


はじめに

このたびは、「SoftBank 008SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

.SoftBank 008SHをご利用の前に、「かんたんガイドブック」および「取扱説明書（本書）」をご覧にな

り、正しくお取り扱いください。

.ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 008SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ご注意

.本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

.本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

.本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がござい

ましたらお問い合わせ先（AP.16-36）までご連絡ください。

.乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の 新版は、ソフトバンクモバイルホームページからダウンロードできます。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/008sh/
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本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて

説明しています。必ずお読みください。

準備／基礎知識 1
基本操作 2
共通操作 3

本機の代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。

お使いになりたい機能の章をお読みください。

電話 4
メール 5
インターネット 6
テレビ 7
カメラ 8
音楽／動画（ビデオ） 9

本機で利用できるその他の便利な機能やサービスについて説明しています。
便利な機能 10

S!アプリ／ブログ／コンテンツ 11
本機の安心や安全に関する機能について説明しています。 安心機能／セキュリティ 12
本機に保存されるデータ、データの管理方法について説明しています。 データ確認／メモリカード 13
データ通信や外部機器との接続について説明しています。 外部機器接続 14
本機の表示や音、ネットワークなどの設定について説明しています。 共通設定 15
本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。 資料／付録 16

※ただし、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が設定された状態を前提としています。
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機能の探しかた
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本書の見かた
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操作にあたってのご注意
.本書は、特にことわりがない限り、本

機を開いた状態（オープンポジション：

AP.1-2）で、待受画面（AP.1-7）か

らの操作を中心に説明しています。
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付属品

.付属品／オプション品については、

お問い合わせ先（AP.16-36）まで

ご連絡ください。

.充電器／イヤホンマイクは、ソフト

バンクが指定したオプション品を使

用してください。



安全上のご注意
viii
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく

お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

.ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財

産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお

守りください。

.本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を

逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきまし

ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場

合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく

理解したうえで本文をお読みください。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

安全上のご注意

危険
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡

または重傷を負う危険が切迫して生じる

ことが想定される」内容です。

警告
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡

または重傷を負う可能性が想定される」内

容です。

注意
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷

を負う可能性が想定される場合および物的

損害のみの発生が想定される」内容です。

4 禁止（してはいけないこと）を示します。

5 分解してはいけないことを示します。

6 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり

してはいけないことを示します。

7 濡れた手で扱ってはいけないことを示します。

8 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただ

くこと）を示します。

9 電源プラグをコンセントから抜いていただくこ

とを示します。
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安全上のご注意

本機に使用する電池パック・卓上ホ
ルダー・充電器（オプション品）は、
ソフトバンクが指定したものを使用
してください。
指定品以外のものを使用した場合は、電
池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充
電器の発熱・発火・故障などの原因とな
ります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様
による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障
の原因となります。また、電池パックの
漏液・発熱・破裂・発火などの原因となり
ます。
本機の改造は電波法違反となり、罰則の
対象となります。

本機内部・電池パック・卓上ホルダー・
充電器を濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が本機内部
に入ったときに、濡れたまま放置した
り、濡れた電池パックを充電すると、発
熱・感電・火災・けが・故障などの原因と
なります。
使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所（火のそば、暖房器
具のそば、直射日光の当たる場所、炎
天下の車内など）で充電・使用・放
置しないでください。
また、暖かい場所や熱のこもりやす
い場所（こたつや電気毛布の中、携
帯カイロのそばのポケット内など）に
おいても同様の危険がありますので、
充電・放置・使用・携帯しないでく
ださい。
機器の変形・故障や電池パックの漏液・
発熱・発火・破裂の原因となります。ま
た、ケースの一部が熱くなり、やけどな
どの原因となることがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、充
電器を接続する際、うまく取り付け
や接続ができないときは、無理に行
わないでください。電池パックや端
子の向きを確かめてから、取り付け
や接続を行ってください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ
るなどの原因となります。

本機・電池パック・卓上ホルダー・
充電器を、加熱調理機器（電子レン
ジなど）・高圧容器（圧力釜など）の
中に入れたり、電磁調理器（IH調理
器）の上に置いたりしないでください。
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、
本機・卓上ホルダー・充電器の発熱・発
煙・発火・故障などの原因となります。

プロパンガス、ガソリンなどの引火
性ガスや粉じんの発生する場所（ガ
ソリンスタンドなど）では、必ず事
前に本機の電源をお切りください。
また、充電もしないでください。
ガスに引火する恐れがあります。プロパ
ンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉じ
んの発生する場所で使用すると、爆発や
火災などの原因となります。

落としたり、投げたりして、強い衝
撃を与えないでください。
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火
災・感電・故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・
発煙・異臭など、今までと異なるこ
とに気づいたときは、次の作業を行っ
てください。
1. コンセントやシガーライターソケッ

トから充電器を持ってプラグを抜い
てください。

2. 本機の電源を切ってください。

3. やけどやけがに注意して、電池パッ
クを取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感
電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に水やペッ
トの尿などの液体や導電性異物（鉛
筆の芯や金属片、金属製のネックレ
ス、ヘアピンなど）が触れないよう
にしてください。また内部に入れな
いようにしてください。
ショートによる火災や故障などの原因
となります。

本機、電池パック、USIMカード、卓
上ホルダー、充電器（オプション品）、
メモリカード（オプション品）の取り
扱いについて（共通）

危険

8

5

6
警告

4

4

4

8

4
8

4
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安全上のご注意

本機が濡れている状態で充電しない
でください。
感電やショートによる火災・故障などの
原因となります。

乾燥などの目的で、ドライヤーなど
の温風をあてないでください。また、
サウナに持ち込んだり、熱湯をかけ
たりしないでください。
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本
機・卓上ホルダー・充電器の発熱・発煙・発
火・故障などの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不
安定な場所に置かないでください。
落下して、けがや故障などの原因となり
ます。振動設定中や充電中は、特にご注
意ください。

乳幼児の手の届かない場所に保管し
てください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因と
なります。

子供が使用する場合は、保護者が取
り扱い方法を教えてください。使用
中においても、指示どおりに使用し
ているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

電池パックのラベルに記載されている表示によ
り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分
をしてください。

火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液・破裂・発火させるな
どの原因となります。

釘を刺したり、ハンマーでたたいた
り、踏みつけたり、強い衝撃を与え
ないでください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ
るなどの原因となります。

電池パックの端子に、針金などの金
属類を接触させないでください。ま
た、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、
金属製のネックレス、ヘアピンなど）
と一緒に電池パックを持ち運んだり
保管したりしないでください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ
るなどの原因となります。

電池パック内部の液が眼の中に入っ
たときは、こすらず、すぐにきれい
な水で洗い流し、ただちに医師の診
察を受けてください。
失明などの原因となります。

電池パック内部の液が皮膚や衣服に
付着した場合は、ただちに本機の使
用をやめ、きれいな水で洗い流して
ください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となり
ます。

所定の充電時間を超えても充電が完
了しない場合は、充電を中止してく
ださい。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ
るなどの原因となります。

電池パックの使用中・充電中・保管
時に、異臭・発熱・変色・変形など、
今までと異なることに気づいたとき
は、やけどやけがに注意して電池パッ
クを取り外し、さらに火気から遠ざ
けてください。
異常な状態のまま使用すると、電池パッ
クを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの
原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかない
ようご注意ください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ
るなどの原因となります。

不要になった電池パックは、一般の
ゴミと一緒に捨てないでください。
端子にテープなどを貼り、個別回収に出
すか、 寄りのソフトバンクショップへ
お持ちください。
電池を分別している市町村では、その規
則に従って処理してください。

注意

4
4

4
8
8

電池パックの取り扱いについて

危険

表示 電池の種類

Li-ion00　 リチウムイオン電池

4
4
4

8

警告

注意

8
8
8

8
4
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安全上のご注意

自動車、バイク、自転車などの乗り物
の運転中には使用しないでください。
交通事故の原因となります。
乗り物を運転しながら携帯電話を使用
することは、法律で禁止されており、罰
則の対象となります。
運転者が使用する場合は、駐停車が禁止
されていない安全な場所に止めてから
ご使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱
う電子機器の近くでは、本機の電源
を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与
える場合があります。
※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・
植込み型除細動器・その他の医用電気
機器・火災報知器・自動ドア・その他の
自動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障
をきたす恐れがあるため、航空機内
では電源をお切りください。
機内で携帯電話が使用できる場合は、航
空会社（の乗務員）の指示に従い適切に
ご使用ください。

心臓の弱い方は、着信時の振動や着
信音量の設定に注意してください。
心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、た
だちに電源を切って屋内などの安全
な場所に移動してください。
落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しな
いでください。
目に影響を与える可能性があります。

車両電子機器に影響を与える場合は
使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によ
りまれに車両電子機器に影響を与え、安
全走行を損なう恐れがあります。

本機の使用により、皮膚に異常が生
じた場合は、ただちに使用をやめて
医師の診察を受けてください。
本機では材料として金属などを使用し
ています。お客様の体質や体調によって
は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じるこ
とがあります。（使用材料：AP.16-19）

本機に磁気カードなどを近づけたり、
挟んだりしないでください。
キャッシュカード・クレジットカード・
テレホンカード・フロッピーディスクな
どの磁気データが消えてしまうことが
あります。

ストラップなどを持って本機を振り
回さないでください。
本人や周囲の人に当ったり、ストラップ
が切れたりして、けがなどの事故や故障
および破損の原因となります。

本機を長時間ご使用になる場合、特
に高温環境では熱くなることがあり
ますので、ご注意ください。
長時間肌にふれたまま使用していると、
低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機で
メロディを再生しているときなどは、
スピーカーに耳を近づけないでくだ
さい。
難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やストラッ
プなどを挟まないようご注意くださ
い。
けがなどの事故や破損の原因となりま
す。

デジタルテレビを視聴するときは、十
分明るい場所で、画面からある程度
の距離を空けてご使用ください。
視力低下につながる可能性があります。

イヤホンを使用するときは音量に気
をつけてください。
長時間使用して難聴になったり、突然大
きな音が出て耳を痛めたりする原因と
なります。

本機の取り扱いについて

警告
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xii
安全上のご注意

充電中は、布や布団でおおったり、包
んだりしないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因と
なります。

指定以外の電源・電圧で使用しない
でください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火
災や故障などの原因となります。
.ACアダプタ（オプション品）：AC100V～

240V（家庭用ACコンセント専用）
.シガーライター充電器（オプション
品）：DC12V・24V（マイナスアース車
専用）

また、海外旅行用として、市販されてい
る「変圧器」は使用しないでください。火
災・感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、充電器を
持ってプラグをコンセントから抜い
てください。
感電・火災・故障の原因となります。

シガーライター充電器（オプション
品）のヒューズが切れたときは、必
ず指定のヒューズに交換してくださ
い。
指定以外のヒューズを使用すると、火災
や故障の原因となります。指定のヒュー
ズに関しては、シガーライター充電器の
取扱説明書でご確認ください。

万一、水やペットの尿などの液体が
入った場合は、ただちに充電器を持っ
て、コンセントやシガーライターソ
ケットからプラグを抜いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、充
電器を持ってプラグをコンセントか
ら抜き、乾いた布などでふき取って
ください。
火災の原因となります。

シガーライター充電器（オプション
品）は、マイナスアース車専用です。
プラスアース車には絶対に使用しな
いでください。
火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むとき
は、卓上ホルダーの端子および充電
器のプラグや端子に導電性異物（鉛
筆の芯や金属片、金属製のネックレ
ス、ヘアピンなど）が触れないよう
に注意して、確実に差し込んでくだ
さい。
感電・ショート・火災などの原因となり
ます。

濡れた手で充電器のプラグを抜き差
ししないでください。
感電や故障などの原因となります。

雷が鳴り出したら、充電器には触れ
ないでください。
感電などの原因となります。

卓上ホルダーを自動車内で使用しな
いでください。
過大な温度と振動により、火災・故障の
原因となります。

卓上ホルダーや充電器（オプション
品）は、風呂場や洗面所など湿気の
強い場所や水のかかる可能性のある
場所では使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

お手入れの際は、コンセントやシガー
ライターソケットから、必ず充電器
を持ってプラグを抜いてください。
感電などの原因となります。

充電器をコンセントやシガーライター
ソケットから抜くときは、コードを
引っ張らず、充電器を持ってプラグ
を抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感
電や火災などの原因となります。

ACアダプタ（オプション品）をコン
セントに接続しているときは、引っ
掛けるなど強い衝撃を与えないでく
ださい。
けがや故障の原因となります。

通電中は卓上ホルダーの充電端子に
長時間触れないでください。
低温やけどになる恐れがあります。

卓上ホルダー、充電器（オプション品）
の取り扱いについて

警告
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xiii
安全上のご注意

ここで記載している内容は、「医用電気機器への
電波の影響を防止するための携帯電話端末等の
使用に関する指針」（電波環境協議会［平成９年
４月］）に準拠、ならびに「電波の医用機器等へ
の影響に関する調査研究報告書」（平成13年３月

「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたも
のです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植
込み型除細動器を装着されている場
合は、ペースメーカ等の装着部位か
ら22cm以上離して携行および使用し
てください。
電波により植込み型心臓ペースメーカ
および植込み型除細動器の作動に影響
を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込
み型心臓ペースメーカおよび植込み
型除細動器以外の医用電気機器を使
用される場合には、電波による影響
について個別に医用電気機器メーカ
などに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響
を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってく
ださい。本機の電波により医用電気
機器に影響を及ぼす恐れがあります。
.手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾
患監視病室（CCU）には、本機を持ち込
まないでください。

.病棟内では、本機の電源を切ってくだ
さい。

.ロビーなど、携帯電話の使用を許可さ
れた場所であっても、近くに医用電気
機器があるときは本機の電源を切っ
てください。

.医療機関が個々に使用禁止、持ち込み
禁止などの場所を定めている場合は、
その医療機関の指示に従ってくださ
い。

満員電車などの混雑した場所にいる
ときは、本機の電源を切ってくださ
い。付近に植込み型心臓ペースメー
カおよび植込み型除細動器を装着さ
れている方がいる可能性があります。
電波により、植込み型心臓ペースメーカ
および植込み型除細動器が誤動作する
などの影響を与える場合があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告
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xiv
安全上のご注意

.事故や故障、修理などにより本機／メモリカード
に登録したデータ（電話帳・画像・音楽など）や設定
した内容が消失・変化した場合の損害につきまし
ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめ
ご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控
えをとっておかれることをおすすめします。

.本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下
街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通
話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあり
ます。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状
態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレ
ビ映像が急に途切れることがありますので、あら
かじめご了承ください。

.本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の
人たちの迷惑にならないようにご注意ください。

.本機は電波法に定められた無線局です。したがっ
て、電波法に基づく検査を受けていただくことが
あります。あらかじめご了承ください。

.一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いに
なっている近くで本機を使用すると、雑音が入る
などの影響を与えることがありますので、ご注意
ください。

.メモリカード（市販）をご利用になるときは、あら
かじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みに
なり、安全に正しくご使用ください。

.傍受（ぼうじゅ）にご注意ください。
本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい
商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手
段を超える方法をとられたときには第三者が故意
に傍受するケースもまったくないとはいえませ
ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ
さい。
,傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機
で故意または偶然に受信することです。

.インターネットのサイトには、悪質なものや有害な
ものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは
慎重に行いましょう。

.本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持
ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありま
すが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本か
ら持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。
米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮
民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込む
ためには米国政府の輸出許可が必要です。

.本機の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、お客様が登録・設
定した内容が消失または変化してしまうことがあ
りますので、ご注意ください。なお、これらに関しま
して発生した損害につきましては、当社は責任を負
いかねますので、あらかじめご了承ください。

.本機は温度：5℃～35℃、湿度：35％～90％の範囲
でご使用ください（風呂場などでの一時的な使用
に限り、温度36℃～40℃の範囲で可能）。

.極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所で
のご使用、保管は避けてください。

.使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなる
ことがありますが、異常ではありませんので、その
ままご使用ください。

.お客様の取り扱いの不備による故障と認められた
ときは、保証の対象外となりますのでご了承くだ
さい。

.カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部の
カラーフィルターが変色して、画像が変色するこ
とがあります。

.端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分
の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾い
た布、綿棒などでふいてください。

.お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてくださ
い。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用
いると色があせたり、文字が薄くなったりすること
がありますので、ご使用にならないでください。

.本機の画面を堅い物でこすったり、傷つけないよ
うご注意ください。

.無理な力がかからないようにお取り扱いくださ
い。故障やけがの原因となります。
,ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃ
がみこんだり椅子などに座らないでください。特
に厚い生地の衣服のときはご注意ください。

,カバンなどに入れるときは、重たい物の下になら
ないように十分ご注意ください。

.外部接続端子に指定品以外のものは、取り付けな
いでください。誤動作したり、破損することがあり
ます。

お願いとご注意

ご利用にあたって

お取り扱いについて



xv
安全上のご注意

.電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って
から取り外してください。
データの登録やメールの送信などの動作中に電池
パックを取り外さないでください。データの消失・
変化・破損などの恐れがあります。

.メモリカードの使用中は、本機の電源を切らないで
ください。データの消失・故障の原因となります。

.歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を
上げないでください。事故の原因となります。

.本機を手に持って使用するときは、スピーカーを
ふさがないようにご注意ください。

本機を機種変更／解約したり、長期間使用しなかっ
たときは、次の機能が利用できなくなります。
.カメラ、音楽／動画の再生、S!アプリ、テレビ

.カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用く
ださい。

.大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮り
を行い、画像を表示して正しく撮影されているこ
とをご確認ください。

.撮影が禁止されている場所では撮影しないでくだ
さい。

.カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人とし
て楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）など
の許可を得ることなく使用したり、転送すること
はできません。

.通話中や通信中は、同時に他の機能を使用してい
る間や各種操作を行っている間も通話料、通信料
がかかりますので、ご注意ください。

機能制限について

モバイルカメラについて

通話中／通信中のご注意



xvi
安全上のご注意

本機は、端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバー
を取り付けた状態で、IPX5（旧JIS保護等級5）※1、
IPX7（旧JIS保護等級7）※2相当の防水性能および

IP5X（JIS保護等級5）※3相当の防じん性能を有して
います。
※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約

3mの距離から約12.5リットル／分の水を 低3
分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当
てても、電話機としての機能を有することを意味
します。

※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのと
ころに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に
取り出したときに電話機としての機能を有する
ことを意味します。

※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の
塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を８時間入
れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機
能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

.実際の使用にあたって、すべての状況での動作を
保証するものではありません。お客様の取り扱い
の不備による故障と認められたときは、保証の対
象外となりますのでご了承ください。

.本機は、IPX5／IPX7の防水およびIP5Xの防じん
性能を有していますが、ホコリ、砂、泥、金属粉、食
べこぼし、清涼飲料水などが入った場合には、故障
の原因となることがあります。

.本機に次のような液体をかけたり、つけたりしな
いでください。
,石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
,海水、プールの水
,温泉、熱湯 など

.海水やプールの水、清涼飲料水などがかかったり、
ホコリ、砂、泥などが付着した場合には、すぐに洗
い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ち
にくくなり、故障の原因となります。

.砂や泥などがきれいに洗い流せていない状態で使
用すると、本体に傷がついたり、破損するなど故障
の原因となります。

.湯船やプールなどにつけないでください。また、水
中で使用しないでください。（開閉、ボタン操作を
含む。）

.本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャ
ワーなどで強い流水（6リットル／分を超える）を
当てたり、水中に沈めたりしないでください。

.風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しな
いでください。また、風呂場で長時間利用しないで
ください。

.サウナでは使用しないでください。また、ドライ
ヤーなどの温風はあてないでください。

.本機は温度：5℃～35℃、湿度：35％～90％の範囲
でご使用ください。（風呂場などでの一時的な使用
に限り、温度36℃～40℃の範囲で可能。）

.コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温に
なるところに置かないでください。

.マイク（送話口）やスピーカー部の穴に水が入った
ときは、一時的に音量が小さくなることがありま
す。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用く
ださい。

.電池パック・卓上ホルダー・オプション品は、防水／
防じん対応していません。

.落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、マイ
ク（送話口）やスピーカーなどを綿棒やとがったも
のでつつかないでください。防水／防じん性能が
損なわれることがあります。

.砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでくださ
い。スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐
れがあります。

.ヒンジ部に砂などが入ると、開閉の感触が悪く
なったり、異音がする恐れがあります。

.結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本
機が常温になってから持ち込んでください。万一
結露が発生したときは、取れるまで常温で放置し
てください。

.本機は水に浮きません。

.強い雨の中では使用しないでください。

.濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結
するなど、故障の原因となります。

.電池カバーや端子キャップに劣化、破損があると
きは、防水／防じん性能を維持できません。これら
のときは、「ソフトバンクショップ」までご連絡く
ださい。

防水／防じん性能について

本機の防水／防じん性能 本機のお取り扱いについて
.電池カバーは確実に取り付け、端子キャップは
しっかりと閉じてください。接触面に細かいゴ
ミ（髪の毛１本、砂粒１個、微細な繊維など）が挟
まると、水や粉じんが侵入する原因となります。

