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共通操作
3-2

共
通
操
作

3

お使いになる前に、画面／音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。

共通操作について
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メニューや文字入力時などの文字を大きく

表示できます。

1%S「設定」S%
S音・表示設定画面で

「メニュー切替」S%

2「でか文字メニュー」S%

1%S「設定」S%

2音・表示設定画面で

「ディスプレイ設定」S%

3「文字表示」S%

文字表示画面

4「文字サイズ設定」S%
S個別設定する項目選択S%

5サイズ選択S%

1文字表示画面で

「文字太さ設定」S%

2太さ選択S%

1文字表示画面で

「文字フォント設定」S%

2「明朝」S%

文字表示を変更する

文字サイズを一括して大きくする

でか文字メニューを解除するとき

2で「標準メニュー」S%

文字サイズを個別に変更する 文字の太さを変更する

文字を明朝体に変更する
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1%S「設定」S%

S音・表示設定画面で

「ディスプレイ設定」S%

2「壁紙」S%

3「縦画面用」／「横画面用」

S%　

壁紙設定画面

4フォルダ選択S%

5画像選択S%
.データによっては、設定できないこと

があります。

.4で「固定データ」を選んだときは、操

作が終了します。

.eで画像の拡大／縮小、Bで回転が行

えます。

6%　

待受画面に複数の画像をスライド表示でき

ます。

.フォルダやデータによっては、設定、表示

できないことがあります。

1壁紙設定画面で

「スライド壁紙」S%

2「フォルダ設定」S%

3「ピクチャー」／

「デジタルカメラ」S%

4フォルダ選択S%
S「このフォルダを設定」

S%　

.フォルダがないときは、フォルダを選

び%を押す必要はありません。

待受画面の画像を変更する

画面サイズ以外の画像を選んだとき

5のあと表示方法選択S%S%
,「センタリング」を選んだときは、eで画

像の拡大／縮小、Bで回転が行えます。

インターネットで入手するとき

4で「Y!ケータイで探す」S%
,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。

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%S%
モード（ダブルナンバー）の選択画面が表

示されたとき

モード選択S%
キャラタイムを設定するとき

4で「キャラタイム」S%Sファイル

選択S%S%S%

複数の画像を壁紙に設定する

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の画像を利用するとき

3で「固定データ」S%
画像の表示パターンを選ぶとき

2で「パターン設定」S%Sパターン

選択S%
,表示パターンを確認するときは、パター

ンを選びBを押します。
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1%SB　

2「固定データ」S%

3パターン選択S%

4%S%

.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%S「データフォルダ」S%
S「きせかえアレンジ」S%

きせかえアレンジ画面

2「Y!ケータイで探す」S%
.以降は、画面の指示に従って操作して

ください。

1きせかえアレンジ画面で

ファイル選択S%

2%S%　

メニュー画面などを一括で変更する

固定のきせかえアレンジを利用する

設定中のファイルを選んだとき

.3のあと、解除するかどうかの確認画面が

表示されます。「はい」を選び%を押す

と、きせかえアレンジが解除されます。

ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する きせかえアレンジを設定する

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%S「はい」S%
,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。

使いこなしチェック !

A●きせかえアレンジを解除したい●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●きせかえアレンジの提供サイトに接続し

たい（AP.3-24）
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 1%S「設定」S%
S音・表示設定画面で

「音・バイブ・イルミ」S%

音・バイブ・イルミ画面

2「着信音／ムービー」S%

3着信の種類選択S%
メール着信音などでは、このあと「着

信音選択」を選び、%を押します。

4フォルダ選択S%

5着信音選択S%

電話に出るまでの間、呼び出し音として、

お気に入りの音楽を相手に聞かせることが

できます。

.待ちうた®の利用には、別途お申し込みが必

要です。（有料）

1音・バイブ・イルミ画面で

「待ちうた」S%

2「サービス開始・解約」S%
.以降は、画面の指示に従って操作して

ください。

1音・バイブ・イルミ画面で

「バイブ」S%

2着信の種類選択S%
S「On／Off設定」S%

3「On」S%

4「バイブパターン」S%
.バイブパターンを確認するときは、パ

ターンを選びBを押します。

5パターン選択S%

着信時の動作を変更する

着信音を変更する 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%S秒数入力

S%
着信時にムービーを表示するとき

4で「ムービー」S%S利用するムー

ビー選択S%
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、次の操作を行い

ます。

再生開始部分選択S%
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」を選び、

%を押すと着信音に設定できます。

待ちうた®のサービスを開始する

バイブレータを利用する

バイブレータを着信音と連動させるとき

3で「音連動」S%
,着信音に設定されている内容に従って、

バイブレータが動作します。

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●待ちうた®を利用したい（AP.3-24）
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文字入力は、ボタン操作またはタッチパネ

