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設定

音・バイブ設定

■■着信を振動で知らせる（音声電話／TVコール／
メール／測位通知／S!速報ニュース）※6

着信音に関する設定
共通操作

＞＞ バイブレーション7音声着信／TVコール着信／ OFF
メール・測位通知着信／S!速報ニュース着信7
バイブパターンを選択

メインメニューから 設定4音・バイブ設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■着信音を変える（音声電話／TVコール）

※1※2※3

＞＞ メロディ選択7音声着信／TVコール着信7
データフォルダ内のフォルダを選択7着信音を
選んでA[決定]

設定（カスタマイズ）

16

■■着信音を変える（メール／測位通知／S!速報
ニュース）※1※2

効果音
（キラキラ）
＞＞ メロディ選択7メール・測位通知着信／
S!速報ニュース着信7データフォルダ内のフォ .mmf
ルダを選択7着信音を選んでA[決定]
■■着信音量を変える
（音声電話／TVコール／メール／測位通知）※4
＞＞ 着信音量7音声着信／TVコール着信／
メール・測位通知着信7音量を調節
■■着信音量を変える（S!速報ニュース）
＞＞ 着信音量7S!速報ニュース着信7音量を調節
■■着信音の鳴動時間を変える
（メール／測位通知／S!速報ニュース）
＞＞ 鳴動時間7メール・測位通知着信／
S!速報ニュース着信7鳴動時間を入力
■■待ちうた®を設定する（呼出音を変える）※5
＞＞ 待ちうた7項目を選択

16-2

ブザー.mmf

レベル3

サイレント

5秒

―

※1 ボ
 イスレコーダーで録音したファイルは着信音に設定できませ
ん。
※2 電話帳で個別やグループ別に着信音を設定している場合は
（ZP.4-4、P.4-5）、電話帳の設定が優先されます。
※3 ファイルのダウンロード中やストリーミング中などに音声着信
があると、お買い上げ時の設定音が鳴ることがあります。
※4 音声着信の音量を変更すると、インターネットの情報画面表示
中、メール本文表示中、S!情報チャンネルコンテンツ表示中の
BGMなどの音量も変更されます。（エスカレーティングトーン
に設定した場合はレベル6で鳴ります。）ただし、コンテンツ内
に指定された音量設定によっては、着信音量設定が反映されな
い場合があります。
※5 サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームペー
ジ（http://www.softbank.jp）などでご確認ください。
※6 バイブレーションに設定した本機を机の上や滑りやすい場所な
どに置くと、着信したときに振動で落下することがあります。
特に充電するときは、落下防止のためにもOFFにすることをお
すすめします。

■■ あらかじめ登録されている主な着信音
曲名

作曲者名

ブザー

オリジナル

ソナチネ第1番／第4楽章

WOLFGANG AMADEUS
MOZART

口笛吹きと犬

PRYOR ARTHUR

ワルキューレの騎行

WAGNER RICHARD WILHELM

おもちゃの兵隊の行進

JESSEL LEON

ウィルアム

ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO

テル

序曲

騎士たちの踊り OP 64-13

PROKOFEV SERGEJ S

トリッチ・トラッチ・ポルカ

STRAUSS JUN JOHANN
BEETHOVEN LUDWIG VAN

効果音（水滴の音）

オリジナル

効果音（キラキラ）

オリジナル

効果音（電子音）

オリジナル

効果音（英語）

オリジナル

効果音（ショート）

オリジナル

効果音（ゲーム音）

オリジナル

効果音（黒電話）

オリジナル

Happy／うれしい

オリジナル

OK／Good

オリジナル

悲しい／ごめんなさい

オリジナル

NG／Bad

オリジナル

注目／重要

オリジナル

共通操作

メインメニューから 設定4音・バイブ設定
設定したい内容・操作

■■エラー音を鳴らさない
＞＞ エラー音7OFF
■■ボタンを押したときの音を変える
＞＞ ボタン確認音7音選択7音を選択
■■ボタンを押したときの音の音量を変える
＞＞ ボタン確認音7音量7音量を調節

お買い上げ時
ON（鳴らす）
サウンド1
サイレント

設定（カスタマイズ）

効果音（運命交響曲）

エラー音／ボタンの音に関する設定

16

上記の楽曲の作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記して
います｡
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設定

ディスプレイ設定

■■待受ウィンドウを常時表示する／表示しない※3
＞＞ ディスプレイ設定7待受表示設定7
待受ウィンドウ設定7ON（常時）／OFF

画面表示に関する設定
共通操作

メインメニューから 設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■待受画面の壁紙を変える
＞＞ ディスプレイ設定7画面表示設定7壁紙7
データフォルダ内のフォルダを選択7画像を選
んでA[決定]

COLOR
LIFE2.jpg

■■発着信／メール送受信時の画面を変える

設定（カスタマイズ）

16

＞＞ ディスプレイ設定7画面表示設定7発着信や送
受信の種類を選択7フォルダを選択7画像を選
択
■■電池アイコン／アンテナアイコンの種類を変える※1
＞＞ ディスプレイ設定7画面表示設定7アイコンの
種類を選択7パターンを選択