.端子キャップや電池カバーが開いている状態で
水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、
感電や故障の原因となります。そのまま使用せず
に電源を切り、電池パックを外してください。

.本機が濡れているときは、乾いたきれいな布で
ふき取ってください。

.手や本機が濡れているときに、電池カバーや端
子キャップの開閉は絶対にしないでください。

.常温（5℃～35℃）の真水・水道水にのみ対応して
います。

使用時のご注意
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.充電器・卓上ホルダー・オプション品は、防水／防
じん対応していません。屋外や風呂場、洗面所など
湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所で
は使用しないでください。火災・感電・故障の原因
となります。また、充電しないときでも、風呂場な
どに持ち込まないでください。

.本機が濡れているときは絶対に充電しないでくだ
さい。感電や回路のショートなどによる火災・故障
の原因となります。

.外部接続端子の端子キャップを開いて充電したと
きには、充電後しっかりと端子キャップを閉じて
ください。外部接続端子からの水や粉じんの侵入
を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめし
ます。

.濡れた手で卓上ホルダー・充電器に触れないでく
ださい。感電の原因となります。

.卓上ホルダー・充電器は、水周りで使用しないでく
ださい。火災・感電の原因となります。

.端子キャップや電池カバー周囲のゴムパッキン
は、防水／防じん性能を維持するための重要な役
割を担っています。次のことにご注意ください。
,はがしたり、傷つけたりしないでください。また、
ゴミが付着しないようにしてください。

,端子キャップや電池カバーのすき間に、先のと
がったものを差し込まないでください。ゴムパッ
キンが傷つき、水や粉じんが侵入する原因となる
ことがあります。

,端子キャップや電池カバーのゴムパッキンが傷
ついたり、変形したりしたときは、「ソフトバンク
ショップ」にご相談のうえ、ゴムパッキンを交換
してください。

.防水／防じん性能を維持するため、異常の有無に
かかわらず、２年に１回、部品を交換することをお
すすめします。
お客様ご依頼による部品の交換は、本機をお預かり
して有料にて承ります。「お問い合わせ先」（AP.16-
36）または「ソフトバンクショップ」へご相談くだ
さい。

充電時のご注意 防水／防じん性能を維持するために
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.他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真
を無断で公表されたり、利用されたりすることが
ないように主張できる権利が肖像権です。肖像権
には、誰にでも認められている人格権と、タレント
など経済的利益に着目した財産権（パブリシティ
権）があります。したがって、勝手に他人やタレン
トの写真を撮って公開したり、配布したりするこ
とは違法行為となりますので、適切なカメラ機能
のご使用を心がけてください。

.音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー
スなどは著作権法により、その著作物および著作
権者の権利が保護されています。こうした著作物
を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用
する目的でのみ行うことができます。この目的を
超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式
の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク
上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人
格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受
けることがあります。本製品を使用して複製など
をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切
なご使用を心がけていただきますよう、お願いい
たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され
ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも
のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を
心がけていただきますよう、お願いいたします。

動画の撮影／再生の技術には「MPEG-4」が使われ
ています。
This product is licensed under the MPEG-4 
Visual Patent Portfolio License for the personal 
and non-commercial use of a consumer to (i) 
encode video in compliance with the MPEG-4 
Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) 
decode MPEG-4 Video that was encoded by a 
consumer engaged in a personal and non-
commercial activity and/or was obtained from a 
licensed video provider. No license is granted or 
implied for any other use. 
Additional information may be obtained from 
MPEG LA. 
See http://www.mpegla.com.
This product is licensed under the MPEG-4 
Systems Patent Portfolio License for encoding 
in compliance with the MPEG-4 Systems 
Standard, except that an additional license and 
payment of royalties are necessary for encoding 
in connection with (i) data stored or replicated 
in physical media which is paid for on a title by 
title basis and/or (ii) data which is paid for on a 
title by title basis and is transmitted to an end 
user for permanent storage and/or use. Such 
additional license may be obtained from MPEG 
LA, LLC. 
See http://www.mpegla.com for additional 
details.
本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、
お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために
（i）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と
記載します）を符号化するライセンス、および／ま
たは（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動
に従事していないお客様により符号化されたAVCビ
デオ、および／またはAVCビデオを提供することに
ついてライセンス許諾されているビデオプロバイダー
から入手したAVCビデオに限ります）を復号するラ

イセンスが許諾されております。その他の使用につ
いては、黙示的にも一切のライセンス許諾がされて
おりません。さらに詳しい情報については、MPEG
LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

本機は、RSA Security Inc.のRSA®

BSAFE™ソフトウェアを搭載していま
す。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標で
す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国
およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社ア
プリックスがJava™アプ
リケーションの実行速度
が速くなるように設計し
たJBlend™が搭載されて
います。
Powered by JBlend™. 
Copyright 1997-2010 Aplix Corporation. 
All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および
その他の国における株式会社アプリックスの商標ま
たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその
他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標
または登録商標です。

  

microSD, microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

著作権等について

肖像権について

著作権について

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作
権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権
利が含まれており、これらの権利は著作権法により
保護されています。ソフトウェアの全部または一部
を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェア
から分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リ
バースエンジニアリング等は行わないでください。
第三者にこのような行為をさせることも同様です。
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本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレー
ヤとして、株式会社ACCESSのNetFront Browserお
よびNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright© 2010 ACCESS CO., LTD.　
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本また
はその他の国における商標または登録商標です。
本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発
したモジュールが含まれています。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標
です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe®

Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 
Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 
Adobe　 Systems Incorporated. All rights 
reserved.　
Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems
Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならび
にその他の国における登録商標または商標です。

スマートリンク、アニメビュー、楽ともリンク、まるご
と音声パネル、楽ボタン、楽ボタンメニュー、読んだよ
メール、元気だよメール、スロートークはシャープ株
式会社の登録商標または商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュー
ジックエンタテインメントの登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn
を使用しています。

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 
2008-2011 All Rights Reserved.

「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」「明鏡モバイル国語辞典」

©2005-2008 Taishukan　

「家庭の健康べんり事典」

©Obunsha Co., Ltd. 1987

.「ジーニアス英和辞典MX.net」「ジーニアス和英辞
典MX.net」
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & 　
Taishukan, 2009　

.「明鏡国語辞典MX.net」
©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009

.「イミダス百科」©集英社

.「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」©小学館

.「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.または
その関連会社の商標です。

.「ホットペッパー グルメ」
©RECRUIT

.「家庭医学大全科」
©Houken 2004

.「医者からもらった薬」
©Shigeru Kimura/Iyakuseidokenkyukai 2009

.「Yahoo!知恵袋」
©Yahoo Japan

「らくらく瞬漢ルーペ®」は株式会社アイエスピーの
登録商標です。

「待ちうた®」はKDDI株式会社の登録商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本
国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社
の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、
米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT　

かんたん携帯、S!アプリ、S! GPSナビ、S!電話帳バッ
クアップ、TVコール、インプットメモリ、S!メール、
フィーリングメール、位置ナビ、写メール、ムービー写
メール、安心遠隔ロック、楽デコはソフトバンクモバ
イル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録
商標または商標です。
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この機種【008SH】の携帯電話機は、国
が定めた電波の人体吸収に関する技術基
準に適合しています。
　この技術基準は、人体頭部のそばで使
用する携帯電話機などの無線機器から送
出される電波が人間の健康に影響を及ぼ
さないよう、科学的根拠に基づいて定め
られたものであり、人体側頭部に吸収さ
れる電波の平均エネルギー量を表す比吸
収率（SAR: Specific Absorption Rate）
について、これが２W/kg※の許容値を
超えないこととしています。この許容値
は、使用者の年齢や身体の大きさに関係
なく十分な安全率を含んでおり、世界保
健機関（WHO）と協力関係にある国際
非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が
示した国際的なガイドラインと同じ値に
なっています。
　この携帯電話機【008SH】のSARは
0.309W/kgです。この値は、国が定め
た方法に従い、携帯電話機の送信電力を

大にして測定された 大の値です。
個々の製品によってSARに多少の差異が
生じることもありますが、いずれも許容
値を満足しています。また、携帯電話機
は、携帯電話基地局との通信に必要な
低限の送信電力になるよう設計されてい
るため、実際に通話している状態では、
通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知
りになりたい方は、下記のホームページ
をご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/
index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/
※技術基準については、電波法関連省

令（無線設備規則第14条の２）で規
定されています。

「ソフトバンクのボディ SARポリシー」に
ついて
＊ボディ（身体）SARとは：携帯電話機
本体を身体に装着した状態で、携帯電話
機にイヤホンマイク等を装着して連続通
話をした場合の 大送信電力時での比吸
収率（SAR）のことです。
＊＊比吸収率（SAR）：６分間連続通話
状態で測定した値を掲載しています。
当社では、ボディSARに関する技術基準
として、米国連邦通信委員会（FCC）の
基準および欧州における情報を掲載して
います。詳細は「米国連邦通信委員会

（FCC）の電波ばく露の影響に関する情
報」「欧州における電波ばく露の影響に
関する情報」をご参照ください。
＊＊＊身体装着の場合：一般的な携帯電
話の装着法として身体から1.5センチに
距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向
ける位置で測定試験を実施しています。
電波ばく露要件を満たすためには、身体
から1.5センチの距離に携帯電話を固定
出来る装身具を使用し、ベルトクリップ
やホルスター等には金属部品の含まれて
いないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルホームページから
も内容をご確認いただけます。
http://www.softbankmobile.co.jp/
ja/info/public/emf/emf02.html

「米国連邦通信委員会（FCC）の電波ば
く露の影響に関する情報」
米国連邦通信委員会の指針は、独立した
科学機関が定期的かつ周到に科学的研究
を行った結果策定された基準に基づいて
います。この許容値は、使用者の年齢や
健康状態にかかわらず十分に安全な値と
なっています。
携帯電話機から送出される電波の人体に
対する影響は、比吸収率（SAR: Specific
Absorption Rate）という単位を用いて
測定します。FCCで定められているSAR
の許容値は、1.6W/kgとなっています。
測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置
で実施され、下記のとおり本取扱説明書
の記載に従って身体に装着した場合は
0.533W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機
【008SH】では、一般的な携帯電話の装
着法として身体から1.5センチに距離を
保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位
置で測定試験を実施しています。FCCの
電波ばく露要件を満たすためには、身体
から1.5センチの距離に携帯電話を固定
出来る装身具を使用し、ベルトクリップ
やホルスター等には金属部品の含まれて
いないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC
の電波ばく露要件を満たさない場合もあ
るので使用を避けてください。
比吸収率（SAR）に関するさらに詳しい
情報をお知りになりたい方は下記のホー
ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications &
Internet Association（CTIA）のホーム
ページ
http://www.ctia.org（英文のみ）

「欧州における電波ばく露の影響に関す
る情報」
この携帯電話機【008SH】は無線送受
信機器です。本品は国際指針の推奨する
電波の許容値を超えないことを確認して
います。この指針は、独立した科学機関
である国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）が策定したものであり、その
許容値は、使用者の年齢や健康状態にか
かわらず十分に安全な値となっています。
携帯電話機から送出される電波の人体に
対する影響は、比吸収率（SAR: Specific
Absorption Rate）という単位を用いて
測定します。携帯機器におけるSAR許容
値は２W/kgで、身体に装着した場合の
SARの 高値は0.680W/kg*です。

SAR測定の際には、送信電力を 大にし
て測定するため、実際に通話している状
態では、通常SARはより小さい値となり
ます。これは、携帯電話機は、通信に必
要な 低限の送信電力で基地局との通信
を行うように設計されているためです。
世界保健機関は、モバイル機器の使用に
関して、現在の科学情報では人体への悪
影響は確認されていないと表明していま
す。また、電波の影響を抑えたい場合に
は、通話時間を短くすること、または携
帯電話機を頭部や身体から離して使用す
ることが出来るハンズフリー用機器の利
用を推奨しています。さらに詳しい情報
をお知りになりたい場合には世界保健機
関のホームページをご参照ください。

（http://www.who.int/emf）（英文の
み）

*身体に装着した場合の測定試験は
FCCが定めた基準に従って実施され
ています。値は欧州の条件に基づいた
ものです。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html
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1まるごと音声パネル（受話口）
2空気抜き穴
3画面
4マイク（送話口）
5背面画面
6お知らせランプ
7スモールライト
8ストラップ取り付け穴
9外部接続端子（端子キャップ付）
a充電端子
b緊急ブザースイッチ
c通信用内蔵アンテナ
dカメラ（レンズカバー）
e赤外線ポート
fスピーカー
g電池カバー

■まるごと音声パネルについて
本機は、ディスプレイパネル全体が音

声を伝える受話口となっています。
.お買い上げ後は、必ず液晶面保護シー

トをはがしてからご利用ください。

２つ折りにした状態です。持ち運ぶと

きは、この状態にしてください。

開いた状態です。ボタン操作や通話な

どはこの状態で行ってください。

各部の名前とはたらき

5

6

4

7

1

3

2

g

f

d

c

e

9

a

8

b

空気抜き穴について
.本機性能を保つために必要な穴です。

シールなどを貼らないでください。

通信用内蔵アンテナについて
.感度に影響しますので、シールなど

を貼ったり手で覆ったりしないでく

ださい。

端子キャップについて
.通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について
.金属製のストラップを取り付けると、

受信感度に影響を与えることがあり

ます。

ポジションについて

クローズポジション

オープンポジション
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各部の名称

.（　）内は、本書での表記です。

1楽ともボタン（NOPQ）
楽ともリンク表示

2便利ボタン（a）
便利メニュー表示

3辞書ボタン（B）
スマートリンク辞書起動

4電話ボタン（c）
電話メニュー表示

5写真ボタン（b）
写真メニュー表示

6開始ボタン（!）
7ダイヤルボタン（0～9）

電話番号入力
8Nボタン（(）
「N」「＋」「Ｐ」「？」「ー」入力
[長く：テレビ起動]

9Yahoo!ケータイ・ボタン（A）
Yahoo!ケータイ接続

aメールボタン（d）
メールメニュー表示

bOKボタン（%）
メインメニュー表示

c電源／終了ボタン（"）
[長く：電源Off]

d戻るボタン（$）
e＃ボタン（#）
「#」入力
[長く：マナーモード設定／解除]

f表示ボタン（I）
【クローズ】背面画面のライト点灯／
表示切替

待受画面でのボタンのはたらき

1

9

2

3

e

a
b

7

8

4

5

6 c

d f

サイドボタン



電池パックの充電
1-4

準
備
／
基
礎
知
識

1

電池パックを本機に取り付けた状態で

充電します。
.本書内「ACアダプタ」は、ソフトバン

ク指定のACアダプタ「ZTDAA1」（オ

プション品）を指しています。

付属の卓上ホルダーとACアダプタを

使用して充電します。
.ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水／

防じん対応していません。本機が濡れ

ているときは、充電しないでください。

.充電中は、ACアダプタや本機が温かく

なることがあります。

1 ACアダプタの接続コネクター

を卓上ホルダーの接続端子に

差し込む

.接続コネクターは向きに注意し
て、水平に「カチッ」と音がする
まで、しっかりと差し込みます。

2 ACアダプタのプラグを起こし、

家庭用ACコンセントに差し込

む

3本機を卓上ホルダーに取り付

ける

.矢印の方向にしっかりと止まるま
で押し下げます。

.充電が始まり、背面画面の下に
「充電」と表示されます。
（お知らせランプ）
.お知らせランプが消灯すれば、充
電は完了です。

.お知らせランプが点灯するまで
に、少し時間がかかることがあり
ます。

電池パックを充電する

海外での充電について
.海外での充電に起因するトラブルに
ついては、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。

ACアダプタ利用時のご注意
.充電するとき以外、プラグは倒して

ください。また、コードを強く引っ

張ったり、ねじったりしないでくだ

さい。断線の原因となります。

卓上ホルダーで充電する

卓上ホルダー利用時のご注意
.踏みつけたり、重い物を載せたりし

ないでください。

.卓上ホルダーに取り付けると、オー
プンポジションにはできません。無
理に開かないでください。

AC
AC100V

AC



1-5

準
備
／
基
礎
知
識

1

電池パックの充電

4卓上ホルダーから本機を取り

外す

5プラグを家庭用ACコンセント

から抜く

6卓上ホルダーから接続コネク

ターを取り外す

.リリースボタンを押さえながら、
ひねらずまっすぐに抜いてくださ
い。

ACアダプタの接続コネクターを、本

機の外部接続端子に取り付けて充電し

ます。
.外部接続端子からの水や粉じんの侵入

を防ぐため、卓上ホルダーでの充電を

おすすめします。

端子キャップを矢印1の方向へ押して

ヒンジを収納し、矢印2の部分を押さ

えて閉じます。

お知らせランプが点滅しているとき
.電池パックの異常か寿命のため、充

電できていません。新しい電池パッ

クと交換してください。

卓上ホルダーの材料について
.卓上ホルダーの一部に使用の材料は、

植物由来の樹脂を含んだ成形品で、従

来の石油系樹脂と比べて、ライフサ

イクル全体のCO2排出量、石油使用

量を減らすことのできる環境に優し

い新素材です。

ACアダプタだけで充電する

AC
AC100V

AC

端子キャップを閉じる

端子キャップについてのご注意
.外部接続端子を使用後は、端子キャッ

プを確実に閉じてください。接触面

に細かいゴミなどが挟まると、水や

粉じんが侵入する原因となります。

.ヒンジを収納しないまま無理に閉じ

ると、端子キャップが変形すること

があります。防水／防じん機能が損

なわれますのでご注意ください。

1 2



準
備
／
基
礎
知
識

1

1-6

電
池パックの充電

オプション品のUSBケーブルでパソコ

ンと接続すれば、パソコンのUSB端子

からの電力で充電できます。
.パソコンには、あらかじめUSBドライ

バ（サイトからダウンロード）をイン

ストールしておいてください。

.電源が入っていないときは充電できま

せん。

.USBハブを利用しているときは、充電

できないことがあります。

オプション品のシガーライター充電器

を使用して充電します。

1外部接続端子の端子キャップを

開く

2シガーライター充電器の接続コ

ネクターを本機に差し込む

.接続コネクターは刻印面を上にし
て、水平に「カチッ」と音がする
まで、しっかりと差し込みます。

3シガーライターソケットにプラ

グを差し込む

4自動車のエンジンをかける

.充電が始まり、背面画面の下に
「充電」と表示されます。
（お知らせランプ）
.お知らせランプが消灯すれば、充
電は完了です。

5プラグをシガーライターソケッ

トから抜く

6本機から接続コネクターを取り

外す

.リリースボタンを押さえながら、
ひねらずまっすぐに抜いてくださ
い。

7端子キャップを閉じる

（AP.1-5）

パソコンと接続して充電する

USB充電を無効にするとき
%S「便利な機能」S%S「デー

タのやりとりをする」S%S「USB
ケーブルでパソコンと接続する」S
%S「パソコンからUSB充電を行

う」S%S「無効」S%

シガーライター充電器で充電する

シガーライター充電器利用時のご注意
.シガーライター充電器の電源は、自

動車のキースイッチに連動していま

すが、自動車の種類によっては、連

動しないことがあります。自動車か

ら離れるときは、電源が切れている

ことを確認してください。

.シガーライター充電器を卓上ホル

ダーに接続しないでください。故障

の原因となることがあります。

.炎天下で高温になった自動車内では、

充電しないでください。



電源On／Off
1-7

準
備
／
基
礎
知
識

1

はじめて電源を入れたときの操作を説

明します。

1"（長く）

.「しばらくお待ちください」と表
示されるまで押します。

.電源が入ると、起動音が鳴り、防
水／防じんに関する注意文が表示
されたあと、音量設定の確認画面
が表示されます。

2「はい」／「いいえ」S%

.お客様の情報の入力画面が表示さ
れます。

3名前（姓）入力S%
S名前（名）入力S%
.以降も音量設定画面を表示するか
どうかの、確認画面が表示され
ます。

4「はい」／「いいえ」S%

待受画面
.「いいえ」を選んだときは、次回
1を行うだけで、待受画面が表示
されるようになります。

はじめて%、A、dを押したとき

は、ネットワーク自動調整の確認画面

が表示されます。

.次の操作を行うと日付／時刻が設定さ

れ、メールやYahoo!ケータイなどネッ

トワークを利用するサービスや、カメ

ラなどが利用できるようになります。

1「はい」S%
Sネットワーク自動調整開始

2%　

1"（長く）

.終了音が鳴り、終了画面が表示さ
れたあと、画面が消灯します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