ル操作で行うことができます。

ボタンでの文字入力には、おもに次のボタ

ンを使用します。

.本書ではこれ以降、ボタンでの文字入力方

法を中心に説明します。また、本章の文字

入力についての説明は、ことわりがない限り

文字入力画面からの操作を説明しています。

画面に表示されるソフトキーボードで入力

します。

.ソフトキーボードのキーは、文字入力用ボ

タンにそれぞれ対応しています。

.ビューアポジション時に文字入力画面を表

示すると、ソフトキーボードが表示されます。

.画面下部の「パネル切替」をタップすると、

機能キーに割り当てられるはたらきが変わ

ります。

文字入力について

ボタンで入力する

文字入力の操作を確認するとき

BS「ヘルプ」S%
文字入力時のご注意

."を連続して押したときは、終了しない

ことがあります。

タッチパネルで入力する

s

機能キーに割り当てられるおもなはたらき

文字種 文字入力モードを切り替えます。

大／小 大文字／小文字を切り替えます。

変換 ひらがなを漢字などに変換します。

確定 入力した文字を確定します。

逆順 末尾の文字を逆順に表示します。

Undo　 直前の確定や消去を取り消します。

クイック定型文 クイック定型文を入力します。

楽デコ デコレメールに変換します。

補正変換 補正変換を行います。

顔文字 顔文字を入力します。

ワード検索 辞書と連携して入力します。

学習削除 変換候補を個別に削除します。

前頁（次頁）前（次）ページを表示します。

他社絵文字 他社共通の絵文字を表示します。

全絵文字 すべての絵文字を表示します。

予測モード 予測変換の方法を変更します。

←／→ カーソルを左右に移動します。

範囲選択 複数の文字を選択します。

選択解除 選択範囲を解除します。

コピー（カット） 選択している文字を複写（移動）します。

全削除 入力中の文字をすべて削除します。

辞書 スマートリンク辞書で検索します。

完了 文字入力を終了します。

キーボードオフ ソフトキーボードを閉じます。

キーボードオン ソフトキーボードを表示します。
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文字入力
1&　

.利用できる文字種（文字入力モード）

が表示されます。

2文字入力モード選択S%
.文字入力モードが設定され、次のマー

クが表示されます。

※「予」の表示は、近似予測変換が利用

できることを示しています。

文字入力にはダイヤルボタンを利用しま

す。１つのボタンには、ボタンに表示され

ているような複数の文字が割り当てられて

おり、押す回数によって表示される文字が

変わります。

例：全角カタカナモードで1を３回押した

とき

.!を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続

けて入力するときは、dを押します。

例：全角英数字モードで「NO」と入力するとき

.ボタンを長く押すと、表示されている文字

が確定します。この方法で同じボタンの文

字を続けて入力することもできます。

文字入力モードの切替

※ 漢字（ひらがな）

／ カタカナ（全角／半角）

／ 全角英数字（大文字／小文字）

／ 半角英数字（大文字／小文字）

　 数字

　 区点コード

文字入力の基本操作

1 1 1

■ Y ■ア Y ■イ Y ■ウ

66 d 666
■ Y ■Ｎ Y Ｎ■ Y Ｎ■Ｏ

66 6（長く） 666

■ Y ■Ｎ Y Ｎ■ Y Ｎ■Ｏ

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.3-24）
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文字入力
漢字（ひらがな）モードで、「すずき」と

入力する方法を例に説明します。

1333（す）Sd
S333（す）

S(（ず）S22（き）

2%（確定）

漢字（ひらがな）モードで入力した「すず

き」を「鈴木」に変換します。

1「すずき」と入力

.ひらがなを１文字入力するたびに、入

力した文字で始まる変換候補が表示さ

れます。（近似予測変換）

.このあと&を長く押すたびに、予測変

換がスタンダード→硬い表現→軟らか

い表現→自動切替の順に切り替わりま

す。（パーソナル予測モード）

2b　

3「鈴木」

.変換を取り消すときは、$を押します。

4%　

.文字を確定すると、確定した文字に続

くと思われる文字の候補が自動的に表

示されます。（連携予測変換）

文字を入力する

ひらがなを入力する 漢字を入力する

目的の漢字に変換できないとき

.変換中にBまたはAを押すと、文字の区

切りを変えて変換できます。

,Aをくり返し押すと、近似予測変換を利

用しない文字変換ができます。

学習した変換候補を削除するとき

ひらがな入力SbS削除する変換候補

選択S&（長く）S「はい」S%

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●入力履歴を消去したい●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

●入力した単語から次の変換候補を予測しない●パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい（AP.3-24～P.3-25）
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文字入力
辞書と連携して、単語の意味などを確認し