パターン1

■■画面の配色を変える
＞＞ ディスプレイ設定7配色パターン7
パターンを選択
■■英語表示／日本語表示に変える
＞＞ 一般設定7Language7English／日本語
■■待受画面の時計表示を変える
＞＞ ディスプレイ設定7待受表示設定7
時計/カレンダー表示7時計の種類を選択
■■待受画面に事業者名を表示する
＞＞ ディスプレイ設定7待受表示設定7
事業者名表示7ON
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お買い上げ時
画像

パターン1
自動※2
通常時計
（中央上）
OFF
（表示しない）

ON（手動）

※1 電
 池アイコンのパターンを変更しても、電源OFF時の充電中は
パターン1で表示されます。
※2 USIMカードに設定されている言語が設定されます。
※3 S!速報ニュースの画面表示に関する設定について（ZP.16-17）

メインメニューに関する設定
共通操作

文字に関する設定

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
設定したい内容・操作

■■メインメニューのテーマを変える※
＞＞ メニュー設定7テーマを選択7*
z

お買い上げ時
通常メニュー

■■好きな画像をメインメニューの背景に設定する
＞＞ メインメニューアイコン7一括変更7
画像を選んでA[決定]
■■好きな画像をメインメニューのメニューアイコン
に設定する

■■好きな画像に変えたメインメニューアイコンを
お買い上げ時の状態に戻す
＞＞ メインメニューアイコン7設定リセット7*
z
※ 登録中は他の機能を操作できません。

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
設定したい内容・操作

■■文字のサイズを一括設定する
＞＞ 文字サイズ7全般7サイズを選択
■■メール／ブラウザの文字サイズを変える

―

＞＞ 文字サイズ7個別7機能を選択7サイズを選択

お買い上げ時
標準
標準

■■入力中／候補リストの文字サイズを変える
―

＞＞ 文字サイズ7個別7文字入力7入力サイズ／
候補表示サイズ7サイズを選択
■■文字の書体を変える※
＞＞ フォント設定7パターンを選択

―

標準
フォント1

※ パターンを変更しても、実行中のS!アプリや起動中のデジタルテ
レビの一部はフォント1で表示されます。

設定（カスタマイズ）

＞＞ メインメニューアイコン7個別変更7（アイコ
ンを選択7画像を選んでA[決定]を繰返す）

共通操作
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設定

バックライトに関する設定
共通操作

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
4バックライト設定
設定したい内容・操作

■■ディスプレイのバックライトの明るさを調節する
＞＞ メインディスプレイ7明るさ7レベルを選択
■■ディスプレイのバックライトの点灯時間を変える
／点灯しない※
＞＞ メインディスプレイ7点灯時間7時間を選択／
OFF

設定（カスタマイズ）
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お買い上げ時
レベル3

15秒

■■ボタンのバックライトの点灯時間を変える／点灯
しない
15秒
＞＞ ボタン点灯時間7時間を選択／OFF
※ 通話中の点灯時間は常に5秒となり、変更できません。

共通操作

ボタン設定
メインメニューから 設定4ボタン設定
設定したい内容・操作

■■待受画面で1、F、X
zを押したときの機能を
変える※
＞＞ カスタマイズ7ボタンと押し方の種類を選択7
項目を選択7機能などを選んでA[登録]
■■待受画面で1、F、X
zを押したときの機能を
無効にする
＞＞ カスタマイズ7ボタンと押し方の種類を選んで
z
A[メニュー]7無効化7*
■■待受画面で1、F、X
zを押したときの機能を
初期化する
＞＞ カスタマイズ7A[メニュー]7設定リセット
7*
z
■■ブックマークを設定したボタンを押したときに.
接続の確認画面を表示しない
＞＞ 接続確認画面表示7OFF

お買い上げ時
（ZP.1-6）

―

―

ON
（表示する）

※ 設定を変更しても、シンプルモード設定中はお買い上げ時の機能
になります。

設定
共通操作

マナーモード設定

■■ 各モードのお買い上げ時の設定内容

メインメニューから 設定4マナーモード設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■環境や状況に合ったモードに切り替える※
＞＞ モードを選択
通常モード
通常モード以外は、各モードのアイコンが表示さ

れます。（ZP.1-9）
■■各モードの設定内容を変える
＞＞ モードを選んでA[メニュー]7編集7項目を選択
7編集

―

マナーモード

運転中モード

オリジナル
マナーモード

メロディ選択（音声着信／TVコール着信）
ブザー.mmf
―
―
ブザー.mmf
メロディ選択（メール・測位通知着信／S!速報ニュース着信）
効果音
効果音
（キラキラ）
―
―
（キラキラ）
.mmf
.mmf
着信音量（音声着信／TVコール着信／メール・測位通知着信）
レベル3
―
―
レベル3
着信音量（S!速報ニュース着信）
サイレント
―
―
サイレント
鳴動時間（メール・測位通知着信／S!速報ニュース着信）
5秒
5秒
5秒
5秒
ボタン確認音（音選択）
サウンド1
―
サウンド1
サウンド1
ボタン確認音（音量）
サイレント
―
サイレント
サイレント
エラー音
ON
―
OFF
ON
バイブレーション（音声着信／TVコール着信／メール・測位通知
着信）
OFF
パターン1
OFF
OFF
バイブレーション（S!速報ニュース着信）
OFF
OFF
OFF
OFF
簡易留守録
OFF
OFF
※
OFF