USIMカードを取り付けずに電源を入
れたとき
.画面にメッセージが表示されたまま

になります。このとき、本機は使用

できません。

ネットワーク自動調整について

電源を切る



画面とマークの見かた
1-8

準
備
／
基
礎
知
識

1

.待受画面では、電波の強さや電池の残

量など、本機の状態を表すマークが表

示されます。

簡易留守録に用件が録音されたり、

メールの送信に失敗したときなどは、

下部にお知らせが表示されます。

お知らせ画面
.お知らせ内容（「簡易留守録」など）と

件数が表示されます。お知らせ内容を選

び%を押すと、詳細を確認できます。

.お知らせ画面表示中に$を押すと、一

時的にお知らせを非表示にすることが

できます。

画面下部に表示される文字は、左から

順にB、%、Aを押したときに操

作できる内容を示しています。

.ソフトキーに「説明」と表示されてい

るボタンを押すと、その機能の内容な

どが表示されます。

通話中や操作をしない状態が続くと、

電池パックの消耗を抑えるため、自動

的に画面表示が消えます。

（パネルセーブ）
.消灯した画面を点灯するときは、いず

れかのボタン（通話中のときは"以

外）を押します。

画面の見かた

待受画面について

お知らせについて

お知らせを消去するとき
お知らせ画面表示中にBS「は

い」S%
未確認のお知らせを確認するとき

%S「電話機能」S%S「未確

認のお知らせを見る」S%

ソフトキーについて

B % A

画面の自動消灯について

画面の照明について
.無操作時は、自動消灯する前に画面

表示が暗くなります。

.画面が見えづらいときは、0～9
を押すと照明が点灯します。（押した

ボタンの動作が行われますので、ご

注意ください。）



1-9

準
備
／
基
礎
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1

た
画面とマークの見か

■常時点灯しているマーク

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好で

す。

※2 充電中は点滅表示されます。

■機能の動作を示すマーク

■お知らせのためのマーク

■警告のためのマーク

■通信関連のマーク

※位置情報の送信中に点滅表示されま

す。

マークの見かた

画面のマークの見かた

1

3Gサービス圏内

GSMサービス圏内

国際ローミング中

2 電波状態※1

3 電池レベル※2

1

メモリカード取り付け中

メモリカードアクセス中

メモリカード読み込み中

メモリカード初期化中

1 3
2

1

1

未読メールあり

用件録音あり
（簡易留守録設定中）

用件録音あり
（簡易留守録未設定時）

留守番電話サービス伝言あり

2 ソフトウェア更新結果あり

1 メール空き容量不足

2
メモリカード使用不可能／
接触不良

21

1 2

1

メール受信中

メール送信中

SSL対応の画面表示中

パケット通信利用中

2 位置情報測位中※

3

赤外線通信接続中

赤外線通信待機中

赤外線送受信中

ソフトウェア更新中

31

2



準
備
／
基
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1

1-10

画面
とマークの見かた

■本機の設定を示すマーク

■上部に表示されるマーク

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好で

す。

※2 充電中は点滅表示されます。

1 電波停止中

2 簡易留守録設定中

3

カレンダー設定中
（アラームOn）
カレンダー設定中

（アラームOff）
目覚まし設定中

4

マナーモード設定中

運転中モード設定中

オリジナルモード設定中

3

4

1

2

背面画面のマークの見かた

1 電波状態※1

2 マナーモード設定中

3 電池レベル※2

1

2

3

背面画面のライトについて
.背面画面が見えづらいときは、I
を押すとライトが点灯します。また、

本機を持ち上げたり、傾けたりした

ときや着信があったときなどには、

自動的にライトが点灯します。（しば

らくすると、自動的に消灯します。）

,歩行中や振動の多い場所では、自動

的に点灯しません。

背面画面の表示を切り替えるとき
.Iを押すと、押すたびに背面画面

の表示が切り替わります。

歩数表示について
.背面画面には、歩数が表示されます。

歩数表示は、時計表示が変わるとき

（１分単位）や背面画面のライトが点

灯するときに更新されます。



暗証番号
1-11

準
備
／
基
礎
知
識

1

本機の使用にあたっては、次の暗証番

号が必要になります。あらかじめ操作

用暗証番号、管理者用暗証番号を登録

してからご利用ください。
.本書は、操作用暗証番号、管理者用暗

証番号が登録されている状態での操作

方法を記載しています。

.各暗証番号はお忘れにならないよう、

また、他人に知られないようご注意く

ださい。

.他人に知られ悪用されたときは、その

損害について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。

※本機の操作で登録、変更できます。

.４～８ケタの番号を設定できます。

1%S「設定」S%

2「セキュリティ設定」S%

セキュリティ設定画面

3「暗証番号の変更」S%

4登録する操作用暗証番号入力

S%　

5再度登録する操作用暗証番号

入力S%

暗証番号について

操作用
暗証番号※

各機能を利用するときに使
います。

管理者用
暗証番号※

本機の初期化のときに使い
ます。

交換機用
暗証番号
（発着信
規制用
暗証番号）

ご契約時の４ケタの番号で
す。契約内容の変更、オプ
ションサービスを一般電話
から操作するとき、発着信
規制サービスの設定を行う
ときに使います。

暗証番号未登録のまま利用すると
.暗証番号が必要な機能を利用すると

き、暗証番号登録の画面や暗証番号

登録が必要である旨のメッセージが

表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると
.間違いを知らせるメッセージが表示

されます。操作をやり直してください。

.発着信規制サービス設定時に３回間

違えると、設定変更できなくなりま

す。交換機用暗証番号（発着信規制

用暗証番号）の変更が必要となりま

すので、ご注意ください。

,以前、携帯電話から発着信規制用暗

証番号を変更されたお客様は、変更

後の番号を入力してください。

操作用暗証番号を登録する

操作用暗証番号を変更するとき
3のあと現在の操作用暗証番号入力

S%S4以降



準
備
／
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1

1-12
暗証番号

.４～８ケタの番号を設定できます。

1セキュリティ設定画面で

「管理者暗証番号の変更」

S%　

2登録する管理者用暗証番号入力

S%　

3再度登録する管理者用暗証番号

入力S%

管理者用暗証番号を登録する

管理者用暗証番号を変更するとき
1のあと現在の管理者用暗証番号入

力S%S2以降
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楽ボタンメニュー
2-2

基
本
操
作

2
 a、b、c、dを押すと、よく使

う機能のメニューが表示されます。

（楽ボタンメニュー）

本機の機能を呼び出すときは、楽ボタ

ンメニューを利用すると便利です。

.楽ボタンメニューについて詳しくは、

16章の「メニュー一覧」（AP.16-24）
を参照してください。

便利メニューから、カレンダーを呼び

出す方法を例に説明します。

1a　

.便利メニューが表示されます。

2a／bで

「カレンダーを見る」S%

.カレンダーが表示されます。

楽ボタンメニューの使いかた

楽ボタンメニューから機能を選ぶ 全メニューを表示するとき
1のあとA

,該当機能内のすべてのメニューが表

示されます。

タブについて
.その画面や項目に複数の画面／項目

があるときは、「タブ」が表示されま

す。タブの切替はc／dで行い

ます。

１つ前の画面に戻るとき
.$を押します。確認操作などが必要

なことや戻れないこともあります。

待受画面に戻るとき
."を押します。確認操作などが必要

なこともあります。

タブ



メインメニュー
2-3

基
本
操
作

2
%を押すと、本機で利用できるすべ

ての機能が表示されます。

（メインメニュー）

1%　

.メインメニューが表示されます。

2a／bで機能／項目選択

S%　

.このあと、項目内のメニューが表
示されますので、a／bで項
目を選び、%を押します。

.メインメニューについて詳しくは、16章
の「メニュー一覧」（AP.16-24）を

参照してください。

メインメニューをアイコン表示に変更

できます。

1%S「設定」S%

2「メインメニューの表示形式」

S%S「アイコンのメニュー」

S%　

.アイコンのメニューに設定され
ます。

メインメニューの使いかた

メインメニューから機能を選ぶ

メインメニュー項目について

電話機能
電話関連の機能を利用で
きます。

メール機能 メールを利用できます。

写真や音楽
カメラを起動したり、写真
などのデータを確認でき
ます。

便利な機能
歩数計やカレンダーなど
を利用できます。

楽しい機能
インターネットやテレビ
を楽しんだり、音楽／動画
を再生できます。

安心機能
緊急ブザーや読んだよメー
ルなどを利用できます。

設定
いろいろな設定が行えま
す。

メインメニューの表示をアイコンにする



マナーについて
2-4

基
本
操
作

2
 携帯電話をお使いになるときは、周

囲への気配りを忘れないようにしま

しょう。
.劇場や映画館、美術館などでは、周囲

の人たちの迷惑にならないように電源

を切っておきましょう。

.レストランやホテルのロビーなど、静

かな場所では周囲の人たちの迷惑にな

らないように気をつけましょう。

.電車やバスなどの交通機関では、車内

のアナウンスや掲示に従いましょう。

.街の中では、通行の妨げにならない場

所で使いましょう。

着信があったり、目覚ましやアラーム

が動作しても、本機から音が出ないよ

うにします。

1#（長く）

.マナーモードが設定されます。

電源を入れたまま、電波の送受信だけ

を停止します。
.電波の送受信を停止すると、電話の発

着信、メールの送受信、インターネッ

ト接続など、電波をやりとりする機能

が利用できなくなります。

1%S「設定」S%
S「ネットワークの設定」

S%　

2「電波を停止する」S%

3「停止する」S%

マナーモード／電波の停止 マナーモード：P.2-6

マナーモードを利用する

マナーモードを設定すると
.着信音などの音量が「消音」になり

ます。

.着信時などに振動するようになりま

す。

.カメラ撮影時のシャッター音は、設

定にかかわらず常に一定の音量で鳴

ります。

.音楽再生など、一時的に音を出すと

きは、次の操作を行います。

再生中にaS%S「はい」／「い

いえ」S%S音量調節

マナーモードを解除するとき
マナーモード設定中に#（長く）

電波を停止する

電波の停止を解除するとき
3で「停止しない」S%



その他の基本操作
2-5

基
本
操
作

2

1%S0　

.お客様の電話番号と、はじめて電
源を入れたときに入力した名前が
表示されます。

操作がわからなくなったときに、ボタ

ンのはたらきやマークの意味を表示で

きます。

1%S「便利な機能」S%

2「ボタンの働きとマークの意味」

S%　

3確認項目選択S%

その他の基本操作 自分の番号を見る：P.2-6

電話番号を確認する

登録内容を編集するとき
1のあとタブ選択S項目選択SA
S編集項目選択S%S内容編集

SA　

操作方法を確認する



応用操作
2-6

基
本
操
作

2
 マナーモード

マナーモードの設
定を変更したい

/%S「設定」S%S「マナー

モードの設定」S%S下記の操作

利用モードを変更する
モード選択S%

各モードの設定内容を変更する
モード選択SBS設定項目選択S%S
各設定項目の操作
.「通常モード」では変更できません。

.モードによっては、変更できない項目もあり

ます。

オリジナルのモー
ドを作成したい

%S「設定」S%S「マナーモードの

設定」S%S「オリジナルモード」SB
S設定項目選択S%S各設定項目の操作

モードの設定を初
期化したい

%S「設定」S%S「マナーモードの

設定」S%Sモード選択SAS「はい」

S%　

マナーモード設定
中に音声を出力す
るとき確認画面を
表示しない

%S「設定」S%S「マナーモードの

設定」S%S「マナーモード」SBS
「音声出力確認画面」S%S「表示しな

い」S%　

自分の番号を見る

項目をコピーして
利用したい

%S0S項目選択SBS「コピー」S
%　

送信する電話番号
などの情報を変更
したい

%S0SBS「赤外線送信設定」S
%S項目選択S%（ ／ ）SA

自分の番号などを
お買い上げ時の状
態に戻したい

%S0SBS「登録内容のリセット」

S%S「はい」S%
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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

S!



壁紙
3-3

共
通
操
作

3

1%S「設定」S%

S「待受画面の設定」S%

2「壁紙を変更する」S%

壁紙設定画面

3フォルダ選択S%

4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。

.3で「固定データから選ぶ」を選
んだときは、操作が終了します。

.画面サイズの画像を選んだとき
は、このあとa／bで画像の拡
大／縮小、Bで回転が行えます。

5%　

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

「スライド壁紙を設定する」

S%　

2「フォルダ設定」S%

3「写真などから選ぶ」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
4のあと表示方法選択S%S%

,「センタリング」を選んだときは、

a／b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
3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%

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。



着信時動作
3-4

共
通
操
作

3

1%S「設定」S%
S「電話着信時の設定」S%

電話着信時設定画面

2「着信音の選択」S%

3「音声電話着信」／

「テレビ電話着信」S%

4フォルダ選択S%

5着信音選択S%

.注意事項などは、電話の着信音の変更

時と同様です。

1%S「設定」S%
S「メール着信時の設定」

S%　

メール着信時設定画面

2「着信音の選択」S%

3「着信音を選ぶ」S%

4フォルダ選択S%

5着信音選択S%

着信時の動作を変更する 待ちうた®：P.3-23

着信音を変更する

電話の着信音を変更する

着信時に動画を表示するとき
4で「ビデオから選ぶ」S%S利

用する動画選択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。

メールの着信音を変更する

再生部分を指定するとき
3で「再生開始ポイント選択」S%
S再生開始部分選択S%

,再生部分を指定できるファイルを設

定しているときだけ操作できます。
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共
通
操
作

3

着信時動作

1電話着信時設定画面で

「着信時の振動」S%

2「On／Off設定」S%

3「On」S%

4「振動パターン」S%
.振動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%

.注意事項などは、電話着信時の振動の

設定と同様です。

1メール着信時設定画面で

「着信時の振動」S%

2「On／Off設定」S%

3「On」S%

4「振動パターン」S%
.振動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%

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%S「設定」S%
S「待ちうたの設定」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。

振動を設定する

電話着信時の振動を設定する

振動設定時のご注意
.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。

メール着信時の振動を設定する 待ちうた®のサービスを開始する



文字入力
3-6

共
通
操
作

3

文字入力についての説明は、ことわり

がない限り、文字入力画面での操作を

説明しています。

文字入力画面（メール本文の例）

1BS「文字入力モード」

S%　

.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。

文字入力について

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。

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
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共
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3

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）

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 文字入力：P.3-23

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cまたはd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。
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共
通
操
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3

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B

.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%

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。

1BS「文字入力モード」

S%S「アイウ」S%

233（シ）S(（ジ）

S88（ユ）S(（ュ）

S000（ン）S%

.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。

.マイ絵文字は、S!メールの本文入力時に

利用できます。

1(　

.絵文字／マイ絵文字／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／マイ絵文字／記

号切替）SB／A（リスト

切替）

3絵文字／マイ絵文字／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／マイ絵文字／

記号入力終了

辞書連携

１文字変換

カタカナを入力する 絵文字／マイ絵文字／記号を入力する
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共
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文字入力

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。

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%

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

示す言葉を確定すると、関連する顔

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。

メールアドレス／URLを簡単に入力する

カナ英数字変換を利用する
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共
通
操
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3

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「切り取り」／「コピー」

S%S開始文字選択S%

移動（切り取り）の例
.移動するときは「切り取り」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。

文字を移動／複写する 以前に切り取り／コピーした文字を複
写するとき

挿入位置選択SBS「貼り付け」

S%S文字列選択S%
,貼り付けリストが表示されるときだ

け、利用できます。



ユーザー辞書
3-11

共
通
操
作

3
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%
S「かな漢字変換の単語を

追加」S%

ユーザー辞書画面

2「単語の新規登録」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

「ダウンロード辞書を追加する」

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

「ダウンロード辞書の設定」

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「登録されている単語の一覧」

S%S単語選択S%S単語修正

S%S読み修正S%S「はい」

S%　

登録した単語を削除するとき
2で「登録されている単語の一覧」

S%S単語選択SBS「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。
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本機では次の辞書が利用できます。

※本機内では、「家庭の健康事典」と表

示されます。

1BSA　

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

単語を辞書で調べる スマートリンク辞書：P.3-24

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、家庭の健康べんり事典※

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。）

辞書の詳細を確認するとき
BSBS「辞書について」S%
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スマートリンク辞書

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。

■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%

1BSAS「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。

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。

キーワードで調べる

辞書の内容をコピーする

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SB
S「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。

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



電話帳登録
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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

S!
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電話帳登録

電話帳に、名前、電話番号、メールア

ドレスを登録する方法を例に説明しま

す。

1cS「電話帳に追加する」

S%　

2姓入力S%S名入力S%

3姓のヨミ確認S%
S名のヨミ確認S%

4電話番号入力S%
Sマーク選択S%

5メールアドレス入力S%
Sマーク選択S%

6「内容確認して登録する」

S%　

7%　

.電話帳が登録されます。

電話帳に登録する 電話帳登録：P.3-25

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。
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。

入力した内容を変更するとき
7でAS編集項目選択S%S編

集完了S%S%
その他の項目を入力するとき

6で「他の項目を入力する」S%
S入力項目選択S%S入力完了S
%SA　
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電話帳登録

各項目を自由に編集できる登録方法

（通常登録）に切り替えられます。

1%S「電話機能」S%
S「電話の設定をする」S%

電話設定画面

2「電話帳の登録方法を変える」

S%　

3「通常登録」S%

USIMカードに電話帳を登録したり、

USIMカード内の電話帳を確認、編集

します。

1電話設定画面で

「電話帳の切替」S%

2「USIM」S%

1%S「電話機能」S%
S「電話の設定をする」S%

2「電話帳グループの設定」

S%　

3グループ選択SB
S設定内容（「着信音の選択」

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

S「内容確認して登録する」

S%S%　

電話帳の登録方法を変更する

USIMカードの電話帳に切り替える

本体に戻すとき
2で「本体」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



電話帳利用
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1cS「電話帳を見る」S%
Sc／dよみがなの行選択

電話帳検索画面（「あかさたな別」）

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「検索方法切替」S%

2検索方法選択S%

電話帳を利用する 電話帳利用：P.3-26

電話帳から電話をかける

テレビ電話で発信するとき
3のあと%S「テレビ電話をかけ

る」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



楽ともボタン登録
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本機には、楽ともボタン（NOPQ）

が搭載されています。よく連絡する相

手を楽ともボタンに登録すると、簡単

に呼び出せるのはもちろん、メールの

やりとりの履歴を一覧したり、添付画

像のスライドショーを表示することも

できます。
.楽ともボタンに登録すると、待受画面に

登録した相手のニックネームが表示さ

れます。（表示しないように設定するこ

ともできます。）

電話帳から登録する方法を例に説明し

ます。

1N　

2「電話帳から登録する」S%

3電話帳選択S%

4「ニックネーム」S%
Sニックネーム入力S%
.ニックネームの 初の３文字は、
待受画面に表示されます。

5A　

.緊急連絡先が２件とも登録されて
いるときは、操作が終了します。

6「いいえ」S%

1N　

2「内容変更」S%
S「登録を解除する」S%

3「はい」S%

楽ともボタンに登録する

自宅ボタンに登録する 直接登録するとき
2で「直接登録する」S%S電話

帳登録操作完了S%S4以降

別の電話番号を登録するとき
3のあと「発信先番号：」S%S
電話番号選択S%S4以降

緊急連絡先に登録するとき
6で「はい」S%S「１番目の登

録」／「２番目の登録」S%

登録を解除する

宛先やニックネームを変更するとき
2で「内容変更」S%S「発信先

番号／ニックネームを変更」S%
S項目選択S%S変更完了S%
SA　

,このあと、緊急連絡先登録の確認画

面が表示されたときは、「はい」ま

たは「いいえ」を選び%を押しま

す。

電話帳を編集するとき
2で「内容変更」S%S「電話帳

を編集」S%S項目選択S%S
変更完了S%SA
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楽ともボタン登録

Oに電話帳から登録する方法を例に

説明します。

1O　

2「電話帳から登録する」S%

3電話帳選択S%

4「メール宛先アドレス：」

S%S宛先選択S%

5「ニックネーム」S%
Sニックネーム入力S%
.ニックネームの 初の３文字は、
待受画面に表示されます。

6A　

楽ともリンク画面

Oの登録を解除する操作を例に説明

します。

1O　

2BS「登録を解除する」

S%　

3「はい」S%

O～Qに登録する

直接登録するとき
2で「直接登録する」S%S電話

帳登録操作完了S%S4以降

別の電話番号を登録するとき
3のあと「発信先番号：」S%S
電話番号選択S%S4以降

メモを登録するとき
【楽ともリンク画面】ASメモ入

力S%
,登録したメモを確認または編集する

ときも、楽ともリンク画面でAを

押します。

メールの宛先を登録しなかったとき
.6のあと、電話番号をメール宛先とす

るかどうかの確認画面が表示されま

す。「使用する」または「使用しない」

を選び、%を押します。

登録を解除する

宛先やニックネームを変更するとき
2でBS「登録内容を変更」S%
S「宛先／ニックネームを変更」S
%S項目選択S%S変更完了S
%SA　

電話帳を編集するとき
2でBS「登録内容を変更」S%
S「電話帳を編集」S%S項目選

択S%S変更完了S%SA



S!電話帳バックアップ
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本機の電話帳をネットワーク内のサーバーに保存したり、同じ状態に更新することができます。

また、設定した周期で自動的に保存／読み込みを行うこともできます。
.S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。（有料）