て入力することができます。

1ひらがな入力S確定前に&

.このあと&を押すたびに、辞書の種類

が切り替わります。

2目的の単語など選択S%
.単語の意味などが表示されます。

3%　

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「すずき」を「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。

1333（す）Sb

2変換候補選択S%

ボタンを押す回数を誤って入力したとき

（「う」を「い」と入力など）、入力し直さ

なくても、文字列から正しい変換候補を予

測して、表示することができます。

.３文字以上入力した状態で有効になります。

1ひらがな入力

S変換候補選択前にa
.補正変換の候補が表示されます。

2変換候補選択S%

漢字（ひらがな）モードから全角カタカナ

モードに切り替えて、「ジュン」と入力す

る方法を例に説明します。

1&S「アイウ」S%

233（シ）S(（ジ）

S88（ユ）S'（ュ）

S000（ン）S%

辞書連携

１文字変換

補正変換 カタカナを入力する
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文字入力
.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。

.「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言

葉を確定すると、関連する絵文字が連携予

測変換の変換候補として表示されることが

あります。（絵文字連携）

1(　

.絵文字／記号の入力画面（履歴がある

ときは入力履歴画面）が表示されます。

2&（絵文字／記号切替）

SB／A（リスト切替）

.メール本文入力時、絵文字入力画面で

は、'を押すたびに「共通絵」（他社

共通絵文字）⇔「全絵文字」を切り替

えられます。また&を押すと、マイ

絵文字や記号にも切り替えられます。

3絵文字／記号選択S%
.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$S絵文字／記号入力終了

1BS「顔文字」S%

2顔文字選択S%

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力

できます。

1BS「簡単アドレス入力」

S%　

2入力する文字選択S%
.入力モードにかかわらず、半角で入力

されます。

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。

メールアドレス／URLを簡単に入力する

使いこなしチェック !

A●確定した単語から次の変換候補に絵文字を表示しない（AP.3-25）
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文字入力
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。

.ボタンに表示されている文字を参考に入力

してください。

176SA

2変換候補（PM）選択S%

漢字（ひらがな）モードや半角英数字モー

ドのとき、文字列の後半を「＊」（ワイルド

カード）に置き換えることで、予測変換候

補を絞り込むことができます。

漢字（ひらがな）モードでの操作方法を例

に説明します。

.「＊」の数で単語の長さを指定できます。例

えば「あか＊＊」と入力したときは、「あ

か」で始まるよみがなが４文字以上の単語

が予測変換候補として表示されます。

1ひらがな入力SdSd

.「＊」が表示されます。さらに「＊」

を入力するときは、続けてdを１回

押します。

2bS変換候補選択S%

カナ英数字変換を利用する ワイルドカード入力を利用する

使いこなしチェック !

A●ワイルドカード入力を無効にしたい（AP.3-25）
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文字入力
「また、お願いします」を「また明日お願

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$　

.カーソル上の１文字が消えます。

3挿入位置選択

S正しい文字入力

1BS「カット」／「コピー」

S%S開始文字選択S%　

移動（カット）の例

.移動するときは「カット」を、複写す

るときは「コピー」を選びます。

.開始文字を指定し直すときは、Aを押

します。

2終了文字選択S%

3挿入位置選択S(（長く）

.挿入位置に入力されます。

文字を編集する

文字を消去／修正する 消去した文字を元に戻すとき

.$で消去した文字は、!を押すと復元

できます。

文字をすべて消去するとき

.文末で$を長く押します。カーソルから

後ろの文字をすべて消去するときは、消

去する 初の文字を選び、$を長く押し

ます。

カーソルを先頭／末尾に移動するとき

BS「カーソル操作」S%S「末尾へ

移動」／「先頭へ移動」S%

文字を移動／複写する

過去にカット／コピーした文字を複写する

とき

挿入位置選択SBS「ペースト」S%
S文字列選択S%

,ペーストリストが表示されるときだけ、

利用できます。
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●入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい（AP.3-24）
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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%S「設定」S%
Sf「本体・メモリカード」

S「ユーザー辞書」S%

ユーザー辞書画面

2「新規登録」S%
S単語入力S%

3読み入力S%

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

「辞書を探す」S%
.インターネットに接続されます。以降

は、画面の指示に従って操作してくだ

さい。

1ユーザー辞書画面で

「ダウンロード辞書」S%

2設定する番号選択S%
Sダウンロード辞書選択S%
.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%S単語選