設定（カスタマイズ）

※ マナーモードと運転中モードは、待受画面から設定／解除するこ
ともできます。（ZP.1-15）

通常モード

16

※ 運転中モードに設定すると簡易留守録をOFFにすることはできま
せん。
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設定
共通操作

日時設定
メインメニューから 設定4一般設定4日時設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■日時を設定する※1
―

＞＞ ホーム時計7日時設定7日付を入力7
時刻を入力
■■Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を
補正しない※2
＞＞ 時刻補正7自動補正7OFF

ON（自動補正
する）

■■手動で時刻を補正する

設定（カスタマイズ）
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■■普段お使いの都市を変える（ホーム時計）
＞＞ ホーム時計7ホームエリア7都市を選択
■■ホーム時計をサマータイムに設定する
＞＞ ホーム時計7サマータイム7ON
■■時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ.
（海外時計）

東京
OFF
東京

＞＞ 海外時計7タイムゾーン7都市を選択
■■海外時計をサマータイムに設定する
＞＞ 海外時計7サマータイム7ON
■■画面に海外時計を表示する
＞＞ 表示時計選択7海外時計
■■時刻を12時間表示にする
＞＞ 表示形式7時刻712時間表示
■■日付（年月日）の順番を変える
＞＞ 表示形式7日付7日付の順番を選択
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―

＞＞ 時刻補正7手動補正7*
z

OFF
ホーム時計
24時間表示
年／月／日

※1 本
 機能で設定できるのは、2000年1月1日00時00分から
2099年12月31日23時59分までです。
※2 時刻補正が行われた結果、アラームやスケジュール通知が過去
の時刻になってしまった場合、そのアラームやスケジュール通
知は無効になります。

設定

通話設定

■■通信事業者を自動で選択する場合の優先度を設
定する※2

国際電話に関する設定
共通操作

メインメニューから 設定4通話設定
4通話サービス4国際設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■国際コードを変える※1
＞＞ 国際コード7操作用暗証番号を入力7
国際コードを入力

0046010

■■国/地域番号リストの国/地域番号を編集する

■■国/地域番号リストに国/地域番号を追加する
―

＞＞ 国/地域番号リスト7A[メニュー]7追加7
国/地域名を入力7国/地域番号を入力
■■国/地域番号リストから国/地域番号を削除する

―

＞＞ 国/地域番号リスト7国/地域名を選んで
A[メニュー]7削除7A[YES]
■■使用する通信事業者を選択する
＞＞ 事業者設定7自動・手動選択7手動7
通信事業者を選択

自動

■■海外発信アシストを無効にする※3
＞＞ 海外発信アシスト7OFF

―

ON（有効）

※1 こ
 こで設定した国際コードは、待受画面でJ7P長押しで自
動的に入力され、「+」が表示されます。（「+」は国際コードを
表す記号です。）
※2 ここで設定した通信事業者は常に最優先では使用されません。
使用される通信事業者はネットワークの状態に依存します。
※3 OFFを選択した場合、海外で音声電話／TVコール／国際電話
をかける方法は、日本国内での操作と同様です。（ZP.2-2、
P.2-6、P.2-7）

設定（カスタマイズ）

―

＞＞ 国/地域番号リスト7国/地域名を選択7
国/地域名を編集7国/地域番号を編集

＞＞ 事業者設定7優先度リスト7A[メニュー]7
追加／挿入／編集／削除
追加は一番下の通信事業者にカーソルを当てた

状態で行ってください。
挿入を選択すると、カーソルのある通信事業者

の上に挿入されます。
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■■本機を開くだけで着信に応答する

通話時間／料金に関する設定
共通操作

OFF
＞＞ オープン/クローズ7オープン着信応答7ON （応答しない）

メインメニューから 設定4通話設定
4通話時間・料金
設定したい内容・操作

■■本機を閉じるだけで通話や発着信を終了する※2 OFF
＞＞ オープン/クローズ7クローズ通話終了7ON （終了しない）
お買い上げ時

■■本機から発信した累積通話時間の目安を
確認する※1

―

＞＞ 累積発信通話時間（7リセットするには*
z7
*
z）
■■通話料金を表示する

※2

＞＞ 料金表示ON/OFF7ON

OFF
（表示しない）

設定（カスタマイズ）

―

＞＞ 通話料金表示単位7*
z7PIN2コードを入力7
通貨単位を入力7表示単位を入力

 ループ通話サービスを利用した場合、本機から発信したすべ
※1 グ
ての通話の通話時間が累積されます。
※2 通話料金表示機能は、ご契約の内容により利用できないことが
あります。