.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」（AP.16-22）を参照してください。

S!電話帳バックアップについて

S!
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プ
S!電話帳バックアッ

.電話帳の次の項目は、保存されません。

,フォト／着信音／振動

.本機の電話帳をすべて消去したあと「通

常」、「保存（変更分のみ）」、「保存（全

件上書き）」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」、「読込み（変更分のみ）」、「読込

み（全件上書き）」を行うと、本機の電

話帳が消去されます。保存や読み込み

のタイミング、方向にご注意ください。

.更新や保存／読み込みには、パケット

通信料が発生します。

S!電話帳バックアップ利用時のご注意 自動保存について
.S!電話帳バックアップのお申し込み

後にサービス加入確認のメールを受

信したり、ネットワーク自動調整を

行ったりすると、自動保存が設定

（On）されます。［周期設定：電話帳

編集後（10分後）、保存モード設定：

通常］

この状態で電話帳を追加／編集する

と、自動的にサーバー内の電話帳を

更新するようになりますので、ご注

意ください。

.自動的に更新させたくないときは、自

動保存設定を解除してください。た

だし、解除後にネットワーク自動調

整を行うと、再度設定されます。

.自動保存に失敗したときは、自動的

に 大２回まで再保存されます。
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S!電
話帳バックアップ

.本機／サーバー内の電話帳を比較し、

新の状態で同じ内容に更新します。

（「通常」）

1%S「電話機能」S%
S「S!電話帳バックアップを

使う」S%

S!電話帳バックアップ画面

2「電話帳を 新の状態にする」

S%　

.更新が始まります。終了後に詳細
が表示されます。

3%S更新終了

「通常」のほかにも、次の方法で保存／

読み込みを行えます。

.はじめて利用するときや、機種変更後

初に利用するときは、設定にかかわ

らず「通常」となります。

1 S!電話帳バックアップ画面で

「バックアップを設定する」

S%　

2「ほかの方法で保存する／

読込む」S%

3保存／読み込み方法選択S%
.保存／読み込みが始まります。終
了後に詳細が表示されます。

4%S保存／読み込み終了

S!電話帳バックアップを利用する S!電話帳バックアップ：P.3-27

本機とサーバー内の電話帳を 新にする

更新を中止するとき
更新中にAS「はい」S%

その他の方法で保存／読み込みを行う

保存
（変更分のみ）

本機の更新情報をサー
バーに反映します。

保存
（全件上書き）

本機の電話帳をサー
バーに保存します。（保
存前のサーバー内の電
話帳は、すべて削除さ
れます。）

読込み
（変更分のみ）

サーバーの更新情報を
本機に反映します。

読込み
（全件上書き）

サーバー内の電話帳を
本機に読み込みます。

（読み込み前の本機内の
電話帳は、すべて削除
されます。）

保存／読み込みを中止するとき
保存／読み込み中にAS「はい」

S%　
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■文字入力／編集

■マイ絵文字
.文字入力画面で(を押したあと、!でマイ絵文字に切り替

えて、次の操作を行います。

待ちうた®

待ちうた®を利用
したい

/%S「設定」S%S「待ちう

たの設定」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®を設定する
「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

文字入力画面でBS「文字入力モード」

S%S「区点」S%S区点コード入力

改行したい 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

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
%　

入力中の文章に各
種文字列を挿入し
たい

/文字入力画面でBS「文字列

の挿入」S%S下記の操作

インターネットの情報画面で入力した文字
列を挿入する
「インプットメモリ」S%S文字列選択S
%　
.インプットメモリをリセットするときは、イ

ンプットメモリが表示されているときに、

Bを押したあと「はい」を選び、%を押

します。

電話帳の情報を挿入する
「電話帳」S%S電話帳選択S%S挿入

する項目選択S%

自分の情報を挿入する
「自分の情報」S%S挿入する項目選択

S%　

入力中の文字のサ
イズを変更したい

文字入力画面でBS「文字サイズ」S%
Sサイズ選択S%

カテゴリを新規作
成したい

マイ絵文字入力画面で(（長く）SBS
「新規追加」S%Sカテゴリ名入力S%

カテゴリ名を変更
したい

マイ絵文字入力画面で(（長く）Sカテ

ゴリ選択SBS「カテゴリ名変更」S%
Sカテゴリ名入力S%
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■共通（本機搭載辞書／ネット辞書）

■ネット辞書カテゴリ一覧を並
べ替えたい

マイ絵文字入力画面で(（長く）Sカテ

ゴリ選択SBS「カテゴリ位置移動」S
%S移動場所S%

カテゴリ一覧から
削除したい

マイ絵文字入力画面で(（長く）Sカテ

ゴリ選択SBS「カテゴリ削除」S%
S「はい」S%

スマートリンク辞書

コピーした文字列
で検索したい

文字列をコピーして待受画面に戻ったあと

BSBS「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、このあと「は

い」を選び%を押します。

履歴やしおりを削
除したい

/BSBS「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

BSBS「ラクラク瞬漢ルーペ」S%
S漢字をルーペ内に表示S%S%S「検

索」S%S目的の単語など選択S%

辞書リストを更新
したい

BSAS「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

BSAS「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

BSAS「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。

ネット辞書の検索
方法を設定したい

BSAS「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

BSAS「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

BSAS「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%



応用操作

共
通
操
作

3

■電話帳登録（その他の項目）
.電話帳を登録するときは、各操作のあとAを押します。

電話帳登録

その他の項目を登
録したい

/cS「電話帳に追加する」S
%S基本項目入力S%S「他の項目を

入力する」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

誕生日を登録する
「誕生日：」S%S年月日入力S%

メモを登録する
「メモ：」S%S内容入力S%

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%

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。

着信音を個別に設
定したい

cS「電話帳に追加する」S%S基本

項目入力S%S「他の項目を入力する」

S%S項目（「音声電話着信音：」など）

選択S%S「着信音を選ぶ」S%Sフォ

ルダ選択S%S設定する着信音選択S%

振動を設定したい /cS「電話帳に追加する」S
%S基本項目入力S%S「他の項目を入

力する」S%S項目（「振動（電話着信）:」
など）選択S%S下記の操作

個別の振動を有効にする
「On／Off設定」S%S「On」S%
S$　

振動のパターンを変更する
「振動パターン」S%Sパターン選択S
%S$　

画像を登録して着
信時に表示したい

/cS「電話帳に追加する」S
%S基本項目入力S%S「他の項目を

入力する」S%S「フォト：」S%S
下記の操作

画像を選択する
「フォト選択」S%S画像選択S%

画像を撮影する
「撮影」S%S被写体を画面に表示S%
S%　
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共
通
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3

■電話帳編集／グループ関連

電話帳を修正した
い

cS「電話帳を見る」S%S電話帳選

択S%SAS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

cS「電話帳を見る」S%S電話帳選

択S%SAS「メール着信音：」S%
S「鳴動時間を設定する」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

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「電話帳グループの設定」

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%

電話帳のグループ
のマークを変更し
たい

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「電話帳グループの設定」

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

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「電話帳グループの設定」

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。

電話帳のグループ
をリセットしたい

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「電話帳グループの設定」

S%SBS「設定リセット」S%S
「はい」S%

電話帳利用

電話帳からメール
を作成したい

/cS「電話帳を見る」S%S
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「メールを送る」S
%S「S!メール」／「SMS」S%Sメー

ル作成S%
.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

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S
%　

電話帳から国際電
話をかけたい

cS「電話帳を見る」S%S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!



応用操作

共
通
操
作

3

■電話帳管理

電話帳を削除した
い

１件削除する
cS「電話帳を見る」S%S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「電話の設定

をする」S%S「登録件数の確認と内容

の削除」S%S「電話帳をすべて削除」S
%S「はい」S%

電話帳の登録件数
を確認したい

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「登録件数の確認と内容

の削除」S%S「登録件数の確認」S%

S!電話帳バックアップ

自動保存設定を解
除したい

%S「電話機能」S%S「S!電話帳バッ

クアップを使う」S%S「バックアップ

を設定する」S%S「自動保存の設定」S
%S「On／Off設定」S%S「Off」S
%　

自動保存設定の内
容を変更したい

/%S「電話機能」S%S「S!
電話帳バックアップを使う」S%S「バッ

クアップを設定する」S%S「自動保存

の設定」S%S下記の操作
.このあと、「On／Off設定」が「On」であ

ることを確認してから操作してください。

自動保存の周期を変更する
「周期設定」S%S周期選択S%S日付

時刻／曜日時刻入力S%
.「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。

自動保存の方法を変更する
「保存モード設定」S%S保存方法選択

S%　

履歴を確認したい %S「電話機能」S%S「S!電話帳バッ

クアップを使う」S%S「バックアップ

を設定する」S%S「データのやり取り

の履歴」S%S履歴選択S%

履歴を削除したい /%S「電話機能」S%S「S!
電話帳バックアップを使う」S%S「バッ

クアップを設定する」S%S「データの

やり取りの履歴」S%S下記の操作

履歴を削除する
履歴選択SBS「削除」S%S「はい」

S%　

履歴をすべて削除する
BS「全削除」S%S「はい」S%
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こんなときは
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共
通
操
作

3

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。

.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。

.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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電話について
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電
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電話

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊

急通報を行うと、お客様が発信した際

の位置情報を緊急通報受理機関（警察

など）へ通知します。このシステムを

「緊急通報位置通知」といい、受信し

ている基地局測位情報をもとに算出し

た位置情報を通知します。
.お申し込み料金、通信料は一切かかり

ません。

.お客様の発信場所や電波の受信状況に

よっては、正確な位置が通知されない

ことがあります。必ず口頭で、緊急通

報受理機関へお客様の発信場所や目的

をお伝えください。

.「184」を付けて発信するなど、発信者

番号を非通知にして緊急通報を行った

ときは、位置情報は通知されません。

ただし、人命などに差し迫った危険が

あると判断したときは、緊急通報受理

機関がお客様の位置情報を取得するこ

とがあります。

.国際ローミングを使用しているときは、

位置情報は通知されません。

緊急通報の利用は次のとおりとなり

ます。
本機は、着信があると!が緑で点滅

してお知らせします。点滅中に!を

押すと、電話を受けることができます。

また、不在着信や着信のお知らせがあ

るときには、cが緑で点滅します。

点滅中にcを押すと、発着信履歴画

面が表示されます。（AP.4-10）

.着信したときや不在着信および着信の

お知らせがあるときは、背面画面の下

に「電話」と表示されます。

（お知らせランプ）

.ボタンの点滅やお知らせランプは、着

信内容を確認すると、消灯します。

緊急通報（110、119、118）発信について 発信に制限のある機能を利用しているとき

キー操作ロック
発信可

発信規制

電波停止
発信不可

PIN認証

着信などのお知らせについて

c

!



音声電話
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音声電話がかかってくると、!が緑

で点滅し、次のような着信画面が表示

されます。

音声電話着信画面

1音声電話着信画面で!
.かけてきた相手と通話できます。

2"S通話終了

ここでは、日本国内で音声電話をかけ

る方法を例に説明します。

1電話番号を市外局番からダイヤル

.入力を間違えたときは、c／d
で間違えた場所へ移動し、$を
押します。カーソル位置から後ろ
の番号をすべて削除するときは、
$を長く押します。

2!　

.相手が電話を受けると、通話でき
ます。

3"S通話終了

ここでは、日本国内から海外に音声電

話をかける方法を例に説明します。

1電話番号を市外局番からダイヤル

SB　

2「国際電話をかける」S%

3相手の国選択S%S!
.発信されます。

4"S通話終了

音声電話を利用する 共通操作：P.4-15／音声電話：P.4-16

音声電話を受ける

着信音を一時的に消すとき
着信中に$

受話音量を調節するとき
通話中にa／b

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき
.電話帳登録の確認画面が表示されま

す。「新規登録」または「追加登録」

を選び%を押すと、登録操作に進み

ます。

音声電話をかける 国際電話をかける

リストにない国にかけるとき
3で「国番号入力」S%S国番号

入力S%S!
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音声電話

ここでは、海外から日本に音声電話を

かける方法を例に説明します。
.海外にお出かけになるときは、「世界対

応ケータイサービスガイド」を携帯し

てください。

1電話番号を市外局番からダイヤル

SBS「国際電話をかける」

S%　

2「日本（JPN）」S%S!
.発信されます。
.その他の国に発信するときは、「日
本（JPN）」の代わりに、相手の
いる国を選びます。

3"S通話終了

相手の話す声をゆっくりにすることが

できます。（スロートーク）
.テレビ起動中は、利用できません。

1通話中にc
.相手の声がゆっくりになります。
.再度cを押すと、スロートーク
は解除されます。

電話に出られないとき、本機で相手の

用件を録音できるようにします。
.モードごとに設定することができます。

（運転中モードは、「On（固定）」に設

定されていて、変更できません。）

.電源を切っているときや電波の届かな

い状態では利用できません。このとき

はオプションサービスの留守番電話

サービスを利用することをおすすめし

ます。

1%S「電話機能」S%

2「電話の設定をする」S%

3「簡易留守録の自動応答設定」

S%　

4モード選択S%S「On」
S%　

.簡易留守録が設定されます。

海外で電話をかける（別途お申し込み必要）

ソフトバンク携帯電話にかけるとき
.相手のいる国にかかわらず、2では

「日本（JPN）」を選びます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかけるとき
電話番号を市外局番からダイヤルS
!S「滞在国の番号へ発信」S%

海外でのご利用について
.無線ネットワークや無線信号、携帯

電話の機能設定状態によって動作が

異なるため、すべての国や地域での

接続を保証するものではありません。

相手の声を聞き取りやすくする

簡易留守録を利用する

簡易留守録を設定する

メッセージ録音中に電話に出るとき
メッセージ録音中に!

,録音内容は消去されます。

かかってきた電話を一時的に簡易留守
録で応答するとき

着信中にBS「簡易留守録にする」

S%　

簡易留守録で応答するまでの時間を変
更するとき

%S「電話機能」S%S「電話の

設定をする」S%S「簡易留守録

の自動応答設定」S%S「応答時

間の設定」S%S秒数入力S%
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音声電話

■お知らせ表示時に再生する
簡易留守録に用件が録音されると、お

知らせが表示されます。

1「簡易留守録」S%

2再生する用件選択S%
.再生が終わると、自動的に止まり
ます。

■メインメニューから再生する

1%S「電話機能」S%

2「留守番電話を聞く」S%

3「簡易留守録を聞く」S%

4再生する用件選択S%
.再生が終わると、自動的に止まり
ます。

■再生中にできること

用件を再生する 用件を１件削除するとき
3のあと用件選択SBS「この録

音を削除」S%S「はい」S%
用件をすべて削除するとき

3のあとBS「すべての録音を削

除」S%S「はい」S%

はじめから（前
の用件を）再生

c　

再生の停止 %　

次の用件を再生 d　

用件を削除 BS「はい」S%

スピーカーホン

On／Off A　



テレビ電話
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電
話

4

テレビ電話（TVコール）に対応して

いる携帯電話と、映像を見ながら通話

できます。
.着信時や発信時、通話中の操作は基本

的に音声電話と同様です。ここでは、

テレビ電話固有の機能や操作について

説明します。

テレビ電話がかかってくると、!が

緑で点滅し、次のような着信画面が表

示されます。

テレビ電話着信画面

1テレビ電話着信画面で!
.あらかじめ登録されている代替画
像が相手に送信されます。（相手
にテレビ電話料金はかかります。）

2"S通話終了

1電話番号をダイヤルS%

2「テレビ電話をかける」S%

.相手がテレビ電話を受けると、相
手の画像が表示されます。

3"S通話終了

テレビ電話を利用する 共通操作：P.4-15／テレビ電話：P.4-17

テレビ電話画面の見かた

テレビ電話利用についてのご注意
.ソフトバンクの「TVコール」と異な

る形式の携帯電話と接続したとき

は、通話が切れることがあります。

（通話が切れるまでのテレビ電話料

金はかかります。）

相手の画像
または映像

お客様の画像
または映像

相手の電話番号
または名前

テレビ電話を受ける

カメラからの映像を送信してテレビ電
話を受けるとき
【テレビ電話着信画面】%S「いい

え」S%
代替画像とカメラからの映像を切り替
えるとき

通話中にA
,押すたびに切り替わります。

テレビ電話をかける



楽ともボタン利用
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電
話

4

楽ともボタンを使うと、簡単に電話が

かけられます。
.あらかじめ自宅やよく連絡を取る相手

を、楽ともボタンに登録しておいてく

ださい。

.楽ともボタンは、他の機能動作中でも

利用することができます。

.海外から楽ともボタンを利用して発信

すると、自動的に日本の国番号が付加

されます。

1N　

2N　

.発信されます。

3"S通話終了

Oに登録されている相手に音声電話

をかける方法を例に説明します。

1O　

楽ともリンク画面

2「電話する」S%
.発信されます。

3"S通話終了

楽ともボタンで電話をかける

自宅に電話をかける

楽ともボタンで電話をかける テレビ電話をかけるとき
【楽ともリンク画面】BS「テレ

ビ電話をかける」S%
,テレビ視聴中は、利用できません。

相手との通話履歴を確認するとき
【楽ともリンク画面】「通話の履歴」

S%　

メモを確認／編集するとき
【楽ともリンク画面】ASメモ確

認／編集S%



短縮ダイヤル
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電
話

4

電話帳に登録している相手に、より早

く電話をかけられるようにします。

.短縮ダイヤルの ～ に登録すると、

楽ともボタンのO～Qに自動的に登

録されます。

1%S「電話機能」S%

2「短縮ダイヤルを使って電話す

る」S%

3番号選択S%
.「＜未登録＞」の番号を選んでく
ださい。

4電話帳選択S%
S電話番号選択S%

.短縮メールの設定画面が表示され
ます。このあと、メールアドレス
を選び%を押すと、簡単にメー
ルを作成できる相手として登録す
ることができます。このとき、5

は必要ありません。

5「設定しない」S%

6AS登録完了

.続けて他の短縮ダイヤルを登録す
るときは、3～6をくり返します。

1登録した相手の番号

（0～99）

2!　