択S%S単語修正S%S読み修正S%
S「はい」S%

ダウンロード辞書を入手する

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SBS「設定解

除」S%
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SBS「詳細」

S%　

メール返信アシスト辞書について

.本機には、あらかじめ「メール返信アシ

スト辞書」が設定されています。メール

返信時、元の受信メールに使われている

単語が優先的に変換候補として表示され

ます。（対象となる単語の文字種別は、全

角／半角カタカナと全角／半角英数字で

す。）

.漢字（ひらがな）モードのときに有効です。

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.3-25）



#02UG_002SH_PDF.book  15 ページ  ２０１１年５月２５日　水曜日　午前９時１７分
スマートリンク辞書
3-15

共
通
操
作

3

本機では次の辞書が利用できます。

※専用サイトから辞書をダウンロードして追

加することもできます。

1~SA　

2辞書選択S%

辞書画面

.次回利用時には、 後に利用した辞書

が起動します。

3単語のヨミ（英和辞書ではス

ペル）入力

.ヨミはカタカナで入力します。

.１文字入力するたびに、該当する単語

が表示されます。

4目的の単語など選択S%

詳細画面

1辞書画面でB

2「検索方法切替」S%
S「キーワード検索」S%

3入力欄選択S%
Sキーワード入力S%

4「検索」S%S目的の単語など

選択S%
.詳細画面が表示されます。

単語を辞書で調べる

本機搭載

辞書※

明鏡モバイル国語辞典、

ジーニアスモバイル英和辞典、

ジーニアスモバイル和英辞典

ネット辞書

Yahoo!知恵袋、明鏡国語辞典

MX.net、ジーニアス英和辞典

MX.net、ジーニアス和英辞典

MX.net、イミダス百科、日本

大百科全書（ニッポニカ）（ニッ

ポニカ・プラスを含む）、デジタ

ル大辞泉、プログレッシブ英和

中辞典、プログレッシブ和英中

辞典、ホットペッパー グルメ、

Amazon.co.jp、家庭医学大全

科、医者からもらった薬

ネット辞書について

.ネット辞書とは、インターネットに接続

して利用する辞書です。利用にあたって

は、パケット通信料が発生します。また、

情報料がかかるものもありますので、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。

.辞書リストを更新すると、 新の辞書を

利用することができます。

本機搭載辞書を利用する

単語のヨミやスペルで調べる

同じ単語をネット辞書で再検索するとき

【詳細画面】BS「ネット辞書で検索」S%
,このあと、次ページ「ネット辞書を利用

する」2以降（4を除く）を行います。

（1の注意も必ずお読みください。）

キーワードで調べる

使いこなしチェック !

A●文字サイズを変更したい●コピーした文字列で検索したい●辞書の詳細を確認したい●辞書リストを更新したい　ほか（AP.3-25）
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スマートリンク辞書
■本文などをコピーする

1詳細画面で%

2開始文字選択S%
S終了文字選択S%

■見出し語をコピーする

1詳細画面でB

2「見出し語コピー」S%

1辞書画面でB　

2「辞書追加」S%

3辞書選択S%

1~SAS「ネット辞書」

S%　

.はじめて利用するときは、利用規約が

表示されます。内容を十分確認したあ

と、%を押してください。このあと、

画像の取得方法を選び、%を押します。

2辞書名（または「すべて」）の

プルダウンメニュー選択S%

3辞書選択S%
.「すべて」を選ぶと、同じ単語をすべ

ての辞書で一括検索できます。

4入力欄選択S%
S単語入力S%

5「検索」S%
.以降確認画面を表示しないときは、こ

のあとB（ ）を押します。

6「はい」S%

7目的の単語など選択S%
.詳細画面が表示されます。

辞書の内容をコピーする

ダウンロードした辞書を追加する

追加した辞書を解除するとき

2で「追加辞書解除」S%S「はい」

S%　

ネット辞書を利用する

辞書の出典の詳細を確認するとき

6のあと目的の単語など選択SBS「出

典」S%S「はい」S%
同じ単語を本機搭載辞書で検索するとき

6のあとBS「他の辞書で検索」S%S
辞書選択S%S「検索」S%S目的の

単語など選択S%
利用規約を確認するとき

1のあとBS「利用規約」S%
,このあと%を押すと、辞書画面に戻り

ます。

使いこなしチェック !

A●利用するネット辞書だけリストに表示したい●ネット辞書の検索方法を設定したい●ネット辞書の検索範囲を設定したい　ほか（AP.3-25～P.3-26）



3-17

共
通
操
作

3

スマートリンク辞書
1詳細画面でB

2「しおりをはさむ」S%

1辞書画面でB

2「履歴一覧」／「しおり一覧」

S%　

3目的の単語など選択S%
.詳細画面が表示されます。

.ネット辞書の履歴からは詳細画面を表

示できません。

1文字入力画面で調べる文字列

入力S確定前に~

2辞書選択S%

3「検索」S%S目的の単語など

選択S%
.詳細画面が表示されます。

履歴やしおりを利用する

しおりをはさむ

履歴やしおりを確認する

文字入力時に辞書を利用する

見出し語を本文中に入力するとき

3のあとBS「見出し語貼付」S%

使いこなしチェック !