発着信に関する設定
共通操作

メインメニューから 設定4通話設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■いろいろなボタンで着信に応答できるようにす
る※1
OFF
＞＞ エニーキーアンサー7ON
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7ON
■■ハンズフリー機器使用時に自動応答する※4

■■通話料金の表示通貨／換算単位を設定する

16

■■不在着信があるときに本機を開くと着信履歴を
直接表示する※3
OFF
（表示しない）
＞＞ オープン/クローズ7オープン不在着信表示

＞＞ 自動応答7ON
■■音声通話の受話音量を変える
＞＞ 音声通話受話音量7音量を調節

OFF
（自動応答しな
い）
レベル4

※1 応
 答できるボタン：J、P～O、G、H、1、F、
X
z（応答保留中は無効）
※2 ここでの設定をONにしても、イヤホンマイク接続中は本機を
閉じても通話を終了できません。また、インターネット閲覧中
に本機を閉じてもインターネットは終了しません。
※3 複数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお
知らせが不在着信の場合のみ、着信履歴が直接表示されます。
※4 イヤホンとスピーカーから着信音が約7秒間鳴り、「ピーピ」と
鳴ったあと電話がつながります。簡易留守録（ZP.2-12）を
同時に設定している場合は、呼び出し時間の短い方が優先され
ます。留守番電話サービス（ZP.2-15）の呼び出しなしを同
時に設定している場合は、留守番電話サービスが優先されます。

設定
共通操作

イルミネーション設定

設定

メインメニューから 設定4一般設定
4イルミネーション
設定したい内容・操作

文字変換機能に関する設定
お買い上げ時

■■音声着信中のイルミネーションの色を変える／
点滅させない※
色5
＞＞ 音声着信7色を選択／OFF
■■TVコール着信中のイルミネーションの色を.
変える／点滅させない※

色5

＞＞ TVコール着信7色を選択／OFF

OFF

＞＞ 音声通話中7色を選択
■■S!速報ニュース着信中のイルミネーションの色
を変える／点滅させない
色2
＞＞ S!速報ニュース着信7色を選択／OFF
■■本機を閉じたときのイルミネーションの色を.
変える／点滅させない

色6

＞＞ フリップクローズ7色を選択／OFF

共通操作

文字入力中に c
A[メニュー]4入力オプション
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■学習機能を利用しない
＞＞ 学習機能7操作用暗証番号を入力7
OFF／シークレット時のみOFF

ON

■■学習履歴を削除する
―

＞＞ 学習履歴リセット7A[YES]7
操作用暗証番号を入力
■■入力中の文字サイズを変える
＞＞ 入力サイズ7サイズを選択
■■候補リストの文字サイズを変える
＞＞ 候補表示サイズ7サイズを選択
■■予測候補を表示しない
＞＞ 予測機能7OFF
■■関係予測候補リストを表示しない
＞＞ 関係候補表示7OFF
■■入力した文字を自動的に確定させる
＞＞ キー入力確定時間7速度を選択

標準
標準
ON
（表示する）
ON
（表示する）

設定（カスタマイズ）

■■メール／測位通知着信中のイルミネーションの
色を変える／点滅させない※
色2
＞＞ メール・測位通知着信7色を選択／OFF
■■音声電話の通話中のイルミネーションの色を.
変える

文字入力に関する設定

16

OFF

■■データの送受信中にイルミネーションを点滅さ
せない
ON
＞＞ データ送受信中7OFF
色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。

※ 電話帳で個別やグループ別にイルミネーションを設定している場
合は（ZP.4-4、P.4-5）、電話帳の設定が優先されます。
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メール本文入力中の変換候補に関する設定
共通操作

メインメニューから メール4設定4共通設定
4本文入力時予測
設定したい内容・操作

■■書き始め予測機能を利用しない
＞＞ 書き始め予測7OFF
■■時季参照予測機能を利用しない
＞＞ 時季参照予測7OFF
■■文章入力表現機能を利用する
＞＞ 文章入力表現7かたい表現／やわらかい表現

設定（カスタマイズ）

16
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お買い上げ時
ON
（利用する）
ON
（利用する）
標準

設定
共通操作

電話帳設定
メインメニューから 電話機能4設定
設定したい内容・操作

■■新規登録時の保存先を変える
＞＞ 保存先7USIM／毎回確認
■■USIM電話帳を表示させる

※

＞＞ 表示切替7USIM／本体とUSIM

お買い上げ時
本体
本体

※ 本体またはUSIMを選択すると、保存先の設定（Z上記）によっ
ては、保存先も同様に変更するかどうかの確認画面が表示されま
す。

設定

TVコール設定

TVコール中にできる設定

設定メニューでできる設定
共通操作

共通操作

メインメニューから 設定4通話設定4TVコール
設定したい内容・操作

■■相手に送信する画像と音声を変える※1
＞＞ 画像/音声設定7項目を選択
■■TVコール中の画面の明るさを変える※1
＞＞ バックライト7明るさ7レベルを選択

＞＞ バックライト7バックライト点灯時間7
通常設定連動※2／常時消灯
■■受信画像の画質を変える※1
＞＞ 受信画質7動き優先／画質優先
■■相手に送信する代替画像を変える
＞＞ 代替画像7ファイルを選んでA[決定]
■■相手の声が受話口から聞こえるようにする※1
＞＞ スピーカーホン7OFF