短縮ダイヤルで電話をかける

短縮ダイヤルに登録する

イヤホンマイクを使って発信できるよ
うにするとき
.イヤホンマイクを使って発信する相

手を、 に登録してください。

短縮ダイヤルを解除するとき
3で番号選択SBS「解除」／

「全件解除」S%S「はい」S%
,全件解除するときは、番号を選ぶ必

要はありません。

短縮ダイヤルの操作方法を確認するとき
3でA

短縮ダイヤルで電話をかける

テレビ電話をかけるとき
2で%S「短縮テレビ電話」S%

イヤホンマイクを使って電話をかける
とき
.待受中に、「プップッ」と音が鳴るま

でスイッチを長く押します。電話を

切るときも、スイッチを長く押して

ください。



通話情報確認
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電
話

4

近の発着信の履歴を確認できます。

1cS「発信履歴を見る」／

「着信履歴を見る」S%

発着信履歴画面

2履歴選択S%

直前（前回）や累積の通話時間の目安

を確認できます。

1%S「電話機能」S%
S「電話の設定をする」S%

2「通話時間とデータ通信の明細」

S%　

通話・通信明細画面

3「通話時間明細」S%

4「発信通話時間」／

「着信通話時間」S%

メールやインターネットなどの累積

データ通信量の目安を確認できます。

1通話・通信明細画面で

「データ通信明細」S%

2「累積データ通信」S%

発着信履歴や通話時間／通信量を確認する 発着信履歴：P.4-17

発着信履歴を確認する

同じ番号に２回以上同じ方法で発信す
ると
. 後にかけた発信履歴だけが記憶さ

れます。

他の履歴を確認するとき
.c／dを押すと、発信履歴、着信

履歴、すべての履歴が確認できます。

通話時間を確認する

通話時間の目安を消去するとき
3のあと「リセット」S%S「は

い」S%　

発信通話時間／着信通話時間を個別に
消去するとき

4のあとBS「はい」S%

データ通信量を確認する

データ通信量の目安を消去するとき
2で「リセット」S%S「はい」

S%　



発着信制限
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電
話

4

電話帳に登録されている相手や、あら

かじめ指定した電話番号だけに、電話

がかけられるようにすることができ

ます。

1%S「設定」S%

2「セキュリティ設定」S%
S「ケータイの利用制限を

設定する」S%

3「電話の発信／着信制限の設定」

S%　

4「発信先を限定」S%
S操作用暗証番号入力S%

発信先限定画面

5「電話帳に限定」S%
S「する」S%

1発信先限定画面で

「電話番号指定」S%

電話番号指定画面

2「発信許可リスト」S%

3「＜未登録＞」S%

4電話番号入力S%
.複数の電話番号を指定するとき
は、3～4をくり返します。

1電話番号指定画面で

「On／Off設定」S%

2「On」S%

発信先を限定する 発信先限定：P.4-18

電話帳を利用して制限する

「電話帳に限定」を「する」にすると
.電話帳新規登録／編集時に、操作用

暗証番号の入力が必要となります。

電話番号指定を設定する

電話番号を指定する

電話番号指定を有効にする
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電
話

4

発着信制限

あらかじめ指定した電話番号からの着

信、電話帳に登録されていない相手や

電話番号非通知の着信などを拒否する

ことができます。

1%S「設定」S%

2「セキュリティ設定」S%
S「ケータイの利用制限を

設定する」S%

3「電話の発信／着信制限の設定」

S%　

4「着信拒否の設定」S%

着信拒否画面

5「電話番号指定」S%

電話番号指定画面

6「着信拒否リスト」S%

7番号選択S%
.「＜未登録＞」の番号を選んでく
ださい。

8電話番号入力S%
.複数の電話番号を指定するとき
は、7～8をくり返します。

1電話番号指定画面で

「On／Off設定」S%

2「On」S%

1着信拒否画面で

「電話帳未登録番号」S%

2「拒否する」S%

非通知での着信、公衆電話や通知不可

電話からの着信を拒否することができ

ます。

1着信拒否画面で

「非通知着信」／「公衆電話」／

「通知不可」S%

2「拒否する」S%

着信を拒否する 着信拒否：P.4-18

指定した電話番号からの着信を拒否する

電話番号を指定する

電話番号指定を有効にする

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

電話帳に「P（ポーズ）」が含まれてい
るとき
.「P（ポーズ）」より前の電話番号が一

致していても、着信は拒否されます。

その他の着信を拒否する



オプションサービス
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電
話

4

次のサービスが利用できます。
.転送電話サービス（「テレビ電話」を除

く）と留守番電話サービスを同時に設

定することはできません。

※別途お申し込みが必要です。

電話帳に登録している電話番号に、「呼

出あり」で転送する方法を例に説明し

ます。
.「1」、「00」、「0120」、「0990」から

始まる電話番号は、転送先として登録

できません。

1%S「電話機能」S%
S「電話の設定をする」S%

2「留守番・転送電話の設定」

S%　

留守番・転送電話画面

3「転送電話の設定」S%

4通話の種類選択S%

5「呼出あり」S%

6「電話帳」S%
S電話帳選択S%

7電話番号選択S%
.電話帳に電話番号が１件だけ登録
されているとき、7は必要ありま
せん。

8%　

9呼出時間選択S%

オプションサービスを利用する オプションサービス：P.4-19

転送電話
サービス

圏外時や電話に出られ
ないとき、あらかじめ指
定した電話番号へ転送
します。

留守番電話
サービス

圏外時や電話に出られ
ないとき、留守番電話セ
ンターで伝言をお預か
りします。

割込通話
サービス※

通話中にかかってきた
電話を受けたり、他の相
手へ電話をかけられま
す。

グループ通話
サービス※

複数の相手と同時に通
話できます。

発信者番号
通知サービス

お客様の電話番号を相
手に通知したり、通知し
ないようにします。

発着信規制
サービス

電話発着信を状況に合
わせて制限できます。

転送電話サービスを開始する

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき
5で「呼出なし」S%S6～8

転送先の電話番号を入力するとき
6で「電話番号入力」S%S転送

先電話番号入力S%S呼出時間選

択S%
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電
話

4

オ
プションサービス

「呼出あり」で留守番電話を利用する

方法を例に説明します。

1留守番・転送電話画面で

「留守番電話の設定」S%

2「設定」S%S「呼出あり」

S%S呼出時間選択S%

電源を切っているときや圏外にいると

きの着信を留守番電話センターで記憶

し、電波の届く状態になったときにお

知らせを表示します。
.留守番電話サービスを開始していると

きだけ有効となります。

1%S「設定」S%
S「着信お知らせ機能」S%

2「着信お知らせ機能の設定」

S%S%　

.以降は、アナウンスに従って操作
してください。

1cS「留守番電話を聞く」

S%　

2「センターの留守録を聞く」

S%　

.以降は、アナウンスに従って操作
してください。

1留守番・転送電話画面で

「留守番／転送電話の機能を

停止」S%

2「はい」S%

留守番電話サービスを利用する

着信音を鳴らさずに留守番電話セン
ターで応答するとき

2で「設定」S%S「呼出なし」

S%　

着信お知らせ機能について 伝言を再生する

転送電話／留守番電話を停止する



応用操作
電
話

4

.音声電話とテレビ電話に共通の操作を説明しています。

■着信中の操作（保留、イヤホンマイク）

■発信時の操作（非通知設定）

■通話中の操作（電話帳確認）

■国際発信
.発信操作は、音声電話を例に説明しています。

共通操作

かかってきた電話
を保留にしたい

着信中に"
.このあと電話に出るときは、!を押します。

イヤホンマイクで
電話を受けたい

着信中にイヤホンマイクのスイッチ（長く）
.通話を終了するときは、再度イヤホンマイク

のスイッチを長く押します。

電話番号の非通知／
通知を設定したい

電話番号入力後にBS「番号非通知で発

信」／「番号通知で発信」S%

通話中に電話帳を
確認したい

通話中にBS「電話帳を見る」S%S
電話帳選択S%
.通話中画面に戻るときは、$を２回押しま

す。

国番号を直接入力
して国際電話をか
けたい

((（「+」表示）S国番号入力S電話

番号入力（先頭の「０」を除く）S!
.イタリアの一般電話にかけるときは、電話番

号の先頭の「０」を省かずに入力してくださ

い。

.通話中は((を押しても「+」は入力でき

ません。

海外での発信時に
誘導画面によるア
シスト機能を利用
したい

/電話番号を市外局番からダイヤ

ルS!S下記の操作
.国番号が付加されているときは、誘導画面は

表示されません。

.このあとBを押し、「今後はこの機能を使用

しない」にチェックを入れておくと、以降は

海外発信アシスト機能が「Off」になります。

滞在国から日本の一般電話／携帯電話の番
号にかける
「日本の番号へ発信」S%S!

滞在国から他国（日本以外）の一般電話／
携帯電話の番号にかける
「その他の国の番号へ発信」S%S相手の

国選択S%S!

海外発信アシスト
機能を無効にした
い

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「国際電話に関する設定」

S%S「海外発信アシスト機能」S%S
「Off」S%
.「Off」にすると、以降海外での発信時には、

ダイヤルした番号がそのまま発信されますの

でご注意ください。

よく利用する国際
コードを設定した
い

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「国際電話に関する設定」

S%S「国際コードの変更」S%S国

際コード入力S%　
4-15
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応用操作

電
話

4

■着信中の操作（拒否）

■通話中の操作（消音、保留など）

国番号を変更／追
加／削除したい

/%S「電話機能」S%S「電

話の設定をする」S%S「国際電話に関

する設定」S%S「国番号を一覧で表示」

S%S下記の操作

国番号を変更する
国名選択S%S「変更」S%S国名入

力S%S国番号入力S%

国番号を追加する
「＜未登録＞」S%S国名入力S%S国

番号入力S%

国番号を削除する
国名選択S%S「削除」S%S「はい」

S%　

音声電話

かかってきた電話
を拒否したい

音声電話着信中にBS「着信を拒否する」

S%　

こちらの声を相手
に聞こえないよう
にしたい

音声電話通話中にA（押すたびに切替）

スピーカーホンに
切り替えたい

音声電話通話中に%S切替メッセージ表

示中に%
.解除するときは、スピーカーホン通話中に

%を押します。

通話を保留したい 音声通話中にBS「電話を保留にする」

S%　
.「割込通話サービス」または「グループ通話

サービス」のお申し込みが必要です。

.解除するときは、保留中にBを押したあと、

「保留を解除する」を選び%を押します。

通話中に相手の声
を録音したい（音声
メモ）

音声通話中にBS「電話を録音する」S
%S録音開始S%S録音終了
.録音した音声メモは、簡易留守録の用件と同

様の操作で再生できます。

通話中にメールを
確認したい

音声通話中にBS「メールを送る・見る」

S%Sメールの種類選択S%Sフォル

ダ選択S%Sメール選択S%
.通話中画面に戻るときは、$を３回押しま

す。

通話中にメールを
作成したい

音声通話中にBS「メールを送る・見る」

S%S「メールを送る」／「SMSを送る」

S%Sメール作成S%
.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

通話中に自分の情
報を確認したい

音声通話中にBS「自分の情報を見る」

S%S項目選択S%
.通話中画面に戻るときは、$を２回押しま

す。

通話中に電話帳を
参照してトーン信
号を送りたい

音声通話中にBS「電話帳を見る」S%
S電話帳選択SBS「プッシュトーン送

信」S%S電話番号選択S%
.通話中画面に戻るときは、Aを押します。



応用操作

電
話

4

■イヤホンマイク使用時の設定

■着信中の操作（拒否）

■通話中の操作（消音、明るさ調整など）

イヤホンマイク使
用時の着信に自動
で応答したい

/%S「電話機能」S%S「電

話の設定をする」S%S「イヤホン使用

時の設定」S%S下記の操作

自動応答を設定する
「On／Off設定」S%S「On」S%
.「On」にすると、応答時に通話開始音が鳴

ります。（マナーモード設定中も鳴ります。）

ご利用後は「Off」にすることをおすすめし

ます。

応答までの時間を変更する
「応答時間」S%S秒数入力S%

テレビ電話

かかってきた電話
を拒否したい

テレビ電話着信中にA

こちらの声を相手
に聞こえないよう
にしたい

テレビ電話通話中にBS「消音」S%
.解除するときは、同様の操作で「消音オフ」

を選びます。

スピーカーホンを
解除したい

テレビ電話通話中に%S切替メッセージ

表示中に%

送信画像の明るさ
を調整したい

テレビ電話通話中にBS「明るさ調整」

S%S明るさ選択S%
.カメラからの映像送信時だけ有効です。

トーン信号を送ら
ない

テレビ電話通話中にBS「トーン送出

Off」S%　

発着信履歴

履歴を利用して電
話をかけたい

発信した相手に再発信する
cS「発信履歴を見る」S%S履歴選

択S!
.テレビ電話をかけるときは、!の代わりに

Bを押したあと、「テレビ電話をかける」

を選び、%を押します。

以前かけてきた相手に発信する
cS「着信履歴を見る」S%S履歴選

択S!
.テレビ電話をかけるときは、!の代わりに

Bを押したあと、「テレビ電話をかける」

を選び、%を押します。

履歴を利用して
メールを作成した
い

cS「発信履歴を見る」／「着信履歴を

見る」S%S履歴選択SBS「メール

を送る」S%S「S!メール」／「SMS」S
%Sメール作成S%
.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

履歴を利用して電
話帳に登録したい

cS「発信履歴を見る」／「着信履歴を

見る」S%S履歴選択SBS「電話帳

に登録する」S%S「新規登録」S%S
必要項目入力S「内容確認して登録する」

S%S%　
.「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加

できます。
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履歴を利用して電
話帳を表示したい

cS「発信履歴を見る」／「着信履歴を

見る」S%S履歴選択SBS「電話帳

表示」S%
.電話帳に登録されている番号のときだけ利用

できます。

履歴を削除したい １件削除する
cS「発信履歴を見る」／「着信履歴を

見る」S%S履歴選択SBS「この履

歴を削除」S%S「はい」S%

すべて削除する
cS「発信履歴を見る」／「着信履歴を

見る」S%SBS「すべての履歴を削

除」S%S「はい」S%

発信先限定

発信先許可電話番
号を電話帳などか
ら登録したい

/%S「設定」S%S「セキュ

リティ設定」S%S「ケータイの利用制

限を設定する」S%S「電話の発信／着

信制限の設定」S%S「発信先を限定」S
%S操作用暗証番号入力S%S「電話

番号指定」S%S「発信許可リスト」S
%S「＜未登録＞」SBS下記の操作

電話帳から登録する
「電話帳参照」S%S電話帳選択S%S
電話番号選択S%

通話履歴から登録する
「通話履歴参照」S%S履歴選択S%

発信許可リストを
編集／削除したい

/%S「設定」S%S「セキュ

リティ設定」S%S「ケータイの利用制

限を設定する」S%S「電話の発信／着

信制限の設定」S%S「発信先を限定」S
%S操作用暗証番号入力S%S「電話

番号指定」S%S「発信許可リスト」S
%S下記の操作

電話番号を編集する
電話番号／名前選択S%S電話番号編集

S%　

電話番号を削除する
電話番号／名前選択SBS「削除」S%
S「はい」S%

着信拒否

着信拒否電話番号
を電話帳などから
登録したい

/%S「設定」S%S「セキュ

リティ設定」S%S「ケータイの利用制

限を設定する」S%S「電話の発信／着

信制限の設定」S%S「着信拒否の設定」

S%S「電話番号指定」S%S「着信

拒否リスト」S%S「＜未登録＞」SB
S下記の操作

電話帳から登録する
「電話帳参照」S%S電話帳選択S%S
電話番号選択S%

通話履歴から登録する
「通話履歴参照」S%S履歴選択S%



応用操作
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話

4

■オプションサービス全般

■割込通話サービス（別途お申し込み必要）

■グループ通話サービス（別途お申し込み必要）

着信拒否リストを
編集／削除したい

/%S「設定」S%S「セキュ

リティ設定」S%S「ケータイの利用制

限を設定する」S%S「電話の発信／着

信制限の設定」S%S「着信拒否の設定」

S%S「電話番号指定」S%S「着信

拒否リスト」S%S下記の操作

電話番号を編集する
電話番号／名前選択S%S電話番号編集

S%　

電話番号を削除する
電話番号／名前選択SBS「削除」S%
S「はい」S%　

着信拒否している
相手からの着信を
履歴に記録しない

%S「設定」S%S「セキュリティ設

定」S%S「ケータイの利用制限を設定

する」S%S「電話の発信／着信制限の

設定」S%S「着信拒否の設定」S%S
「通話履歴への記録」S%S「記録しな

い」S%

オプションサービス

オプションサービ
スの設定状況を確
認したい

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%Sサービス選択S%S「設

定の確認」S%
.「留守番・転送電話の設定」、「発信者番号の通

知を設定」、「割込通話サービスの設定」で確

認できます。

割込通話サービス
を設定したい

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「割込通話サービスの設

定」S%S「利用する」S%

通話中にかかって
きた電話を受けた
い

音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえ

たらS!
.以降!を押すたびに、通話相手を切り替えら

れます。

."を押すと通話中の電話は切れ、保留にして

いた相手と通話が始まります。

通話中の電話を保
留にして別の相手
に電話をかけたい

音声電話通話中に電話番号入力S!

相手を切り替えな
がら通話したい

音声電話通話中に!
.以降!を押すたびに、通話相手を切り替えら

れます。

複数の相手と同時
に通話したい

切替通話中にBS「グループ通話」S%
S「全員と電話する」S%

通話相手（１人）以
外を保留にしたい

グループ通話中に相手の電話番号／名前選

択S%S「一人だけと電話する」S%
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■発着信規制サービス
.転送電話サービスまたは留守番電話サービスを利用してい

るときは、「全発信規制」および「全着信規制」を設定して

も、音声電話やテレビ電話の発信・着信が規制されないこ

とがあります。（転送電話サービスまたは留守番電話サービ

スの設定が優先されます。）

■発信者番号通知サービス

発信を規制／解除
したい

/%S「設定」S%S「セキュ

リティ設定」S%S「ケータイの利用制

限を設定する」S%S「電話の発信／着

信制限の設定」S%S「電話発信の規制」

S%S下記の操作

発信規制を設定する
規制項目選択S%S「規制する」S%S
交換機用暗証番号入力S%
.SMSの発信も規制されます。

.発信規制の項目は、次のとおりです。

,全発信規制：緊急通報を除くすべての発信

を規制

,国際発信全規制：滞在国以外への国際電話

の発信を規制

,国際発信規制：滞在国と日本以外への国際

電話の発信を規制

設定を確認する
規制項目選択S%S「設定の確認」S%

発信規制を全解除する
「全発信規制停止」S%S交換機用暗証番

号入力S%

着信を規制／解除
したい

/%S「設定」S%S「セキュ

リティ設定」S%S「ケータイの利用制

限を設定する」S%S「電話の発信／着

信制限の設定」S%S「電話着信の規制」

S%S下記の操作

着信規制を設定する
規制項目選択S%S「規制する」S%S
交換機用暗証番号入力S%
.SMSの着信も規制されます。

.着信規制の項目は、次のとおりです。

,全着信規制：すべての着信を規制

,国際着信規制：日本以外での着信を規制

設定を確認する
規制項目選択S%S「設定の確認」S%

着信規制を全解除する
「全着信規制停止」S%S交換機用暗証番

号入力S%　

電話番号の通知／
非通知を事前に設
定したい

%S「電話機能」S%S「電話の設定

をする」S%S「発信者番号の通知を設

定」S%S「通知する」／「通知しない」

S%　
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電
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4

■着信お知らせ機能

着信音量や着信音
を設定したい

/%S「設定」S%S「着信お

知らせ機能」S%S下記の操作

着信時の音量を設定する
「着信時の音量」S%S音量調節S%

着信音を変更する
「着信音の選択」S%S「着信音を選ぶ」

S%Sフォルダ選択S%S着信音選択

S%　

鳴動時間を変更する
「着信音の選択」S%S「鳴動時間を設定

する」S%S秒数入力S%

再生部分を指定する
「着信音の選択」S%S「再生開始ポイン

ト選択」S%S再生開始部分選択S%
.再生部分を指定できるファイルのときだけ操

作できます。

着信時の振動を設
定したい

/%S「設定」S%S「着信お

知らせ機能」S%S下記の操作

着信時に振動させる
「着信時の振動」S%S「On／Off設定」

S%S「On」S%

振動のパターンを変更する
「着信時の振動」S%S「振動パターン」

S%Sパターン選択S%

着信時にお知らせ
ランプを点灯しな
い

%S「設定」S%S「着信お知らせ機

能」S%S「着信時のお知らせランプ」

S%S「Off」S%
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音声電話／テレビ電話共通

3 短縮ダイヤルで発信できない

.機能別利用制限で電話帳を使用

禁止にしていませんか。このとき

は短縮ダイヤルで発信できませ

ん。

3 電話がかけられない

.キー操作ロックが設定されてい

ませんか。このときは、キー操作

ロックを解除してください。

.電波停止中ではありませんか。こ

のときは、電波停止を解除してく

ださい。

3 電話がつながらない

.相手の電話番号を市外局番から

ダイヤルしていますか。市外局番

など、「0」で始まる相手の電話番

号からダイヤルしてください。

.「圏外」が表示されていませんか。

電波の届く場所に移動してかけ

直してください。

3 通話しづらい

.騒音がひどい場所では、正しく通

話ができないことがあります。

.スピーカーホン利用時は受話音

量を確認してください。受話音量

を上げると通話しづらくなるこ

とがあります。

3 通話が途切れたり、切れる

.電波の届きにくい場所ではあり

ませんか。電波状態表示を確認し

ながら、電波の届く場所に移動し

てかけ直してください。

.電池切れになっていませんか。こ

のときは電池パックを充電する

か、充電されている予備の電池

パックと交換してください。

3 通話中に「プチッ」と音が入る

.移動しながら通話していません

か。電波が弱くなって別のエリア

に切り替わるときに発生するこ

とがあります。故障ではありませ

ん。

3 相手の声が聞こえない

.受話音量が小さくなっていませ

んか。このときは受話音量を大き

くしてください。（AP.4-4）

音声電話

3 簡易留守録／音声メモが利用でき
ない

.録音可能時間が12秒以下のとき

や、すでに20件録音されていると

きは利用できません。不要なメッ

セージを削除してください。
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テレビ電話

3 テレビ電話通話時、送信映像が乱
れる

.背景に動きがあると、映像がコマ

送りになったり乱れたりするこ

とがあります。

3 テレビ電話通話時、代替画像に切
り替わる

.テレビ電話で長時間通話していま

せんでしたか。テレビ電話通話時、

カメラ周辺の温度が高くなると、

自動的に代替画像に切り替わりま

す。このときは、しばらくたって

からご利用ください。

通話時間

3「発信通話時間」や「着信通話時
間」が実際の時間と異なる

.着信中や呼び出し中は、通話時間

に含まれません。（保留中は、通

話時間に含まれます。）
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メール
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メ
Ⅰ
ル

5

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。
.詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」（AP.16-22）を参照してください。

メールについて

SMS

S!

M

.

.