A●履歴やしおりを削除したい（AP.3-25）
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 .Web検索の利用には、パケット通信料が発

生します。

1%S「ツール」S%
Sf「文書・録音」

2「検索」S%

検索画面

.はじめて利用するときは、「Web検索」

に設定されています。

3入力欄選択S%
S検索文字列入力S%

4「検索」S%
.検索が始まり、検索結果が表示されま

す。

1検索画面で「メール検索」

S%　

2入力欄選択S%
S検索文字列入力S%

3「検索」S%

4検索対象選択S%

文字列を検索する

インターネットで文字列を検索する

ブラウザを変更するとき

【検索画面】BS「ブラウザ種別変更」

S%Sブラウザ選択S%

送受信メール内の文字列を検索する

受信メール／送信メールどちらかだけを検

索するとき

【検索画面】BS「メール検索対象変更」

S%S「受信メール」／「送信メール」

S%
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ちょっとしたメモをとりたいときなどに手

軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用で

きます。

1%S「ツール」S%
Sf「文書・録音」

2「ちょこっとメモ」S%
.ちょこっとメモの入力画面が表示され

ます。

3内容入力S%

4「メモ帳登録」S%
.登録した内容はメモ帳で確認できま

す。

メモ帳に登録する以外にも、次のように利

用できます。（4で次の操作を行います。）

.ここでは利用方法だけを説明しています。

以降の操作は、各機能の説明を参照するか、

画面の指示に従って操作してください。

ちょこっとメモを利用する
その他の用途で利用する

利用方法 操作方法

待受画面やアイ

コン一覧にメモ

として貼る

「ショートカットを貼る」

S%S貼付先選択S%

メールの本文に

利用

「メール作成」S%Sメー

ルの種類選択S%

予定の件名や内

容に利用

「カレンダーに登録」S%

用件の件名や内

容に利用

「予定リストに登録」S%

電話帳の名前／

姓／電話番号／

メールアドレス

に利用

「電話帳に登録」S%
,ヨミは自動的に入力されま
せん。

テキストファイ

ルとして保存

「テキストファイル保存」

S%Sファイル名入力S
%S「ここに保存」S%
,データフォルダの「その他
ファイル」に保存されます。

インターネット

に接続して用語

検索

「Web検索」S%Sブラ

ウザ選択S%
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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。

電話帳について

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。

S!
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電話帳登録
電話帳に、名前、電話番号、メールアドレ

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。

1%S「電話機能」S%
S「電話帳新規登録」S%

2「名前／姓：」S%S姓入力

S%S「名前／名：」S%
S名入力S%

.ヨミが自動的に入力されます。

3「電話番号：」S%
S電話番号入力S%
Sマーク選択S%

.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「メールアドレス：」

S%Sメールアドレス入力

S%Sマーク選択S%

.続けて他のメールアドレスを登録する

ときは、4をくり返します。

5「グループ：」S%
Sグループ選択S%

電話帳登録画面

6A　

.電話帳が登録されます。

電話帳に登録する

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えませ

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%S
モード選択S%S6

使いこなしチェック !

A●その他の項目を登録したい●イルミネーションの動作を変更したい●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●電話帳のグループのマークを変更したい●電話帳のグループを並べ

替えたい●すべての電話帳のモードを一括で変更したい　ほか（AP.3-26～P.3-29）
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電話帳登録
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。

1電話帳登録画面で

着信の種類（「音声着信音：」

など）選択S%

2「着信音選択」S%
Sフォルダ選択S%

3設定する着信音選択S%SA

登録した相手を、操作用暗証番号を入力し

ないと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：」S%

2「On」S%SA

1%S「電話機能」S%
S「電話帳グループ編集」

S%　

2グループ選択SB
S項目選択S%　

3着信の種類選択S%S設定内

容（「着信音選択」など）選択

S%S設定操作

.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。

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「新規登録」S%
S必要項目入力SA

着信音を個別に設定する

シークレットに設定する

シークレットを一時的に解除するとき

bSBS「シークレット一時解除」S
%S操作用暗証番号入力S%

グループ別に着信の動作を変更する

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。

通話後の確認画面から登録する

既存の電話帳に追加するとき

1で「追加登録」S%S電話帳選択S
%S必要項目入力SA
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1bSfよみがなの行選択

電話帳検索画面（「あかさたな別」）

.デュアルモード設定時は、登録されて

いる回線を表すマークが表示されます。

2電話帳選択S%

3電話番号選択

4!　