代替画像
レベル3

設定したい内容・操作
■■画面の明るさを設定する
＞＞ バックライト7明るさ7レベルを選択

標準
TVコール代
替画像1.bmp
ON
（スピーカー
から聞こえる）

レベル3

■■バックライトの点灯時間を設定する
＞＞ バックライト7バックライト点灯時間7
通常設定連動※／常時消灯
■■受信画像の画質を変える
＞＞ 受信画質7動き優先／画質優先

常時点灯

お買い上げ時

常時点灯
標準

■■周囲の環境に合わせて送信画像の色合いを調節す
る
自動
＞＞ ホワイトバランス7項目を選択
※ 通常のバックライト点灯時間の設定（ZP.16-6）に従います。

設定（カスタマイズ）

■■TVコール中のバックライトの点灯時間を
変える※1

お買い上げ時

TVコール中にc
A[メニュー]4設定

16

※1 通話中に設定を変更することもできます。（ZP.2-10、右記）
※2 通常のバックライト点灯時間の設定（ZP.16-6）に従いま
す。
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設定
共通操作

デジタルテレビ設定
メインメニューから TV4ユーザー設定
設定したい内容・操作

■■視聴中の字幕を消す
＞＞ 表示設定7字幕表示7OFF
■■横画面表示での字幕サイズを変える
＞＞ 表示設定7横画面字幕サイズ7縮小
■■横画面表示でのガイドを表示しない
＞＞ 表示設定7アイコン常時表示7OFF
■■起動時の表示方向を変える

設定（カスタマイズ）

16

■■放送用保存領域の系列チャンネルをすべて削除す
る

＞＞ 画面表示設定7ノーマルスクリーン(縦画面)
■■視聴中のバックライトの明るさを設定する
＞＞ バックライト設定7明るさ7レベルを選択

お買い上げ時
ON

＞＞ データ放送設定7確認表示初期化7*
z

ON
ワイドスク
リーン(横画
面)
レベル2
常時点灯

―

■■チャンネルリストを初期化する
＞＞ チャンネル設定初期化7*
z7操作用暗証番号を
入力
■■放送用保存領域の系列チャンネルを1件削除する
＞＞ 放送用保存領域消去7データを選択7*
z
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―

―

※ 通常のバックライト点灯時間の設定（ZP.16-6）に従います。

標準

■■データ放送／データ放送サイトの効果音を鳴らさ
ない
ON
＞＞ データ放送設定7効果音7OFF
■■データ放送で確認画面を表示する

■■ユーザー設定の各種設定を初期化する
＞＞ TV設定リセット7*
z7操作用暗証番号を入力

■■視聴中のバックライトの点灯時間を設定する
＞＞ バックライト設定7バックライト点灯時間7
通常設定連動※／常時消灯

＞＞ 放送用保存領域消去7A[全件]7*
z7
操作用暗証番号を入力

―
―

設定

カメラ設定

設定の変更は撮影前に行ってください。簡単なボタン操作で切り

替えられる機能もあります。（ZP.6-3、P.6-4）

静止画に関する設定
共通操作

■■撮影時のシャッター音を変える
＞＞ シャッター音7パターンを選択
■■保存先を変える
お買い上げ時

■■カメラモードを切り替える
―

＞＞ 撮影サイズ7サイズを選択
■■画質を変える
＞＞ 画質7ファイン／ノーマル
■■撮影する被写体によって設定を切り替える
＞＞ フォーカス設定7接写／風景

VGA
（480x640）
スーパー
ファイン
オート
フォーカス

■■露光時間を長くして夜間などの周囲が暗い状態で
撮影する
OFF
＞＞ ナイトモード7ON
■■15枚の写真を連続して撮影する
＞＞ 連写モード7ON
■■画像の色調を変える
＞＞ 効果7項目を選択

＞＞ 保存先7本体
■■撮影後、自動的に保存する
＞＞ 自動保存7ON

OFF
パターン1
メモリカード
OFF

■■現在の保存先にあとどれくらい保存できるかの.
目安を確認する
＞＞ 保存容量確認7?
zで撮影サイズを選ぶ
指定した撮影サイズと画質で保存できるファイル

数を表示します。
A[画質変更]を押すと、保存画質設定が変わり

ます。
■■設定をお買い上げ時の状態にする
＞＞ 設定リセット7*
z
■■撮影時に利用できるボタン操作を表示する
＞＞ ボタン操作一覧

―

設定（カスタマイズ）

＞＞ カメラモード切替7バーコードリーダー／
拡大ルーペ
■■撮影サイズを変える

■■設定時間後に自動的に撮影する
＞＞ セルフタイマー（ZP.6-6）

メインメニューから カメラ4カメラ
4c
A[メニュー]
設定したい内容・操作

■■撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整
する
自動
＞＞ ホワイトバランス7項目を選択

