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!一斉トークから退去する

1「#」|"
SS!一斉トーク退去

.参加メンバーが１人（お客様を含む）

になると、S!一斉トークは自動的に終

了します。

1 S!一斉トーク着信中に

「応答」|%
SS!一斉トーク開始

.S!一斉トーク利用中の操作は、発信時

と同様です。

S!一斉トークを発信する

電話番号を入力して発信するとき
電話番号入力S「発信」|%S「S!一斉

トーク発信」S「発信」|%

S!一斉トーク利用中の操作

スピーカーホンを解除するとき

S!一斉トーク中に「A」|%
,再度スピーカーホンにするときは、ス

ピーカーホンOffのときに次の操作を行

います。

「D」|%S 切替メッセージ表示中に

「OK」|%

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

「&」|!S履歴の種類タブ選択S履

歴選択S「メニュー」|BS「S!一斉

トーク再参加」

, S!一斉トークが終了していたり、 大人

数を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

使いこなしチェック !

A●スピーカーホンを利用しない●S!一斉トーク中の着信をS!一斉トークを終了して受けたい（AP.17-11）
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.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.11-4）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「MENU」|%S
「コミュニケーション」

S「ちかチャット」

2「はい」

.「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、確認画面が表示されます。

.一定時間操作しないとインフォメーション

表示後、再度受信音が鳴り、確認画面が表

示されます。

1「はい」

.「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 ちかチャットを受ける

開始要求を拒否するとき

1で「いいえ」
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■メンバー／グループ

■更新／確認

■オーナー情報

■設定

S!ともだち状況

メンバーを追加登録し
たい
［メンバー追加登録］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」Sグループ選択S「メニュー」|
BS「メンバー追加登録」S登録方法決定S
登録相手決定／電話番号入力後完了S「はい」

メンバーの登録を解除
したい

［登録解除］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」Sグループ決定Sメンバー選択

S「メニュー」|BS「登録解除」S「はい」S
「はい」
.登録解除が送信されます。（24時間経過するまでは、

同じ相手を登録できません。）

メンバーを他のグルー
プへ移動したい

［グループ移動］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」Sグループ決定Sメンバー選択

S「メニュー」|BS「グループ移動」S移動

先決定

グループ名を変更した
い

［グループ名変更］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」Sグループ選択S「メニュー」|
BS「グループ名変更」Sグループ名入力S

「完了」|%

S!ともだち状況を手動
で更新したい

［ 新情報更新］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」Sグループ選択S「メニュー」|
BS「S!ともだち状況設定」S「 新情報更新」

S!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］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」Sグループ選択S「メニュー」|
BS「S!ともだち状況通知リスト」S通知決定

オーナー情報の画像を
送信したい
［メンバーに画像送信］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」Sグループ決定Sメンバー選択

S「メニュー」|BS「メンバーに画像送信」

S「はい」

登録要求通知を無視し
たい
［メンバー登録応答設定］

/「MENU」|%S「コミュニケーショ

ン」S「S!ともだち状況」S「メニュー」|BS
「S!ともだち状況設定」S「メンバー登録応答設

定」S下記の操作

電話帳未登録者を無視する
「電話帳未登録者のみ無視」
.電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信

します。

すべて無視する
「常に無視」
.自動的に登録不可通知を返信します。

応答状況の組み合わせ
を登録したい
［応答状況一括設定］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」S「メニュー」|BS「S!とも

だち状況設定」S「応答状況一括設定」S「ユー

ザー設定」S着信の種類決定S応答状況決定S
「保存」|A

状態アイコンと状態ラ
ベルの組み合わせを変
更したい

［状態設定］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
ともだち状況」S「メニュー」|BS「S!とも

だち状況設定」S「状態設定」Sテンプレート

タブ選択S状態決定S「状態アイコン」Sアイ

コン決定S「状態ラベル」Sラベル入力S「完

了」|%S「保存」|A
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■メンバーリスト

■設定

S!一斉トーク

メンバー（個人）を編
集したい

［メンバー編集］

/「MENU」|%S「コミュニケーショ

ン」S「S!一斉トーク」Sメンバー（個人）選

択S「メニュー」|BS下記の操作

メンバー（個人）を変更する
「編集」S「変更」|%S電話番号選択方法決定

S登録相手決定

メンバー（個人）を削除する
「削除」S「はい」

グループを編集したい
［グループ編集］

/「MENU」|%S「コミュニケーショ

ン」S「S!一斉トーク」Sグループ選択S「メ

ニュー」|BS下記の操作

グループを編集する
「編集」S編集項目決定S入力／編集完了S「保

存」|A
グループ内のメンバーを削除する

「編集」Sメンバー選択S「メニュー」|BS
「削除」S「はい」S「保存」|A
グループを削除する

「削除」S「はい」

スピーカーホンを利用
しない

［スピーカーホン］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
一斉トーク」S「メニュー」|BS「スピー

カーホン」S「Off」
S!一斉トーク中の着信
をS!一斉トークを終了
して受けたい

［着信時優先動作］

「MENU」|%S「コミュニケーション」S「S!
一斉トーク」S「メニュー」|BS「着信時優

先動作」S「音声着信」／「TVコール着信」S
「着信優先動作」
17-11
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S!ともだち状況

3 S!ともだち状況が利用できない

. IPサービス設定が「Off」のときは、利

用できません。

3 登録要求に対して登録不可通知が自
動で送信された

. S!ともだち状況メンバーの件数をご確

認ください。すでに30件登録している

ときは、登録不可通知が自動で送信さ

れます。

.２時間以上応答できないときは、登録

不可通知が自動で送信されます。

3 登録を解除した相手から登録要求通
知が届いた

.相手が24時間以上登録解除通知を受信

できなかった可能性があります。この

とき相手から自動的に登録要求通知が

送信されます。

3 登録要求通知が自動的に送信された

.本機で登録不可通知／登録解除通知を

24時間以上受信できなかったときは、

送信元へ自動的に登録要求通知が送信

されます。

3 S!ともだち状況テンプレートを新規
登録できない

.あらかじめ登録されているS!ともだち

状況テンプレート以外にすでに３件登

録されていませんか。このときは不要

なテンプレートをリセットしてから新

規作成してください。

S!一斉トーク

3 S!一斉トークが利用できない

. IPサービス設定が「Off」のときは、利

用できません。

3 S!一斉トークが自動的に開始される

.「私の状況」をご確認ください。応答

状況（S!一斉トーク）が「自動参加」

のときは、自動的に開始されます。

3 S!一斉トークが自動的に着信拒否さ
れる

.「私の状況」をご確認ください。応答

状況（S!一斉トーク）が「参加NG」

のときは、自動的に着信拒否されます。

ちかチャット

3 相手からの開始要求が受信できない

. S!アプリ通信設定をご確認ください。

「Off」のときは、相手からの開始要求

を受信できません。
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