次の検索方法を選べます。

1電話帳検索画面でB
S「電話帳設定」S%

2「検索方法切替」S%

3検索方法選択S%

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。

メールの宛先選択画面

1「電話帳」S%
.電話帳検索画面が表示されます。

2電話帳選択S%

3電話番号／メールアドレス選択

S%　

.宛先が入力されます。

.電話帳に電話番号／メールアドレスの

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。

電話帳を利用する

電話帳から電話をかける

TVコールで発信するとき

3のあと%S「TVコール」S%

検索方法を変更する

あかさたな別
よみがなの行を選択して、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】A（押すたびに切替）

他の機能から電話帳を利用する

使いこなしチェック !

A●電話帳検索画面の表示方法を変更したい●画像を登録して着信時に表示したい●電話帳からメールを作成したい●電話帳を削除したい●電話帳

の登録件数を確認したい●電話帳をコピーしたい●利用する電話帳を変更したい　ほか（AP.3-26～P.3-29）
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■文字入力／編集

きせかえアレンジ

きせかえアレンジを解
除したい
［きせかえアレンジ解除］

%SBS「Off」S%S「はい」S%

きせかえアレンジを強
制解除したい
［きせかえアレンジOff］

'S「メニュー一覧」S%S「設定」S%S
音・表示設定画面で「きせかえアレンジ」S%S

「Off」S%S「はい」S%

きせかえアレンジを削
除したい
［きせかえアレンジ削除］

%S「データフォルダ」S%S「きせかえアレ

ンジ」S%Sファイル選択SBS「削除」S%
S「はい」S%
.コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」

または「いいえ」を選び、%を押します。

きせかえアレンジの提
供サイトに接続したい

［Webアクセス］

%S「データフォルダ」S%S「きせかえアレ

ンジ」S%Sファイル選択SBS「Webアク

セス」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

待ちうた®

待ちうた®を利用した
い

［待ちうた］

/%S「設定」S%S音・表示設定画

面で「音・バイブ・イルミ」S%S「待ちうた」

S%S下記の操作

曲を探す
「楽曲を探す」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

待ちうた®の設定を行う
「待ちうた設定」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

待ちうた®の詳細を確認する
「待ちうたとは？」S%

文字入力

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&S「区点」S%S区点コード

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

力します。

改行したい
［改行］

文末で改行する
文字入力画面でb

文の途中で改行する
文字入力画面で#S「0」（改行）S%

スペースを入力したい
［スペース］

文字入力中にスペースを入れる
文字入力画面でd

確定した文字列の途中にスペースを入れる
文字入力画面で#S「□」（スペース）S%

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BS「入力／変換設定」S%S
「入力履歴リセット」S%S「はい」S%

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BS「元に戻す／復元」S%

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BS「挿入／文字サイズ」S%S
「電話帳引用」S%S電話帳選択S%S引用項目

選択S%

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BS「挿入／文字サイズ」S%S
「文字サイズ」S%Sサイズ選択S%
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■文字変換

■共通

■本機搭載辞書

■ネット辞書

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BS「入力／変換設定」S%S
「近似予測」S%S「Off」S%

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BS「入力／変換設定」S%S
「連携予測」S%S「Off」S%

確定した単語から次の
変換候補に絵文字を表
示しない

［絵文字連携］

文字入力画面でBS「入力／変換設定」S%S
「絵文字連携」S%S「Off」S%
.マイ絵文字は表示されます。

パーソナル予測モードを
あらかじめ設定したい
［パーソナル予測切替］

文字入力画面でBS「入力／変換設定」S%S
「パーソナル予測切替」S%S設定項目選択S%

ワイルドカード入力を
無効にしたい
［ワイルドカード入力］

文字入力画面でBS「入力／変換設定」S%S
「ワイルドカード入力」S%S「Off」S%

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］

%S「設定」S%Sf「本体・メモリカード」

S「ユーザー辞書」S%S「登録単語リスト」S
%S単語選択SBS「はい」S%

スマートリンク辞書

文字サイズを変更したい
［文字サイズ設定］

~SBS「文字サイズ設定」S%S文字サイ

ズ選択S%

コピーした文字列で検
索したい
［コピーした文字で検索］

文字列をコピーして待受画面に戻ったあと~
SBS「コピーした文字で検索」S%S「検索」

S%S目的の単語など選択S%
.確認画面が表示されたときは、「はい」を選び%を

押します。

履歴やしおりを削除し
たい
［履歴／しおり削除］

/~SBS「履歴一覧」／「しおり

一覧」S%S下記の操作

１件削除する
削除する履歴／しおり選択SBS「削除」S%
S「はい」S%

すべて削除する
BS「全件削除」S%S「はい」S%

読み取った漢字で検索
したい
［ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ］

~SBS「ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ」S%
S漢字をルーペ内に表示S%S%S目的の単語