―

16

―

OFF
ノーマル
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■■現在の保存先にあとどれくらい保存できるかの.
目安を確認する

動画に関する設定
共通操作

メインメニューから カメラ4ビデオカメラ
4c
A[メニュー]
設定したい内容・操作

■■画質を変える※1
＞＞ 画質7項目を選択
■■録画時間を長くする

S!メール添付
用

＞＞ 録画時間7長時間撮影
■■撮影する被写体によって設定を切り替える

設定（カスタマイズ）

16

お買い上げ時
ノーマル
（176x144）

＞＞ フォーカス設定7接写
■■画像の色調を変える

風景
ノーマル

＞＞ 効果7項目を選択

■■撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整
する
自動
＞＞ ホワイトバランス7項目を選択
■■設定時間後に自動的に撮影する
＞＞ セルフタイマー（ZP.6-6）
■■保存先を変える

メモリカード

＞＞ 保存先7本体
■■撮影後、自動的に保存する

※2

＞＞ 自動保存7ON
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OFF

OFF

＞＞ 保存容量確認7長時間撮影／S!メール添付用
指定した録画時間と画質で保存できる時間の合計

と、1ファイルあたりの最大録画時間を表示しま
す。
長時間撮影を選択した場合、A[画質変更]を押

すと、保存画質設定が変わります。
■■設定をお買い上げ時の状態にする
z
＞＞ 設定リセット7*
■■撮影時に利用できるボタン操作を表示する
＞＞ ボタン操作一覧
※1 録画時間設定が長時間撮影の場合のみ変更できます。
※2 保存先設定が本体の場合のみ変更できます。

―

―
―

設定

S!速報ニュース設定

自動更新／情報削除に関する設定

画面表示に関する設定
共通操作

共通操作

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
4S!速報ニュース設定
設定したい内容・操作

■■既読のS!速報ニュースを表示しない
＞＞ 未読・既読設定7未読
■■テロップの流れる速度を変える
＞＞ マーキー速度7速い／遅い
＞＞ 画像取得表示設定7ON

未読＋既読
標準
OFF
（表示しない）

設定したい内容・操作
■■S!速報ニュース一覧の速報の自動更新間隔を.
変える／自動更新をしない※1※2

お買い上げ時
1時間

＞＞ 自動更新設定7速報7更新間隔を選択／OFF
■■S!速報ニュース一覧の待受けを1日1回自動更新. ON
しない
（自動更新す
る）※1※2
＞＞ 自動更新設定7待受け7OFF
■■S!速報ニュース一覧の特別を4時間ごとに自動更 OFF
新する※1※2
（自動更新し
ない）※3
＞＞ 自動更新設定7特別7*
z7ON
■■S!速報ニュースのコンテンツを全件削除する
＞＞ S!速報ニュース一覧消去7A[YES]7
操作用暗証番号を入力

―

※1 更
 新時刻に通話などをしていたときは、次回の更新時刻まで自
動更新されません。
※2 自動更新中のTVコール着信は拒否されます。
※3 ネットワーク自動調整実行時にONに変更されることがありま
す。

設定（カスタマイズ）

■■画像データを表示する

お買い上げ時

メインメニューから ニュース/エンタメ
4S!速報ニュース4設定

16
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設定

メール設定

■■送受信メールを相手によって指定フォルダに振り
分ける

S!メール／SMS共通の設定
共通操作

メインメニューから メール4設定4共通設定
設定したい内容・操作

■■メール受信時に送信者名を表示しない
＞＞ 表示設定7メール新着表示7送信者名なし

お買い上げ時
送信者名あり

■■新着メールがあるときに本機を開くと受信ボック
OFF
スを直接表示する※1
（表示しない）
＞＞ 表示設定7オープン新着表示7ON

設定（カスタマイズ）

16

■■文字サイズを変える
＞＞ 表示設定7文字サイズ7サイズを選択

■■返信／転送時に元の受信メールの単語を優先させ
ON
ない
（優先させる）
＞＞ 返信時自動学習7OFF

通常表示

■■各メールボックスを開くときやサーバーメール操
作時に操作用暗証番号を入力するように設定す
OFF
る
（設定しない）
＞＞ メールセキュリティ設定7操作用暗証番号を入
力7項目にチェック7A[OK]

■■デルモジ表示の文字色・背景色を変える
＞＞ 表示設定7デルモジ表示7文字色・背景色7
背景色を選択

白

■■迷惑メールの申告先を変更する

stop@meiwaku.
softbankmobile.
co.jp

＞＞ 迷惑メール設定7迷惑メール申告先7
*
z[編集]7申告先を編集7*
z
■■迷惑メールの申告先を初期化する
＞＞ 迷惑メール設定7迷惑メール申告先7
A[メニュー]7初期アドレスに戻す
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OFF
（確認しない）