. M

.
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5

メール

本機のメールアドレスは、お買い上げ

時にランダムな英数字の組み合わせで

設定されています。これをお好きな文

字に変更することができます。
.変更できるのは、「@」よりも前の部分

です。

.詳しくは、「ソフトバンクモバイルホー

ムページ」（AP.16-22）を参照して

ください。

1%S「メール機能」S%
S「メールの各種設定をする」

S%　

2「メールアドレスの確認と変更」

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。

メールアドレス変更が完了すると、ソ

フトバンクから、メールアドレス変更

完了通知が本機に届きます。（dが

青く点滅します。）

次の操作を行うと、メールアドレスを

自分のアドレスとして登録することが

できます。（登録しなくても使用でき

ます。）

1点滅中にd

2「Information」S%

3「はい」S%

4A　

メールアドレスを変更／登録する

メールアドレスを変更する

メールアドレスを登録する
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電話帳に登録している相手に送る方法

を例に説明します。

1dS「文章のみ送る」S%

宛先選択画面

2「電話帳から選ぶ」S%
S電話帳選択S%

3宛先選択S%
.電話帳に宛先が１件だけ登録され
ているとき、3は必要ありません。

.宛先がメールアドレスのときは、
件名や本文に半角カタカナを使用
すると、受信側で正しく表示され
ないことがありますので、ご注意
ください。

4件名入力S%

5本文入力S%

内容確認画面

6%S送信開始

.送信中にAを押すと、中止でき
ます。

文章だけを送信する メール作成／送信：P.5-18

メール作成中に着信があると
.着信を受けても作成中のメールは消

去されません。通話などを終えると、

作成を継続できます。

パーソナル予測切替について
.宛先を電話帳から選択したときは、宛

先によって、本文入力時の文字の変

換候補内容が切り替わります。

自動でメールを装飾するとき
5のあとBSA（次候補）／B

（前候補）S%S6

内容を修正するとき
5のあとAS修正項目選択S%
S修正完了S%S6

絵文字について
.他社共通絵文字と全絵文字を切り替

えるときは、文字入力画面で次の操

作を行います。

BS「メール作成の設定」S%
S「絵文字の切替え」S%S表示

する絵文字選択S%
,他社携帯電話で見ると、形状が異な

ることがあります。
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メール送信

保存してある画像を添付して送信する

方法を例に説明します。
.相手機種によっては、受信できないこ

とがあります。

.宛先、件名、本文の入力方法は、「文

章だけを送信する」（AP.5-4）と同

様です。

1dS「写真を送る」S%

2「ファイルを選ぶ」S%
S画像選択S%

3宛先／件名／本文入力

4%S送信開始

.送信中にAを押すと、中止でき
ます。

画像添付時、ファイルサイズによって

は、画像が自動的に縮小されます。お

買い上げ時には、約400～500Kバイ

トとなるように設定されています。
.自動縮小サイズは、変更することがで

きます。（AP.5-19）

写真を送信する

画像を撮影して添付するとき
2で「今から撮影する」S%S被

写体を画面に表示S%S%S3

以降

画像の自動縮小について

相手が２Ｍバイトまでのメールを受信
できないとき
.メールが途中でカットされたり、ファ

イルが添付されないことがあります。
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メール送信

.宛先、件名、本文の入力方法は、「文

章だけを送信する」（AP.5-4）と同

様です。

保存してある音声データを添付して送

信する方法を例に説明します。
.相手機種によっては、受信できないこ

とがあります。

1dS「音声を送る」S%

2「ファイルを選ぶ」S%
S音声データ選択S%

3宛先／件名／本文入力

4%S送信開始

1%S「メール機能」S%

2「メールを送る」S%

3「いろいろなメールを送る」

S%　

目的別メール画面

4「定型文を使ってメールを送る」

S%　

5定型文選択S%

6宛先／件名／本文入力

7%S送信開始

1目的別メール画面で

「絵はがき風のメールを送る」

S%　

2利用する絵柄選択S%

3宛先／件名／本文入力

4%S送信開始

いろいろな方法で送信する

録音した音声を送る

音声を録音して添付するとき
2で「今から録音する」S%S%
S録音開始S%S録音終了S「添

付」S%S保存先選択S%S3

以降

定型文を利用する 絵はがき風メールを送信する

表示を確認するとき
本文入力中にBS「確認表示」S
%　
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メール送信

電話帳に登録している相手にSMSを
送る方法を例に説明します。

1dS「SMSを送る」S%

SMS作成画面

2宛先入力欄選択S%

3「電話帳から選ぶ」S%

4電話帳選択S%

5宛先選択S%
.電話帳に宛先が１件だけ登録され
ているとき、5は必要ありません。

6本文入力欄選択S%

本文入力画面

7本文入力S%

SMS送信画面

8AS送信開始

SMSを送信する SMS送信：P.5-19

メール作成中に着信があると
.着信を受けても作成中のメールは消

去されません。通話などを終えると、

作成を継続できます。

パーソナル予測切替について
.宛先を電話帳から選択したときは、宛

先によって、本文入力時の文字の変

換候補内容が切り替わります。

S!メールに変換するとき
7のあとBS「S!メールに変換」

S%S「はい」S%S件名入力

S%S本文入力S%S%
本文入力中に送信可能文字数を超えると
.S!メール変換の確認画面が表示され

ます。変換するときは、「はい」を選

び%を押します。

自動で絵文字を挿入するとき
7のあと「楽デコ」S%SA（次

候補）／B（前候補）S%S8
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メール送信

宛先や本文などを自由な順番で入力で

きる作成方法（通常作成）に切り替え

られます。

メール作成画面（通常作成）
.メール作成画面（通常作成）でメール

を作成すると、フィーリングメールを

送信したり、CcやBccで同報したりす

ることができます。

1%S「メール機能」S%

2「メールの各種設定をする」

S%　

3「S!メールとSMSの設定」

S%　

4「メールの作り方を変える」

S%S「通常作成」S%

メールの作成方法を切り替える 通常作成時の操作：P.5-19
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メール送信

Oに登録されている相手にS!メール

を送る方法を例に説明します。
.あらかじめよく連絡を取る相手を、楽

ともボタンに登録しておいてください。

.楽ともボタンは、他の機能動作中でも

利用することができます。

.自宅ボタンからメールを送信すること

はできません。

.件名、本文の入力方法は、「文章だけ

を送信する」（AP.5-4）と同様です。

1O　

楽ともリンク画面

2「メールする」S%

.ソフトバンク携帯電話の電話番号
が登録されているときは、このあ
と「S!メール」を選び、%を押
します。

3件名入力S%

4本文入力S%

内容確認画面

5%S送信開始

楽ともボタンからメールを送信する
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S!メールやSMSは、自動的に受信さ

れ、dが青く点滅します。

.メールを受信したときや新着メールが

あるときは、背面画面の下に「メール」

と表示されます。（お知らせランプ）

.ボタンの点滅やお知らせランプは、受

信メールの内容を確認すると、消灯し

ます。

1点滅中にd

リスト画面
.楽ともボタンに登録されている
相手のときは、楽ともリンクの送
受信履歴画面（AP.5-16）が表
示されます。

2メール選択S%

メッセージ画面

受信メールを確認／返信する メール受信／確認：P.5-21

新着メールを確認する

メール受信についてのご注意
.サイズの目安が１Mバイト以内のメー

ル受信時（国内／海外共）は、添付

ファイルを含む全文が自動的に受信

されます。お客様のご契約内容に応

じて所定の料金が発生いたしますの

で、ご注意ください。

.海外では通信料が高額になる可能性

がありますので、ご注意ください。

.本文の一部を受信して、必要なメー

ルだけを全文受信するときは、自動

受信設定を「Off」に設定してくだ

さい。

フィーリングメールを受信すると
.あらかじめ設定されている振動、着

信音が動作します。

画像が添付されていると
.自動的に画像が表示されます。

質問が表示されたとき
質問の答え入力／答え選択S%

,質問に正解するとメールを確認でき

ます。

メールの件名の先頭または本文に特定
の絵文字があるとき
.メッセージ画面の背景に、絵文字に

対応したアニメーションが表示され

ます。（アニメビュー表示）

続きのあるメールについて
.自動受信設定が「Off」などの場合、

次のときはメールの先頭部分だけが

届きます。

,宛先が複数ある／添付ファイルがあ

る など

.サイズの目安が１Mバイトより大きな

メールは、自動受信設定にかかわら

ず、先頭部分だけが届きます。（メー

ル本文に、サイズの目安が表示され

ます。）
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メール受信／確認

■メールの種類／状態
.(を押すと前（リスト画面で１つ上）

のメール、#を押すと次（リスト画

面で１つ下）のメールが確認できます。

1メッセージ画面でA

.元のメールが引用されています。
（SMS、絵はがき風メールは除く）

2本文入力S%S%
S送信開始

メール画面の見かた

リスト画面の見かた

未読 メッセージ続きあり

既読 添付あり

送信済み 保護

送信失敗 優先度（高）

返信済み 優先度（低）

転送済み USIMカード内SMS
送信予約

メールの種類／
状態（下記参照）

送信元／送信先

メールの内容

メッセージ画面の見かた

文字サイズを変更するとき
【メッセージ画面】BS「文字サ

イズ」S%Sサイズ選択S%

件名
（SMSを除く）

送信元／送信先

送受信日時

メールの内容

メールを返信する

複数の宛先があるメールに返信するとき
1のあと「差出人へ返信」／「全員

へ返信」S%S2

メール返信アシスト辞書について
.本文入力時は、元の受信メールに使

われているカタカナや英数字の単語

が優先的に変換候補として表示され

ます。
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メ
ール受信／確認

メールを手動で受信する（メールの先

頭部分だけを受信して、添付ファイル

などは受信しない）ようにしたり、

メールの種類やメールアドレスなどを

指定して自動受信するメールを制限す

ることができます。

1%S「メール機能」S%
S「メールの各種設定をする」

S%　

2「S!メールとSMSの設定」

S%　

3「S!メール受信方法の設定」

S%　

メール受信設定画面

4「自動受信設定」S%

5「Off」S%

1メール受信設定画面で

「自動受信の条件」S%

2「指定したメール」SB

自動受信メール指定画面

3メールの種類選択

S%（ ／ ）SA

メールアドレスまたはメールアドレス

の一部（@よりあとの部分）を指定し

て自動受信することができます。

1自動受信メール指定画面で

「個別アドレス」SB

2番号選択S%

3宛先選択方法選択S%
S宛先選択／入力S%
.複数のメールアドレスを指定する
ときは、2～3をくり返します。

4A　

5%（ ）SA

メールの受信方法を変更する 自動受信：P.5-23

メールを手動で受信する

サイズの目安が300Kバイト以内の
メールだけ自動受信するとき

5で「On（ 大300KBまで）」S%

自動受信するメールを指定する

メールの種類で指定する

メールアドレスで指定する

メールアドレスの一部（＠よりあとの
部分）を指定するとき（例：直接入力）
【自動受信メール指定画面】「ドメイ

ン指定受信」SBS番号選択S
%S「その他から選ぶ」S%S

「直接入力」S%S文字列入力S
%SAS5　
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これまで送受信したり、保存したメー

ルは、次の場所で管理されています。
1dS「受信メールを見る」／

「送信メールを見る」S%

フォルダ画面

2フォルダ選択S%

リスト画面

3メール選択S%

メッセージ画面

送受信メールを管理／利用する メール管理／利用：P.5-24

送受信メールの管理方法について

送信に失敗した
メール／送信予約
したメール

受信したメール

保存したメール

送信したメール

メールの自動削除について
.受信メールおよび送信メールは、空

き容量が不足すると、古いものから

順に自動的に削除されます。削除し

たくないメールは、保護しておくこ

とができます。

メールの操作方法を確認するとき
.メールのフォルダ画面やリスト画面、

メッセージ画面で次の操作を行いま

す。

BS「ヘルプ」S%
送信に失敗したメールがあるとき
.メール起動時に確認画面が表示され

ます。画面の指示に従って操作して

ください。

以前送受信したメールを確認する
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メ
ール管理／利用

1リスト画面でメール選択

SBS「メール管理」

S%　

2「保護」S%

1リスト画面でメール選択

SB　

2「迷惑メール操作」S%

3「迷惑メールフォルダへ移動」

S%　

.このあと確認画面が表示されたと
きは、「はい」または「いいえ」
を選び%を押します。「はい」を
選ぶと、迷惑メール振り分け設定
を行うことができます。画面の指
示に従って、操作してください。

メールを保護する

保護を解除するとき
2で「保護解除」S%

メールを迷惑メールフォルダに移動する



5-15

メ
Ⅰ
ル

5

メール管理／利用

相手のメールアドレスや、件名または

SMS本文内の文字によって、自動的

にメールをフォルダに振り分けること

ができます。

1dS「受信メールを見る」／

「送信メールを見る」S%

2フォルダ選択SB

3「メール振り分け設定」S%
S登録場所選択S%

4「差出人」（送信メールのときは

「宛先」）S%

5宛先選択方法選択S%
S宛先選択／入力S%

6AS登録完了

電話帳に登録していない差出人からの

メールを、迷惑メールフォルダに振り

分ける方法を説明します。
.個別に条件を指定して振り分けること

もできます。

1%S「メール機能」S%
S「メールの各種設定をする」

S%　

2「迷惑メールを振り分ける」

S%　

3「電話帳未登録」S%（ ）

4AS%　

メールを振り分ける メール振り分け：P.5-27

フォルダに振り分ける メールアドレスの一部（＠よりあとの
部分）で振り分けるとき（例：直接入力）

4で「差出人（ドメイン指定）」（送

信メールのときは「宛先（ドメイン

指定）」）S%S「その他から選ぶ」

S%S「直接入力」S%S文字

列入力S%S6

件名やSMS本文内の文字で振り分ける
とき

4で「件名」S%S振り分け対象

の文字入力S%S6

迷惑メールを振り分ける

例外的に受信するメールを指定するとき
3のあと「受信許可リスト」SB
S登録場所選択S%S受信条件選

択S%S差出人選択／差出人・件

名入力S%SAS%（ ）S4
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楽ともボタンに登録すると、そのあと

やりとりしたメールの履歴が一覧で確

認できます。
.あらかじめよく連絡を取る相手を、楽

ともボタンに登録しておいてください。

Oの楽ともリンク画面から確認する

方法を例に説明します。

1O　

楽ともリンク画面

2「メールの一覧」S%

送受信履歴画面
.登録相手とのやりとりが一覧で表
示されます。

3メール選択S%

送受信履歴内のメールに添付された画

像を表示できます。

1楽ともリンク画面でB
S「メールの添付画像を見る」

S%　

添付画像画面
.一番新しい画像が表示されます。
.%を押すと拡大、#／dで次
の画像を、(／cで前の画像を
表示できます。

送受信履歴内のメールに添付された画

像を、連続で表示できます。

1添付画像画面でB
S「スライドショー」S%
.スライドショーが始まります。

2%Sスライドショー停止

楽ともボタンからメールを確認する 楽ともリンク：P.5-27

メールのやりとりを確認する

添付画像を表示する

画像が添付されているメールを表示す
るとき
【添付画像画面】A
,メッセージ画面が表示されます。

ソフトキーなどを表示しないとき
【添付画像画面】BS「ガイド表

示切替」S%S「Off」S%

スライドショーを表示する

速さを変更するとき
1のあとBS「スピード設定」S
%S速さ選択S%S$

,「手動送り」にしたときは、次の方

法で画像を表示します。

%／#（次の画像）

(（前の画像）

ソフトキーなどを表示しないとき
1のあとBS「ガイド表示切替」

S%S「Off」S%S$
スライドショー表示中のご注意
.スライドショー表示中は、照明が常

に点灯します。電池の消耗の原因と

なりますので、ご利用後は必ず終了

してください。
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メールグループを登録すると、複数の

相手に同じメールを一括で送信でき

ます。
.あらかじめ、登録する相手を電話帳に

登録しておいてください。

1%S「メール機能」S%
S「メールの各種設定をする」

S%　

2「メールグループの設定」

S%　

メールグループ登録画面

3「＜グループ登録＞」S%
Sグループ名入力S%

4グループ選択S%

5「＜メンバー登録＞」S%
S電話帳選択S%

6電話番号／メールアドレス選択

S%　

.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、6は必要ありません。

.続けて他のメンバーを登録する
ときは、5～6をくり返します。

7AS登録完了

メール同報送信用のグループを登録する メールグループ：P.5-28
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.S!メールの作成を例に説明しています。

■宛先

メール作成／送信

電話帳以外から宛
先を指定したい

楽ともボタンに登録している宛先を指定する
宛先選択画面で宛先選択S%Sメール作

成S%

その他の選択方法で指定する
宛先選択画面で「その他から選ぶ」S%
S宛先選択方法選択S%S宛先選択／入

力S%Sメール作成S%

宛先を追加したい 内容確認画面でAS「宛先」S%S「宛

先追加」S%S宛先選択方法選択S%
S宛先選択／入力S%SAS%

宛先を簡単に指定
したい

宛先を登録する
%S「電話機能」S%S「短縮ダイヤル

を使って電話する」S%S番号選択（「＜未

登録＞」）S%S電話帳選択S%S「設

定しない」S%S電話番号／メールアド

レス選択S%SA　

メールを作成する
待受画面で0～99（宛先を登録した

番号）SBSメール作成S%
.宛先が携帯電話の電話番号のときは、Bを

押したあと「S!メール」または「SMS」を選

び、%を押します。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

宛先を修正／削除
したい

/内容確認画面でAS「宛先」S
%S下記の操作

宛先を修正する
宛先選択S%S宛先修正S%SAS
%　

宛先を削除する
宛先選択SBSAS%

短縮ダイヤルの宛
先を変更／解除し
たい

/%S「電話機能」S%S「短

縮ダイヤルを使って電話する」S%S下

記の操作

宛先を変更する
番号選択SBS「変更」S%S「メー

ル宛先アドレス：」S%S新しい宛先選

択S%SA

宛先を解除する
番号選択SBS「解除」S%S「はい」

S%　

宛先をすべて解除する
BS「全件解除」S%S「はい」S%
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■送信取消

■メール作成サイズ

■ファイル添付

.通常作成設定時にしかできない設定やかんたん作成とは操

作が異なる項目を説明しています。

■宛先

送信したS!メール
を取り消したい

dS「送信メールを見る」S%Sフォ

ルダ選択S%Sメール選択SBS「送

信済メール取消」S%S「はい」S%
.ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効

です。

送信するメールサ
イズの上限を設定
したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「S!メールとSMS
の設定」S%S「作成するメールの 大

サイズ」S%S「300KB」／「300KB
超添付時確認」S%
.設定した容量を超えるメールは、自動的に添

付画像のサイズを変更して送信します。

添付画像が自動で
縮小されるときの
サイズを設定した
い

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「S!メールとSMS
の設定」S%S「添付する画像の 大サ

イズ」S%S項目選択S%
.「毎回確認」に設定すると、画像添付時にサ

イズ選択画面が表示されます。

SMS送信

SMS作成時の文字
コードを変更した
い

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「S!メールとSMS
の設定」S%S「SMSを作成するときの

文字コード」S%S文字コード選択S%

通常作成時の操作

電話帳以外から宛
先を指定したい

メール作成画面（通常作成）で宛先入力欄

選択S%S宛先選択方法選択S%S宛

先選択／入力S%

宛先を追加したい メール作成画面（通常作成）で宛先入力欄

選択S%S「宛先追加」S%S宛先選

択方法選択S%S宛先選択／入力S%
SA　

宛先タイプ（To／
Cc／Bcc）を変更し
たい

メール作成画面（通常作成）で宛先入力欄

選択S%S宛先選択SBS宛先タイプ

選択S%SA
.「Cc」、「Bcc」に設定した相手には、メール

のコピーが送信されます。「Bcc」に設定し

た相手の宛先は、他の送信先には表示されま

せん。

宛先を修正／削除
したい

/メール作成画面（通常作成）で

宛先入力欄選択S%S下記の操作

宛先を修正する
宛先選択S%S宛先修正S%SA

宛先を削除する
宛先選択SBS「削除」S%SA

宛先をすべて削除する
宛先選択SBS「全件削除」S%S「は

い」S%SA
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■作成後の操作

■送信詳細

■ファイル添付

■楽デコ

送信せずに保存し
たい

通常作成でメール作成後BS「下書きへ

保存」S%

予約して自動で送
信したい

/通常作成でメール作成後BS
「送信予約」S%S下記の操作

圏内に入ったら自動で送信する
「圏内時に送信」S%S「はい」S%

指定した日時（30日以内）に送信する
「日時指定」S%S日時入力S%S「は

い」S%

作成したメールを
送信前に確認した
い

通常作成でメール作成後BS「確認表示」

S%　

作成したメールを
SMSに変換したい

通常作成でメール作成後BS「SMSに変

換」S%S「はい」S%

フィーリングメー
ルを送信したい

通常作成でメール作成後BS「フィーリ

ング設定」S%S感情のジャンル選択S
%S感情選択S%SA
.フィーリングメールを解除するときは、件名

の絵文字を削除します。

送信するS!メール
のサイズを制限し
たい

メール作成画面（通常作成）でBS「送

信詳細」S%S「メール作成サイズ」S
%S「300KB」S%

未受信メール転送
時に未受信部分を
削除したい

メール作成画面（通常作成）でBS「送

信詳細」S%S「未受信メール転送時」S
%S「転送後削除」S%

添付画像のサイズ
を変更したい

通常作成でファイル添付後ファイル選択S
BS「画像リサイズ」S%Sサイズ選

択S%
.画像によっては、利用できないことがあり

ます。

受信側で自動的に
メッセージを表示
してファイルを再
生したい

通常作成でファイル添付後ファイル選択S
BS「添付再生優先」S%S「On／

Off設定」S%S「On」S%S「メッ

セージ入力」S%Sメッセージ入力S%
S$SA　

自分で設定したデ
コレーションレベ
ルを利用したい

/通常作成時の本文入力画面で

BS「楽デコ」S%S「オリジナル」S
BS下記の操作

マイ絵文字を使用しない
「絵文字種類」S%S「絵文字のみ」S%
SASA（次候補）／B（前候補）S%

句読点部分に絵文字を挿入する
「絵文字挿入位置」S%S「文末」S%S
ASA（次候補）／B（前候補）S%

絵文字挿入量を変更する
「絵文字挿入量」S%S挿入量選択S%S
ASA（次候補）／B（前候補）S%

文字色などの有効／無効を設定する
「文字色変更」／「文字サイズ変更」／「背

景色変更」S%S「する」／「しない」S
%SASA（次候補）／B（前候補）

S%　
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■絵はがき

■未受信メールの操作

■受信サイズ

■新着メールの表示方法

絵はがきの素材と
して保存したい

通常作成でメール作成後BS「絵はがき

素材へ保存」S%Sファイル名入力S%
S「ここに保存」S%

絵はがきの素材を
利用したい

メール作成画面（通常作成）でBS「絵は

がき素材呼び出し」S%S素材選択S%
Sメール作成SA

メール受信／確認

サーバー内のメー
ル一覧を入手した
い

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「未受信メールの

操作」S%S「未受信メールの一覧を確

認」S%S「はい」S%

メールの続きを受
信したい

リスト画面から受信する
リスト画面で続きのあるメール選択S%
SA　
.このあと、受信サイズの選択画面が表示され

たときはサイズを選び、%を押します。

メール一覧から受信する
%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「未受信メールの

操作」S%S「未受信メールの一覧を確

認」S%Sメール選択S%
.メール一覧を表示するとき、確認画面が表示

されることがあります。このときは「はい」

を選び%を押します。

未受信メールをま
とめて受信したい

/%S「メール機能」S%S
「メールの各種設定をする」S%S「未受

信メールの操作」S%S下記の操作

未受信メール操作から受信する
「未受信メールをすべて受信」S%

メール一覧から受信する
「未受信メールの一覧を確認」S%SB
S「全メール受信」S%
.メール一覧を表示するとき、確認画面が表示

されることがあります。このときは「はい」

を選び%を押します。

新着S!メールがあ
るかどうかを確認
したい

%S「メール機能」S%SB
.圏外時に届いているメールを確認するときな

どに便利です。

受信するメールサ
イズを制限したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「S!メールとSMS
の設定」S%S「S!メール受信方法の設