など選択S%
.詳細画面が表示されます。

読み取った文字列で検
索したい

［文字読み取り］

~SBS「文字読み取り」S%S文字列を画

面中央に表示S%S読み取る行選択S%S%S
「検索」S%S目的の単語など選択S%
.詳細画面が表示されます。

辞書の詳細を確認したい
［辞書について］

~SBS「辞書について」S%

辞書リストを更新したい
［辞書リスト更新］

~SAS「ネット辞書」S%SBS「辞書

リスト更新」S%S「はい」S%

利用するネット辞書だ
けリストに表示したい

［辞書リスト編集］

~SAS「ネット辞書」S%SBS「辞書

リスト編集」S%S辞書選択S%（ ／ ）SA

画像の取得方法を設定
したい

［画像取得設定］

~SAS「ネット辞書」S%SBS「画像

取得設定」S%S取得方法選択S%
.「自動取得」を選んだときは、このあと「はい」を

選び%を押します。
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■電話帳表示設定

■電話帳登録／変更
.電話帳を登録するときは、各操作のあとAを押します。（名前、電話

番号、メールアドレスのいずれかの登録が必須です。）

ネット辞書の検索方法
を設定したい

［検索方法設定］

~SAS「ネット辞書」S%S辞書名（また

は「すべて」）のプルダウンメニュー選択S%S
辞書選択S%SBS「検索方法設定」S%S検

索方法選択S%
.選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対

応していないネット辞書のときは、設定できません。

ネット辞書の検索範囲
を設定したい

［検索範囲設定］

~SAS「ネット辞書」S%S辞書名（また

は「すべて」）のプルダウンメニュー選択S%S
辞書選択S%SBS「検索範囲設定」S%S検

索範囲選択S%
.選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対

応していないネット辞書のときは、設定できません。

辞書の利用方法を確認
したい

［ヘルプ］

~SAS「ネット辞書」S%S辞書名（また

は「すべて」）のプルダウンメニュー選択S%S辞

書選択S%SBS「ヘルプ」S%S「はい」S%

電話帳

電話帳検索画面の表示
方法を変更したい

［表示設定］

%S「電話機能」S%S「設定・管理」S%S「電

話帳設定」S%S「縦画面時表示設定」／「横

画面時表示設定」S%S表示方法選択S%

電話帳未登録相手との
通話後確認画面を表示
しない

［未登録番号追加］

%S「電話機能」S%S「設定・管理」S%S
「電話帳設定」S%S「未登録番号追加」S%S
「着信時」／「発信時」S%S「Off」S%

その他の項目を登録し
たい

［その他の項目］

/%S「電話機能」S%S「電話帳新

規登録」S%S下記の操作

住所を登録する
「住所：」S%S項目選択S%S内容入力／選

択S%SA

勤務先を登録する
「勤務先：」S%S項目選択S%S内容入力S
%SA　

ホームページを登録する
「ホームページ：」S%SURL入力S%Sマー

ク選択S%

メモを登録する
「メモ：」S%S内容入力S%

誕生日を登録する
「誕生日：」S%S年月日入力S%

位置情報を登録する
「位置情報：」S%S位置情報取得方法選択S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。
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■電話帳編集／グループ関連

イルミネーションの動
作を変更したい

［効果イルミ設定］

/%S「電話機能」S%S「電話帳新

規登録」S%S項目（「イルミ（音声着信）：」な

ど）選択S%S下記の操作

イルミネーションを点灯する
「On／Off設定」S%S「On」／「音連動」S%
S$　

イルミネーションのパターンを変更する
「パターン／色設定」S%Sパターン選択S%S
ライト色選択S%S$
.パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま

せん。

ボタンイルミネーションのパターンを変更する
「キーイルミパターン」S%Sパターン選択S%
S$　
.「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反