名前+件名

■■受信メールをデルモジ表示にする
＞＞ 表示設定7デルモジ表示7自動再生7
常にデルモジ表示／未開封時のみデルモジ表示

―

＞＞ 自動振り分け設定7受信ボックス／
送信済みボックス7フォルダを選択7
A[メニュー]7件名追加7件名を入力

＞＞ 配信確認7ON

■■メール一覧の表示方法を変える

―

■■送受信メールを件名によって指定フォルダに振り
分ける

■■常に配信確認をする.
（宛先がソフトバンク携帯電話の場合のみ）

標準

※2

＞＞ 表示設定7メール一覧表示設定7
表示方法を選択

＞＞ 自動振り分け設定7受信ボックス／
送信済みボックス7フォルダを選択7
A[メニュー]7送信元追加／宛先追加7送信元／
宛先選択方法を選択7送信元／宛先を選択／
入力

ー

■■下書き／送信済みボックス／未送信ボックスの容
量がいっぱいのときに自動でメールを削除しな
いようにする
ON
＞＞ メール自動削除設定7送信メール自動削除
7OFF

■■受信ボックスの容量がいっぱいのときに自動で
メールを削除しないようにする
＞＞ メール自動削除設定7受信メール自動削除
7OFF

S!メールに関する設定
ON

※1 複
 数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお
知らせがメールの場合のみ、受信ボックスが直接表示されます。
※2 名前+件名+本文または名前+件名を選択した場合、SMSは名
前+本文が表示されます。

共通操作

メインメニューから メール4設定4S!メール設定
設定したい内容・操作

■■国内でS!メールを受信する方法を変える
＞＞ 受信設定7国内での自動受信7
電話番号のみ自動受信／手動受信
■■海外でS!メールを手動で受信する
＞＞ 受信設定7ローミング自動受信7手動受信
■■返信時に本文を引用しない
■■添付画像を自動的に表示しない
＞＞ 添付ファイル自動再生設定7イメージ7OFF
■■添付サウンドを自動的に再生する※
＞＞ 添付ファイル自動再生設定7サウンド7ON

すべて
自動受信
自動受信
ON
（引用する）
ON
（表示する）
OFF
（再生しない）

■■楽デコのオリジナルパターンを作成する
＞＞ 楽デコパターン設定7パターン選択7
オリジナルを選んでA[編集]7項目を選択7
項目を選択

―

■■楽デコ変換時にパターン選択画面を表示しない

ON
＞＞ 楽デコパターン設定7変換時パターン選択画面
（表示する）
7OFF
■■楽デコ変換時パターン選択画面がOFFの場合に使
用するパターンを設定する
＞＞ 楽デコパターン設定7パターン選択7パターン
を選択

設定（カスタマイズ）

＞＞ 本文引用7OFF

お買い上げ時

16

ふつう

※ 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。
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■■ 各感情のお買い上げ時の設定内容

フィーリングメールに関する設定
共通操作

メインメニューから メール4設定4S!メール設定
4フィーリング設定
設定したい内容・操作

■■インフォメーションを表示しない
＞＞ インフォメーション表示設定7OFF
■■イルミネーションを点灯しない
＞＞ イルミネーション連動設定7設定ON/OFF
7OFF

お買い上げ時
ON
（表示する）
ON
（点灯する）

■■イルミネーションの色を変える

設定（カスタマイズ）

16

＞＞ イルミネーション連動設定7感情の項目を選択
7色を選択※
■■バイブを動作させない
＞＞ バイブパターン連動設定7設定ON/OFF
7OFF

―

ON
（動作させる）

■■バイブパターンを変える
＞＞ バイブパターン連動設定7感情の項目を選択7
パターンを選択
■■着信音を鳴らす
＞＞ メール着信音設定7設定ON/OFF7ON

―
OFF
（鳴らさない）

■■着信音を変える
＞＞ メール着信音設定7感情の項目を選択7
データフォルダ内のフォルダを選択7
着信音を選んでA[決定]

―

※ 色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。
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感情

イルミネー
ション

バイブ

メール着信音

Happy/.
うれしい

色6

パターン1

Happy／.
うれしい.mmf

OK/Good

色2

パターン1

OK／Good.mmf

悲しい/.
ごめんなさい

色1

パターン2

悲しい／.
ごめんなさい.mmf

NG/Bad

色3

パターン2

NG／Bad.mmf

注目/重要

色4

パターン3

注目／重要.mmf

送信側が電話帳に登録されていて下記の条件のいずれかにあては

まる場合は、フィーリングメール受信時のイルミネーション、バ
イブ、メール着信音の動作がすべて無効になり、電話帳の設定が
優先されます。（ZP.4-4）
・電話帳登録のメール着信音が通常設定連動以外に設定されてい
る
・電話帳登録のイルミネーションが通常設定連動以外に設定され
ている