定」S%S「受信サイズ制限」S%S
「制限あり（300KB）」S%
.300Kバイトを超えるメールは、超過部分が

サーバーで300Kバイト以内に縮小されま

す。（画像以外の添付ファイルのときは、削

除されます。）

新着メール受信時
に常に受信メール
のリスト画面を表
示したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「S!メールとSMS
の設定」S%S「新着メールの表示方法

を変える」S%S「常に受信メールの一

覧を表示する」S%
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■メッセージ画面

添付ファイルを保
存したい

メッセージ画面でファイル選択SBS
「データ確認へ保存」S%Sファイル名入

力S%S「ここに保存」S%
.絵はがき素材のときは、「添付を絵はがき素

材へ保存」と表示されます。（ファイル名の

入力は必要ありません。）

スライドメールを
再生したい

メッセージ画面でBS「スライド再生」

S%　
.スライドメールのときだけ、操作できます。

（スライドメールとは、メール本文と添付ファ

イルを１つにまとめた形式のメールです。）

メールアドレスな
どを電話帳に登録
したい

相手を登録する
メッセージ画面でBS「電話帳に登録す

る」S%S電話番号／メールアドレス選

択S%S「新規登録」S%S必要項目入

力S「内容確認して登録する」S%S%
.「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加

できます。

本文中のアドレスなどを登録する
メッセージ画面で電話番号／メールアドレ

ス選択S%S「電話帳に登録する」S%
S「新規登録」S%S必要項目入力S「内

容確認して登録する」S%S%
.「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加

できます。

メール本文の情報
を利用したい

電話をかける
メッセージ画面で電話番号選択S%S「電

話をかける」／「テレビ電話をかける」S
%　

メールを送信する
メッセージ画面で電話番号／メールアドレ

ス選択S%S「メールを送る」（または

「メール作成」）S%S「S!メール」／「SMS」
S%Sメール作成S%　
.メールアドレスを選んだときは、「S!メール」

または「SMS」を選び%を押す必要はあり

ません。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

インターネットに接続する
メッセージ画面でURL選択S%S「はい」

S%　

メールアドレスや
件名／本文をコ
ピーしたい

/ メッセージ画面でBS「コ

ピー」S%S下記の操作

メールアドレスをコピーする
「アドレス」S%Sアドレス選択S%

件名や本文をコピーする
「件名」／「本文」S%S開始文字選択S
%S終了文字選択S%

迷惑メールとして
申告したい

メッセージ画面でBS「迷惑メール申告」

S%S%S%　
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■メール返信

絵はがき風メール
のファイルを保存
したい

絵はがき風メールのメッセージ画面でB
S「ファイル保存」S%S保存するファ

イル選択S%Sファイル名入力S%S
「ここに保存」S%

絵はがき風メール
のマイ絵文字を保
存したい

/絵はがき風メールのメッセージ

画面でBS「ファイル保存」S%S「マ

イ絵文字保存」S%S下記の操作

一括で保存する
「一括保存」S%S保存場所選択S%S
「ここに保存」S%

１件だけ保存する
ファイル名選択S%Sファイル名入力S
%S保存場所選択S%S「ここに保存」

S%　

複数保存する
AS保存するファイル選択S%（ ／

）Sファイル選択完了SAS保存場所

選択S%S「ここに保存」S%

メールの種類や引
用方法を選んで返
信したい

メッセージ画面でBS「返信する」S%
S返信方法選択S%S返信メール作成S
%　
.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

返信時の引用方法
を変更したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「S!メールとSMS
の設定」S%S「返信時の引用」S%S
引用方法選択S%

自動受信

迷惑メールを含め
たすべてのメール
を自動受信したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「S!メールとSMS
の設定」S%S「S!メール受信方法の設

定」S%S「自動受信の条件」S%S
「すべてのメール」S%　
.迷惑メール振り分け設定が有効のときだけ設

定できます。

指定自動受信の個
別アドレス／ドメ
インを削除／リセッ
トしたい

/%S「メール機能」S%S
「メールの各種設定をする」S%S「S!
メールとSMSの設定」S%S「S!メール

受信方法の設定」S%S「自動受信の条

件」S%S「指定したメール」SBS
下記の操作

個別アドレスを削除する
「個別アドレス」SBSアドレス選択S
BS「削除」S%S「はい」S%SA

個別アドレスをすべて削除する
「個別アドレス」SBSアドレス選択S
BS「設定リセット」S%S「はい」S
%SA　

ドメインを削除する
「ドメイン指定受信」SBSドメイン選

択SBS「削除」S%S「はい」S%
SA　

ドメインをお買い上げ時の状態にする
「ドメイン指定受信」SBSドメイン選

択SBS「設定リセット」S%S「は

い」S%SA　
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■各種メールの利用

メール管理／利用

メールを転送した
い

メッセージ画面でBS「転送する」S%
Sメール作成S%
.添付ファイルも送信されます。

.SMSを転送するときは、「S!メール」または

「SMS」を選び、%を押します。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

下書きしたメール
を送信したい

%S「メール機能」S%S「下書きメー

ルを見る」S%Sメール選択S%Sメー

ル作成S%
.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

未送信のメールを
送信したい

/%S「メール機能」S%S「未

送信のメールを見る」S%Sメール選択

SBS下記の操作

そのまま送信する
「再送信する」S%

一部変更して送信する
「編集する」S%Sメール修正S%
.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

送信済みのメール
を再利用したい

dS「送信メールを見る」S%Sフォル

ダ選択S%Sメール選択SBS「編集

して送信する」S%Sメール作成S%
.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

続きのあるメール
を転送したい

リスト画面から転送する
リスト画面で続きのあるメール選択SB
S「転送する」S%S「通知メール転送」／

「未受信メール転送」S%Sメール作成S
%　

メール一覧から転送する
%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「未受信メールの

操作」S%S「未受信メールの一覧を確

認」S%Sメール選択SBS「未受信

メール転送」S%Sメール作成S%
.メール一覧を表示するとき、確認画面が表示

されることがあります。このときは「はい」

を選び%を押します。

未受信メールの詳
細情報が知りたい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「未受信メールの

操作」S%S「未受信メールの一覧を確

認」S%Sメール選択SBS「メール

の詳細情報」S%
.メール一覧を表示するとき、確認画面が表示

されることがあります。このときは「はい」

を選び%を押します。

未受信メールの容
量を確認したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「未受信メールの

操作」S%S「未受信メールの容量を確

認」S%



応用操作

メ
Ⅰ
ル

5

■リスト画面 ■メール削除

複数のメールを選
んで処理したい

メールを選ぶ
リスト画面でASメール選択S%（ ）
.解除するときは、再度%を押します。

選択をすべて解除する
メールが選択（ ）されたリスト画面で

BS「全選択解除」S%

送受信したメール
のアドレスを知り
たい

リスト画面でメール選択SBS「メール

アドレス表示」S%Sメールアドレス選

択S%

メールのメモリ使
用状況を確認した
い

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「メールのメモリ

使用量の確認」S%S項目選択S%

メールの詳細情報
が知りたい

リスト画面でメール選択SBS「メール

の詳細情報」S%

すべて開封済み（既
読）にしたい

リスト画面でメール選択SBS「メール

管理」S%S「全件開封済みにする」S
%S「はい」S%

リスト画面の表示
方法を変更したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「一覧表示の形式」

S%S表示方法選択S%

メールを削除した
い

１件削除する
リスト画面でメール選択SBS「削除」

S%S「はい」S%
.メッセージ画面でも操作できます。

すべて削除する
リスト画面でBS「全件削除」S%S
「全件削除」／「保護メール以外削除」S%
S「はい」S%

迷惑メールフォルダのメールをすべて削除する
リスト画面でBS「全件削除」S%S
「全件削除」／「保護メール以外削除」S%
S「はい」／「いいえ」S%
.迷惑メールフォルダを選んでください。

下書きメール／未送信メールをすべて削除する
リスト画面でBS「全件削除」S%S
「はい」S%
.下書きメール／未送信メールを選んでくだ

さい。

リスト画面から続
きのあるメールを
削除したい

リスト画面で続きのあるメール選択SB
S「削除」S%Sメールの種類選択S%
S「はい」S%
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■フォルダ管理メール一覧から未
受信メールを削除
したい

/%S「メール機能」S%S
「メールの各種設定をする」S%S「未受

信メールの操作」S%S「未受信メール

の一覧を確認」S%S下記の操作
.メール一覧を表示するとき、確認画面が表示

されることがあります。このときは「はい」

を選び%を押します。

１件削除する
メール選択SBS「削除」S%S「は

い」S%

すべて削除する
BS「全メール削除」S%S「はい」S
%　

未受信メールをま
とめて削除したい

/%S「メール機能」S%S
「メールの各種設定をする」S%S「未受

信メールの操作」S%S「未受信メールを

削除」S%S「はい」S%S下記の操作

新着メール以外をすべて削除する
「新着メール以外削除」S%

すべて削除する
「全部削除」S%

古い受信メールの
削除方法を設定し
たい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「メール自動削除

の設定」S%S「受信ボックス」S%S
削除方法選択S%

古い送信メールを
自動的に削除しな
い

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「メール自動削除

の設定」S%S「送信済みボックス」S
%S「自動削除しない」S%

メールを個別の
フォルダへ移動し
たい

リスト画面でメール選択SBS「メール

管理」S%S「フォルダへ移動」S%S
フォルダ選択S%　
.メール振り分けの確認画面が表示されたとき

は、「はい」を選び%を押すと、電話番号／

メールアドレスでフォルダを振り分けるよう

設定できます。

フォルダ名を変更
したい

フォルダ画面でフォルダ選択SBS
「フォルダ名変更」S%Sフォルダ名入力

S%　

フォルダを削除し
たい

フォルダ画面でフォルダ選択SBS「削

除」S%
.フォルダ内メール削除の確認画面が表示され

たときは、「はい」を選び%を押します。

迷惑メールフォル
ダ内のメールを削
除したい

フォルダ画面で「迷惑メールフォルダ」S
BS「削除」S%S「迷惑メール削除」

S%S「はい」／「いいえ」S%
.未受信メール削除の確認画面が表示されたと

きは、$を押すと、削除が中止されます。

新しいフォルダを
作りたい

フォルダ画面でBS「フォルダ新規作成」

S%Sフォルダ名入力S%

フォルダの位置を
移動したい

フォルダ画面でフォルダ選択SBS
「フォルダ位置移動」S%S移動場所選択

S%

フォルダ内のメー
ルをすべて開封済
み（既読）にしたい

フォルダ画面でフォルダ選択SBS「全

件開封済みにする」S%S「はい」S%
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メール振り分け

振り分けフォルダ
設定後に手動で
メールを振り分け
たい

フォルダ画面でフォルダ選択SBS「再

振り分け」S%

条件を設定して迷
惑メールを振り分
けたい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「迷惑メールを振

り分ける」S%S「個別迷惑設定」S%
（ ）SBS登録場所選択S%S振り分

け条件選択S%S宛先選択／宛先・件名

入力S%SASAS%

振り分け条件を修
正／削除したい

/フォルダ画面でフォルダ選択S
BS「メール振り分け設定」S%S条

件選択S下記の操作

振り分け条件（差出人／宛先）を修正する
BS「差出人変更」（または「宛先変更」）

S%S宛先選択方法選択S%S宛先選

択／入力S%SA

振り分け条件（件名）を修正する
%S件名修正S%SA

振り分け条件を削除する
BS「削除」S%S「はい」S%S
A　

振り分け条件をすべて削除する
BS「設定リセット」S%S「はい」

S%SA　

楽ともリンク

スライドショーの
動作を変更したい

/O／P／QSBS「メール

の添付画像を見る」S%SBS「スラ

イドショー」S%SBS下記の操作

くり返さずに再生する
「繰り返し」S%S「Off」S%S$

スライドショー動作中も照明を消灯する
「バックライト常時点灯」S%S「Off」
S%S$　
.「Off」にすると「照明の点灯時間」の設定

内容に従って動作します。

添付画像を楽とも
リンク画面の画像
に設定したい

O／P／QSBS「メールの添付画

像を見る」S%Sc／d画像選択S
BS「楽とも画像へ設定」S%

送受信履歴画面の
表示を更新したい

O／P／QS「メールの一覧」S%S
BS「メール管理」S%S「メールの

一覧を更新」S%
.更新すると、楽ともボタン登録以前のメール

のやりとりが反映されます。

送受信履歴を消去
したい

O／P／QS「メールの一覧」S%S
BS「メール管理」S%S「メールの

一覧を消去」S%S「はい」S%
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メールグループ

メールグループの
名前を変更したい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「メールグループの

設定」S%Sメールグループ選択SB
S「グループ名編集」S%Sグループ名

入力S%S「はい」S%

メールグループ／
メンバーを削除し
たい

/%S「メール機能」S%S
「メールの各種設定をする」S%S「メー

ルグループの設定」S%Sメールグルー

プ選択S下記の操作

メールグループを削除する
BS「削除」S%S「はい」S%

メンバーを削除する
%Sメンバー選択SBS「削除」S%
S「はい」S%SA
.メンバーを削除しても、元の電話帳は削除さ

れません。

メールグループの
メンバーを変更し
たい

%S「メール機能」S%S「メールの各

種設定をする」S%S「メールグループの

設定」S%Sメールグループ選択S%
Sメンバー選択SBS「変更」S%S
電話帳選択S%S電話番号／メールアド

レス選択S%S「はい」S%SA
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メール送信

3 本文が入力できない／ファイルが
添付できない

.添付ファイル数が多いときや容量

が大きいときは、本文に入力でき

る文字数が減ることがあります。

また、本文の文字数が多いときは、

添付できるファイル数や容量が減

ることがあります。

3 お知らせに「送信失敗」が表示さ
れた

.再送するときは、次の操作を行い

ます。

「送信失敗」S%Sメール選択

S%S%S%SA

3 自動再送されない

.３回続けて送信に失敗したメール

は以降自動再送されません。

3 送信詳細が反映されない

.送信詳細で設定した内容は、作成

中のメールだけに有効です。また、

受信側の機種やメールアプリに

よっては、動作しないことがあり

ます。

3 送信済みメールが取り消せない

.文章が短いときは、取り消せない

ことがあります。

.SMSのときは操作できません。

メール受信／確認

3 受信時に着信音や振動が動作しな
いメールがある

.相手側で「優先度」が「低」に設

定されているメールは着信音、振

動が動作しません。

.迷惑メールのときは、動作しませ

ん。

3 返信要求のメッセージが表示され
た

.返信するときは、「はい」を選び

%を押します。返信すると、メッ

セージは表示されなくなります。

3 フィーリングメールが動作しない

.電話帳で着信時の動作を設定し

ているときは、そちらが優先され

ます。

.迷惑メールに設定されていると

きは、フィーリングメールが動作

しません。

メール管理／利用

3 メールが受信できない

.「 」が表示されていませんか。

このときは、メールの容量が不足

しています。不要なメールを削除

してください。（AP.5-25）
.「圏外」が表示されていませんか。

電波の届く場所に移動してくださ

い。

3 写メールが送信できない

.S!メールなどの契約をしていない

相手には、送信できません。また、

S!メール以外に対応している携帯

電話では、受信できるデータ容量

が異なることがあります。相手の

受信環境などを確認してくださ

い。

3 動画を送信できない

.相手はS!メール／VGSメール／

MPEG-4に対応していますか。S!
メール／VGSメール／MPEG-4非
対応のソフトバンク携帯電話に、

動画は送信できません。
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本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手

軽にインターネットを楽しむことができます。
.インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワー

ク自動調整を行ってください。

.インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクモ

バイルホームページ」（AP.16-22）を参照してください。

.海外では、Yahoo!ケータイを利用できません。

インターネットのしくみ インターネット全般：P.6-8

. .

SSL TLS

A

Yahoo!