映されません。

バイブレータの動作を
設定したい

［バイブパターン］

/%S「電話機能」S%S「電話帳新

規登録」S%S項目（「バイブ（メール着信）：」

など）選択S%S下記の操作

個別のバイブレータを有効にする
「On／Off設定」S%S「On」／「音連動」S%
S$　

バイブパターンを変更する
「バイブパターン」S%Sバイブパターン選択S
%S$　

画像を登録して着信時
に表示したい

［フォト］

/%S「電話機能」S%S「電話帳新

規登録」S%S「フォト：」S%S下記の操作

画像を選択する
フォルダ選択S%S画像選択S%S%
.画像表示中にBを押すと、表示範囲の移動やサイズ

変更ができます。

.画像サイズによっては、表示する画像を選択後、画

像加工画面が表示されます。このときは、表示範囲

やサイズを変更して、%を押します。

画像を撮影する
「カメラ起動」S%S被写体を画面に表示S%
S%　

電話帳を修正したい
［編集］

bS電話帳選択SBS「編集」S%S項目選択

S%S電話帳修正S%SA
.名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じ

て修正してください。

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

［鳴動時間］

bS電話帳選択SBS「編集」S%S「メール

着信音：」S%S「鳴動時間」S%S秒数入力

S%SA　
.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
変更したい

［グループ名編集］

%S「電話機能」S%S「電話帳グループ編集」

S%Sグループ選択S%S「グループ名編集」

S%Sグループ名入力S%
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■電話帳利用

■電話帳管理電話帳のグループの
マークを変更したい

［アイコン変更］

%S「電話機能」S%S「電話帳グループ編集」

S%Sグループ選択S%S「アイコン変更」S
%Sマーク選択S%

電話帳のグループを並
べ替えたい

［移動］

%S「電話機能」S%S「電話帳グループ編集」

S%S移動するグループ選択SAS移動先選択

S%　
.電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。

電話帳からメールを作
成したい

［メール作成］

/bS電話帳選択S%S下記の操作

電話番号を利用する
電話番号選択S%S「メール作成」S%S「S!
メール」／「SMS」S%Sメール作成SA

メールアドレスを利用する
メールアドレス選択S%Sメール作成SA

電話帳からS!一斉トー
クを発信したい
［S!一斉トーク発信］

bS電話帳選択S%S電話番号選択S%S「S!
一斉トーク発信」S%S%
.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。

電話帳から国際電話を
かけたい

［国際発信］

bS電話帳選択S%S電話番号選択S%S「国

際発信」S%S相手の国選択S%S!

電話帳に登録した位置
情報を利用したい

［目的地へ設定］

bS電話帳選択S%Sf「設定」S「 」選択

SBS「目的地へ設定」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

電話帳を削除したい
［削除／全件削除］

１件削除する
bS電話帳選択SBS「削除」S%S「はい」S%

すべて削除する
%S「電話機能」S%S「設定・管理」S%S「電

話帳管理」S%S「全件削除」S%S削除する

保存場所選択S%S「はい」S%

電話帳の登録件数を確
認したい

［メモリ確認］

%S「電話機能」S%S「設定・管理」S%S「電

話帳管理」S%S「メモリ確認」S%

電話帳をコピーしたい
［コピー］

本体からUSIMカードへ１件コピーする
bS電話帳選択SBS「電話帳管理」S%S

「USIMカードにコピー」S%S「はい」S%

USIMカードから本体へ１件コピーする
bSBS「電話帳設定」S%S「メモリ切替」

S%S「USIM」S%S電話帳選択SBS「電

話帳管理」S%S「本体にコピー」S%

すべてコピーする
bSBS「電話帳管理」S%S「全件コピー」

S%Sコピー方法選択S%S「はい」S%
.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。
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■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。

USIMカードのグルー
プを編集したい
［USIMカードグループ編集］

/%S「電話機能」S%S「電話帳グルー

プ編集」S%SBS「USIMへ切替」S%S下記

の操作

グループ名を編集する
グループ選択S%S「グループ名編集」S%S
グループ名入力S%

移動（並べ替え）する
グループ選択SAS移動先選択S%

マーク（アイコン）を変更する
グループ選択S%S「アイコン変更」S%S
マーク選択S%

電話帳の登録先を変更
したい

［登録先設定］

%S「電話機能」S%S「設定・管理」S%S「電

話帳設定」S%S「登録先設定」S%S「USIM」／

「毎回確認」S%

利用する電話帳を変更
したい

［メモリ切替］

%S「電話機能」S%S「設定・管理」S%S「電

話帳設定」S%S「メモリ切替」S%S「USIM」／

「本体とUSIM」S%

すべての電話帳のモー
ドを一括で変更したい
［全件モード一括変換］

%S「電話機能」S%S「設定・管理」S%S「電

話帳管理」S%S「全件モード一括変換」S%S
モード選択S%

複数選択して電話帳の
モードを変更したい

［モード変換］

bSBS「電話帳管理」S%S「複数選択」S
%S電話帳選択S%（ ／ ）SBS「モード

変換」S%S変換するモード選択S%

同じグループに登録し
ている相手のモードを
一括で変更したい
［グループ内データモード変換］

bSグループ選択SBS「電話帳管理」S%S
「グループ内データモード変換」S%Sモード選

択S%
.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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きせかえアレンジ

3 設定したきせかえアレンジが反映さ
れない

.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。

電話帳

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。

.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。

.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。）

3 グループ名が16文字まで入力できな
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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