設定

SMSに関する設定
共通操作

メインメニューから メール4設定4SMS設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■送信するすべてのSMSがメールサーバーで保管
される期間を設定する※1

USIMの設定
＞＞ 有効期限7指定なし（サーバーの設定に従う）／ による
期限を選択
■■SMSセンター番号を変える※2
＞＞ SMSセンター番号7SMSセンター番号を入力
■■本文は常に半角英数で入力する

日本語入力
(70文字)

※1 相
 手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいると、送信
したSMSはサービスセンターに保管され、相手が受信するか、
有効期限が切れるまで繰返し配信されます。
※2 ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないで
ください。変更するとSMSが送信できなくなることがありま
す。

画面表示に関する設定
Yahoo!ケータイ
共通操作

メインメニューから Yahoo!4設定

PCサイトブラウザ
共通操作

メインメニューから Yahoo!4PCサイトブラウザ
4PCサイトブラウザ設定
設定したい内容・操作

■■表示画面の文字サイズを変える
＞＞ 文字サイズ7サイズを選択
■■情報画面をスクロールする単位を変える
＞＞ スクロール単位7全画面スクロール／
半画面スクロール
■■画像を表示しないようにする
＞＞ 画像・音設定7画像表示7表示しない
■■音を再生しないようにする
＞＞ 画像・音設定7音再生7再生しない
■■PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイか
らの切替時に警告画面を表示しない※
＞＞ 警告画面表示設定7OFF

お買い上げ時
標準
一行スクロー
ル
表示する
再生する

設定（カスタマイズ）

＞＞ 本文入力設定7半角英数入力(160文字)

+819066519300

インターネット設定

16

ON
（表示する）

※ PCサイトブラウザの場合のみ
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情報メモリ／設定内容に関する設定

セキュリティに関する設定

Yahoo!ケータイ
共通操作

Yahoo!ケータイ

メインメニューから Yahoo!4設定

共通操作

PCサイトブラウザ
共通操作

設定（カスタマイズ）

16

メインメニューから Yahoo!4PCサイトブラウザ
4PCサイトブラウザ設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■キャッシュメモリに一時保存された情報を消去す
る

―

＞＞ メモリ操作7キャッシュ消去7*
z
■■サーバー側でお客様を識別するための情報
（Cookie）を消去する

―

―

z
＞＞ メモリ操作7認証情報消去7*
■■情報画面の文字入力欄に入力した文字情報を消去
する
z
＞＞ メモリ操作7インプットメモリ消去7*

PCサイトブラウザ
共通操作

メインメニューから Yahoo!4PCサイトブラウザ
4PCサイトブラウザ設定4セキュリティ
設定したい内容・操作

■■本機の製造番号を自動的に送信しない
＞＞ 製造番号通知7OFF

z
＞＞ メモリ操作7Cookie消去7*
■■以前の認証要求時に入力したユーザーID／.
パスワードを消去する

メインメニューから Yahoo!4設定
4セキュリティ

―

■■情報画面の移動時にリンク元のページ（Referer
ON
ページ）を送出しない
（送信する）
＞＞ Referer送出7OFF
■■Cookieを保存しない／毎回確認する
＞＞ Cookie設定7OFF／毎回確認
■■ルート証明書（認証機関が発行した電子的な証明
書）を確認する

ON
（保存する）
―

＞＞ ルート証明書表示7項目を選択
■■認証情報を常に保持するかどうかを設定する
＞＞ 認証情報保持7常に保持／常に保持しない

.
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お買い上げ時
ON
（送信する）

ブラウザ終了
まで保持

設定

初期化／設定リセットに関する設定

共通操作

Yahoo!ケータイ
共通操作

メインメニューから Yahoo!4PCサイトブラウザ
4PCサイトブラウザ設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■保存内容をすべて消去し、各種設定内容をお買い
上げ時の状態に戻す

―

■■各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻す
―

お買い上げ時

■■起動中の音量を変える
＞＞ 音量7音量を調節

レベル4

■■起動中のバックライトを常に点灯／消灯させる
＞＞ バックライト7常時点灯／常時消灯

通常設定連動※

■■S!アプリのバイブレーション動作を無効にする
＞＞ バイブレーション7OFF

ON（有効）

■■操作を中断すると一時停止になるようにする

OFF
＞＞ 自動中断時間7一時停止するまでの時間を選択 （一時停止しな
い）
■■他の携帯電話などで利用したメモリカードの
S!アプリ情報を更新する

―

＞＞ メモリカードシンクロ
※ 通常のバックライト点灯時間の設定（ZP.16-6）に従います。

設定（カスタマイズ）

＞＞ ブラウザ初期化7*
z7操作用暗証番号を入力
＞＞ 設定リセット7A[YES]7
操作用暗証番号を入力

メインメニューから S!アプリ4S!アプリ設定
設定したい内容・操作

メインメニューから Yahoo!4設定

PCサイトブラウザ
共通操作

S!アプリ設定

16
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設定（カスタマイズ）

16
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