セキュリティで保護されている情報画
面を表示するとき
.確認画面が表示されます。「はい」を

選び%を押すと、情報画面が表示さ

れます。

.セキュリティで保護されている情報

画面を表示する場合、お客様は自己の

判断と責任においてSSL／TLSを利用

することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSL／TLSの利用に

際し、ソフトバンクおよび認証会社

である日本ベリサイン株式会社、サ

イバートラスト株式会社、エントラ

ストジャパン株式会社、GMOグロー

バルサイン株式会社、RSAセキュリ

ティ株式会社、セコムトラストシス

テムズ株式会社、株式会社コモドジャ

パンは、お客様に対しSSL／TLSの安

全性などに関して何ら保証を行うも

のではありません。万一、何らかの

損害がお客様に発生した場合でも一

切責任を負うものではありませんの

で、あらかじめご了承ください。
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Yahoo!ケータイのメインメニューか

ら情報画面を表示します。
.通信やサーバーなどの状態によっては、

情報画面を表示できないことがありま

す。

1AS通信開始

情報画面
.Yahoo!ケータイのメインメニュー
が表示されます。

.通信中にAを押すと、中止でき
ます。

2項目選択S%
.選んだ項目の情報画面が表示され
ます。

.このあと2をくり返し、閲覧して
ください。

3"S「はい」S%
S閲覧終了

1%S「楽しい機能」S%
S「Yahoo!ケータイを使う」

S%S「過去に見たホーム

ページの一覧」S%

2履歴選択S%S通信開始

.情報画面が表示されます。

3"S「はい」S%
S閲覧終了

1%S「楽しい機能」S%
S「Yahoo!ケータイを使う」

S%S「URLを入力する」

S%　

2 URL入力S%S通信開始

.情報画面が表示されます。

3"S「はい」S%
S閲覧終了

Yahoo!ケータイに接続する インターネット接続：P.6-9

メインメニューから接続する

カーソル

前の画面を表示するとき
【情報画面】AS前の画面表示

,元の画面に戻るときは、次の操作を

行います。

【情報画面】BS「進む」S%
Yahoo!ケータイのメインメニューに
戻るとき
【情報画面】BS「Yahoo!ケー

タイ」S%　

接続時に認証を要求されたとき
.認証が必要な情報画面に接続すると

きは、次の操作を行います。

ユーザーID／パスワード入力S%
SA　

直接メニューリストに接続するとき
.Yahoo!ケータイのさまざまなコンテ

ンツやサービスに一覧からアクセス

できる「メニューリスト」を表示す

るときは、次の操作を行います。

%S「楽 し い 機 能」S%S
「Yahoo!ケータイを使う」S%S
「メニューリストに接続する」S%

閲覧履歴から接続する

URLを入力して接続する
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Y
ahoo!ケータイ

本機は、データをダウンロードしなが

ら再生できる「プログレッシブダウン

ロード」に対応しています。
.データは、再生後に保存できます。（た

だし、著作権で保護されているデータ

は、保存できません。）

.一時停止中もパケット通信料が発生し

ます。

1情報画面で音楽／動画選択

S%　

.再生が始まります。

ダウンロード中の音楽／動画再生 再生を一時停止するとき
再生中に%（一時停止）

,一時停止中も、ダウンロードは継続

されます。

,一時停止中に%を押すと、再生が

再開します。

再生を中止するとき
再生中に$

,再生を中止しても情報画面が表示さ

れ、ダウンロードは継続されます。

（ダウンロード中に%を押すと、再

生が再開します。）

ダウンロードを中止するとき
再生中に$S情報画面表示S$
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隠れている部分があるときは、a／

bを押すと、隠れている部分が表示

されます。
.a／bを長く押すと、連続でスク

ロールされます。

情報画面によっては、画面が分割され

ていることがあります。（フレーム）

このとき9を長く押すと、操作でき

るフレームが切り替わります。

タブを利用して、複数の情報画面を切

り替えて表示します。

■新しいタブを開く

1情報画面で項目選択SB
S「画面メニュー」S%

2「新しい画面で開く」S%

■タブを切り替える

1タブ表示中に(（長く）

Sタブ選択S%

情報画面の操作のしかた 情報画面での操作：P.6-9

画面を切り替える

隠れている部分を表示する（スクロール）

b
Y

分割画面を切り替える（フレーム）

選択したフレームだけを表示するとき
【情報画面】フレーム選択SBS
「便利機能」S%S「フレームイ

ン」S%
,元の表示に戻すときは、$を押し

ます。

フレーム

複数の画面を切り替えて見る（タブ）

タブを閉じるとき
タブ表示中に(（長く）Sタブ選択

S%SBS「画面メニュー」S
%S「選択中の画面を閉じる」／

「他の画面をすべて閉じる」S%

タブ
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画面操作

情報画面では、文字を入力すること

や、項目の選択／実行を行うことがで

きます。

1情報画面で文字入力欄選択

S%　

2文字入力S%
.情報画面に戻ります。

1情報画面でメニュー欄選択

S%　

2項目選択S%

■選択ボタンを利用する
ラジオボタン（ ）やチェックボック

ス（ ）で項目を選びます。

1情報画面でボタン選択S%

.「 （ ）」が「 （ ）」に変わり
ます。

■実行ボタンを利用する
入力情報の送信やリセットなど、動作

が設定されたボタンを利用します。

1情報画面でボタン選択S%
.設定された動作が実行されます。

その他情報画面の操作について

文字入力欄

選択ボタン

メニュー欄

実行ボタン

文字を入力する

以前入力した文字を呼び出すとき
（インプットメモリ）

【情報画面】文字入力欄選択S%S
BS「文字列の挿入」S%S「イ

ンプットメモリ」S%S文字列選

択S%

メニューを選択する

複数項目を選択できるメニューのとき
.選択する項目をすべて選んだあと、

$を押します。

ボタンを利用する
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サイトをブックマークに登録しておく

と、簡単な操作で情報画面に接続でき

ます。

1情報画面でB
S「ブックマーク」S%
S「＜新規登録＞」S%

2 URL確認（修正）S%

3タイトル確認（修正）S%

4「登録」S%

1%S「楽しい機能」S%
S「Yahoo!ケータイを使う」

S%S「ブックマークを開く」

S%　

2ブックマーク選択S%
.情報画面が表示されます。

情報画面を画面メモに登録しておく

と、インターネットに接続せずに表示

できます。

.画面によっては、登録できないことが

あります。

1情報画面でBS「画面メモ」

S%S「登録」S%

2タイトル確認（修正）S%

1%S「楽しい機能」S%
S「Yahoo!ケータイを使う」

S%S「画面メモを見る」

S%　

2画面メモ選択S%

.情報画面が表示されます。

よく利用するサイトを登録する ブックマーク／画面メモ：P.6-11

ブックマークを利用する

ブックマークに登録する

ブックマークで情報画面を表示する

情報画面からブックマークを利用する
とき
【情報画面】BS「ブックマーク」

S%Sブックマーク選択S%

画面メモを利用する

画面メモに登録する

登録した情報画面を表示する

情報画面から画面メモを利用するとき
【情報画面】BS「画面メモ」S
%S「一覧表示」S%S画面メ

モ選択S%
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■文字サイズ

■一時的な情報の消去

■セキュリティ

インターネット全般

情報画面の文字サ
イズを事前に変更
したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「文字サイズを

設定する」S%S文字サイズ選択S%

一時保存用メモリの
情報（キャッシュ）を
消去したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「一時的な情報を消去する」S%S

「キャッシュ消去」S%S「はい」S%

サーバー側のお客様
識別情報（Cookie）
を消去したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「一時的な情報を消去する」S%S

「Cookie消去」S%S「はい」S%

以前入力したユー
ザー ID／パスワー
ドを消去したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「一時的な情報を消去する」S%S

「認証情報消去」S%S「はい」S%

接続認証のための
情報（製造番号）を
自動的に送信しな
い

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「セキュリティの設定を行う」S%
S「製造番号通知」S%S「Off」S%

リンク元をサー
バーに通知しない

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「セキュリティの設定を行う」S%
S「Referer送出」S%S「送出しない」

S%　

お客様識別情報
（Cookie）の許可／
不許可を設定した
い

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「セキュリティの設定を行う」S%
S「Cookie設定」S%S設定内容選択

S%　

セキュリティ保護
情報画面移動時に
確認画面を表示し
ない

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「セキュリティの設定を行う」S%
S「セキュア接続表示」S%S「表示し

ない」S%

あらかじめ登録さ
れている電子証明
書を確認したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「セキュリティの設定を行う」S%
S「ルート証明書表示」S%S証明書選

択S%

入力したユーザー
ID／パスワードの
保持期間を変更し
たい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「セキュリティの設定を行う」S%
S「認証情報保持設定」S%S保持期間

選択S%
.「ブラウズ中保持」ではインターネット終了

まで、「On」では電源を切ったあとも認証

情報が保持されます。

.サイトによっては、認証情報が保持できない

ことがあります。
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■初期化

■URL入力

■閲覧履歴

ブラウザの設定や
ブックマーク、画
面メモなどをお買
い上げ時の状態に
戻したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「ブラウザの設定を初期化する」S
%S「はい」S%

設定内容や登録内
容をお買い上げ時
の状態に戻したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「詳しい設定」S
%S「ブラウザを購入時の状態にする」

S%S「はい」S%

インターネット接続

以前入力したURL
を利用したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「URLを入力す

る」S%SBS「URL入力履歴」S%
SURL選択S%S%

閲覧履歴を削除し
たい

/%S「楽しい機能」S%S
「Yahoo!ケータイを使う」S%S「過去

に見たホームページの一覧」S%S下記

の操作

１件削除する
履歴選択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%

閲覧履歴をドメイ
ン順に並べ替えた
い

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「過去に見たホー

ムページの一覧」S%SBS「並べ替

え」S%S「ドメイン順」S%

閲覧履歴をメール
で送信したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「過去に見たホー

ムページの一覧」S%S履歴選択SB
S「URLをメールで送る」S%S「S!メー

ル」／「SMS」S%Sメール作成S%
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

情報画面での操作

文字列をコピーし
たい

情報画面でBS「テキストコピー」S%
S開始文字選択S%S終了文字選択S%

Web検索を利用し
たい

情報画面でBS「便利機能」S%S
「Web検索」S%S検索文字列入力S%

情報画面内の文字
列を検索したい

情報画面でBS「便利機能」S%S「検

索」S%S検索文字列入力S%
.検索結果が複数のときは、%を押すと次の

結果が表示されます。

文頭／文末に移動
したい

情報画面でBS「便利機能」S%S
「ページ内ジャンプ」S%S「文頭」／

「文末」S%
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情報画面内の文字
列を利用したい

電話をかける
情報画面で電話番号選択S%S「電話を

かける」／「テレビ電話をかける」S%

メールを送信する
情報画面で電話番号／メールアドレス選択

S%S「メールを送る」S%S「S!メー

ル」／「SMS」S%Sメール作成S%
.メールアドレスを選んだときは、「S!メール」

または「SMS」を選び%を押す必要はあり

ません。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

電話帳に登録する
情報画面で電話番号／メールアドレス選択

S%S「電話帳に登録する」S%S「新

規登録」S%S必要項目入力S「内容確

認して登録する」S%S%
.「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加

できます。

情報画面の詳細情
報を確認したい

情報画面でBS「便利機能」S%S「詳

細情報表示」S%S表示内容選択S%

情報画面のURLを
メールで送信した
い

情報画面でBS「URLをメールで送る」

S%S「S!メール」／「SMS」S%S
メール作成S%
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

画像などのデータ
を保存したい

/情報画面でBS「ファイル保

存」S%S下記の操作

情報内のデータを保存する
ファイル選択S%S「保存」S%Sファ

イル名入力S%S「ここに保存」S%
.背景画像のある情報画面のときは、ファイル

を選ぶ前に、「ファイル保存」を選び%を

押す必要があります。

.ファイルによっては、自動的に保存されるこ

とがあります。

.電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確

認してから操作してください。

背景画像を保存する
「背景画像保存」S%S「保存」S%S
ファイル名入力S%S「ここに保存」S
%　

情報画面を更新し
たい

情報画面でBS「更新」S%
.画面メモの情報画面で操作しても、 新の内

容に更新されます。

情報画面の文字化
けを解消したい

情報画面でBS「設定」S%S「文字

コードを変換する」S%S文字コード選

択S%

情報画面での操作
を確認したい

情報画面でBS「ヘルプ」S%

情報画面の文字サ
イズを変更したい

情報画面で3（長く）：拡大／1（長く）：

縮小
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■ブックマーク

ブックマーク／画面メモ

ブックマークを削
除したい

/%S「楽しい機能」S%S
「Yahoo!ケータイを使う」S%S「ブッ

クマークを開く」S%S下記の操作

１件削除する
ブックマーク選択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%

ブックマークのタ
イトルを変更した
い

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「ブックマーク

を開く」S%Sブックマーク選択SB
S「確認・編集」S%S「タイトル：」S
%Sタイトル入力S%SA

ブックマークのURL
を編集したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「ブックマーク

を開く」S%Sブックマーク選択SB
S「確認・編集」S%S「URL：」S%
SURL編集S%SA

ブックマークのURL
をメールで送信した
い

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「ブックマーク

を開く」S%Sブックマーク選択SB
S「送信」S%S「メール本文に挿入」S
%S「S!メール」／「SMS」S%Sメー

ル作成S%
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

ブックマークを並
べ替えたい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「ブックマーク

を開く」S%Sブックマーク選択SB
S「並べ替え」S%S移動先選択S%

ブックマークを
フォルダで管理し
たい

/%S「楽しい機能」S%S
「Yahoo!ケータイを使う」S%S「ブッ

クマークを開く」S%S下記の操作

フォルダを作成する
BS「フォルダ作成」S%Sフォルダ

名入力S%

フォルダに移動する
ブックマーク選択SBS「移動」S%
S移動先選択S%S「移動」S%

フォルダからブックマークを出す
フォルダ選択S%Sブックマーク選択S
BS「移動」S%S「移動」S%

フォルダ名を変更する
フォルダ選択SBS「フォルダ名変更」

S%Sフォルダ名入力S%

フォルダ内のブックマークをすべて削除する
フォルダ選択S%Sブックマーク選択S
BS「フォルダ内全件削除」S%S「は

い」S%

フォルダを削除する
フォルダ選択SBS「削除」S%S「は

い」S%
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■画面メモ

画面メモを削除し
たい

/%S「楽しい機能」S%S
「Yahoo!ケータイを使う」S%S「画面

メモを見る」S%S下記の操作

１件削除する
画面メモ選択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%

画面メモのタイト
ルを変更したい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「画面メモを見

る」S%S画面メモ選択SBS「タイ

トル変更」S%Sタイトル入力S%

画面メモ一覧を並
べ替えたい

%S「楽しい機能」S%S「Yahoo!
ケータイを使う」S%S「画面メモを見

る」S%S画面メモ選択SBS「並べ

替え」S%S移動先選択S%　
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インターネット接続／情報入手

3 画面下部のバーについて

.通信中、画面下部にバーが表示さ

れます。バーの横には送信データ

サイズ（緑）／受信データサイズ

（赤）が表示されます。

情報画面／画面操作

3 情報画面が一部表示されない

.タブ利用時には情報画面が一部表

示できないことがあります。不要

な情報画面を閉じて閲覧すること

をおすすめします。

3 情報画面の文字が重なる

.パソコンでよく使われる文字サイ

ズを基準に作成されているサイト

ではありませんか。このときは、

文字サイズを「 小」にすると、

パソコンに近い表示になります。

ブックマーク

3 新規登録できない

.ブックマークを 大件数まで登録

しているときは、「＜新規登録＞」

が選べなくなります。不要なブッ

クマークを削除してください。
6-13
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デジタルテレビ
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本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。
.海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

デジタルテレビについて

. a b c d
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デジタルテレビ

.自転車やバイク、自動車などの運転中

は、テレビを利用しないでください。

周囲の音が聞こえにくく、映像や音声

に気をとられるため、交通事故の原因

となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話

の使用は罰則の対象となります。

（2004年11月１日改正施行）〕

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご

注意ください。踏切や横断歩道などで

は特にご注意ください。

.充電しながらテレビを利用するときに

ACアダプタのコードをアンテナに近づ

けると、映像に影響を与えることがあ

ります。

.テレビ利用中に通話／メール受信した

り、他の携帯電話などに近づけると、

テレビの映像や音声に影響を与えるこ

とがあります。

.電波の受信状況が悪い次のような場所

では、テレビが正常に利用できないこ

とがあります。

,放送局から遠い地域または放送局か

ら極端に近い地域

,山間部やビルの陰

,移動中の電車や自動車の中

,高圧線、ネオン、無線局の近くなど

,線路や高速道路の近くなど

,その他、妨害電波が多かったり、電

波が遮断されたりする場所

本機のテレビ受信用のアンテナは、画

面側に内蔵されています。テレビを視

聴するときは、オープンポジションに

して受信感度のよい方向に向けてくだ

さい。

テレビ利用時のご注意 テレビ受信用アンテナについて
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デジタルテレビ

はじめてテレビを起動したとき、視聴

する地域に合わせて、自動的にチャン

ネルが設定されます。

1(（長く）

.設定が終了すると、チャンネル一
覧が表示されます。

2%　

.このあとテレビが起動します。

チャンネルを設定する チャンネル設定：P.7-8

受信地域を設定するとき
(（長く）SBS「チャンネル

設定」S%S「地域の設定」S%
S地域選択S%S都道府県選択S
%S地区選択S%S%
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デジタルテレビ

チャンネル設定が済んでいる状態での

視聴方法を説明します。

1(（長く）

テレビ画面

2ダイヤルボタンで選局

.１局ずつ選局するときはa／
b、感度のよいチャンネルを自
動的に選局するときはa／b
を長く押します。

3"S「はい」S%
Sテレビ終了

.パネルを表示すると、画面右側にテレ

ビ視聴中のボタンのはたらきが表示さ

れます。

※棒の数が多いほど受信状態が良好で

す。

.画面によっては、マークの位置が変わ

ることがあります。

テレビを視聴する テレビ視聴：P.7-8

テレビ視聴中に着信があると
.!を押すと、電話に出られます。

テレビ視聴中にメールを受信すると
.メール通知音と画面表示で受信をお

知らせします。

テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示 B　

パネル表示On／Off A　

音量調節 c／d

パネルの見かた

1 放送局名 4 テレビ受信状態※

2 チャンネル 5 ボタンのはたらき

3 番組名

1

2

3

4

5
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デジタルテレビ

現在視聴中の番組（および後続の番

組）の詳しい情報を確認できます。

1テレビ画面で%

2番組選択S%
.テレビ画面に戻るときは、$を
２回押します。

横画面視聴時に画面の一部（９分割し

た１つ分）を一時的に拡大することが

できます。（横画面部分拡大）
.視聴方法によっては、利用できないこ

とがあります。

1テレビ画面で1～9（長く）

.各ボタンは次の場所に対応してい
ます。

設定した時間が経過したあと、自動的

にテレビを終了させることができま

す。（おやすみタイマー）

1%S「楽しい機能」S%

2「テレビを見る」S%
S「テレビの設定」S%

3「おやすみタイマーを設定する」

S%S時間選択S%

番組情報を取得する 画面の一部分を拡大する

3（左上）6（中央上） 9（右上）

2（左） 5（中央）8（右）

1（左下）4（中央下） 7（右下）

おやすみタイマーを設定する
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デジタルテレビ

番組に関連した情報などを入手した

り、番組に参加したりすることができ

ます。
.データ放送を利用するときは、縦画面

での視聴となります。

1テレビ画面でB
S「画面や音の設定」S%

2「視聴画面の設定」S%
S「映像＋データ放送」S%

.画面下部にデータ放送が表示され
ます。（データ放送視聴画面）

データ放送を利用する データ放送：P.7-9

データ放送利用時の通信料について
.データ放送を見る（放送で情報を受

信する）ときは、通信料はかかりま

せん。インターネットを利用したサー

ビスを利用するときに通信料がかか

ります。

.テレビ起動後はじめて通信料が発生

するときは、確認画面が表示されま

す。了解すれば、以降チャンネルを

変えるまでは通信料が発生しても確

認画面は表示されませんので、ご注

意ください。

a／bの役割を切り替えるとき
.データ放送視聴画面でAを押すと、

a／bの役割が「音量操作」⇔

「データ操作」と切り替わります。

,「データ操作」設定時、a／bで

データ放送内の項目を選び%を押

すと、番組の情報を入手したり、番

組に参加したりすることができま

す。
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チャンネル設定

番組の受信サービ
スを切り替えたい

テレビ視聴中にBS「チャンネル設定」

S%S「サービス選局」S%S受信サー

ビス選択S%
.受信サービスが選択できる番組で操作できま

す。

テレビ視聴

映像の明るさを変
更したい

テレビ視聴中にBS「画面や音の設定」

S%S「明るさの設定」S%Sc／

dS%　

テレビ画面の表示
を変更したい

テレビ視聴中にBS「画面や音の設定」

S%S「視聴画面の設定」S%S項目

選択S%

音の効果を変更し
たい

テレビ視聴中にBS「画面や音の設定」

S%S「音の種類の設定」S%S効果

選択S%

テレビ画面での操
作を確認したい

テレビ視聴中にBS「操作説明を見る」

S%　

テレビの音声をス
ピーカーで聴きた
い

%S「楽しい機能」S%S「テレビを

見る」S%S「テレビの設定」S%S
「イヤホンを差したときの出力先」S%S
「スピーカー」S%

字幕の設定を変更
したい

/テレビ視聴中にBS「字幕／

音声設定」S%S「字幕の設定」S%S
下記の操作

常に字幕を表示する
「On」S%

字幕を表示しない
「Off」S%

音声の設定を変更
したい

/テレビ視聴中にBS「字幕／

音声設定」S%S「音声の設定」S%S
下記の操作

副音声を聴く
「副」S%

主音声と副音声の両方を聴く
「主＋副」S%



7-9

応用操作

テ
レ
ビ

7

■データ放送設定
.データ放送を利用しているときに有効です。

■テレビリンク

データ放送

データ放送を全画
面で表示したい

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「全画面で表示」S%
.テレビ画面に戻るときは、Aを押します。

データ放送のトッ
プページに戻りた
い

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「トップに戻る」S%

データ放送の画像
の保存先を本体に
したい

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「画像保存先設定」S%S「本

体メモリ」S%

インターネット接
続時に確認画面を
表示しない

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「通信確認設定」S%S「Off」
S%　

位置情報を利用す
るかどうか設定し
たい

/テレビ視聴中にBS「データ

放送設定」S%S「位置情報利用」S%
S下記の操作

位置情報を常に利用する
「On」S%

位置情報を常に利用しない
「Off」S%

製造番号などの情
報を送信しない

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「製造番号利用」S%S「Off」
S%　

データ放送時に保
存された情報を削
除したい

/テレビ視聴中にBS「データ

放送設定」S%S「放送局メモリ削除」

S%S下記の操作

放送局ごとに削除する
放送局選択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%

データ放送や関連
情報へのリンクを
登録したい

データ放送視聴中に「テレビリンク登録」

などの項目選択S%
.操作方法や項目名は番組によって異なりま

す。データ放送内の情報を参照してください。

登録したテレビリ
ンクを利用したい

テレビ視聴中にBS「テレビリンク」S
%Sテレビリンク選択S%
.テレビリンクを利用すると、通信料がかかる

ことがあります。

テレビリンクの詳
細情報を確認した
い

テレビ視聴中にBS「テレビリンク」S
%Sテレビリンク選択SBS「詳細情

報」S%

テレビリンクを削
除したい

/テレビ視聴中にBS「テレビ

リンク」S%S下記の操作

１件削除する
テレビリンク選択SBS「１件削除」S
%S「はい」S%

すべて削除する
BS「全件削除」S%S「はい」S%
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テレビ視聴

3 テレビが起動できない

.電池残量が少なくなっていません

か。電池残量が不足しているとテ

レビを起動できません。電池パッ

クを充電するか、充電されている

予備の電池パックと交換してくだ

さい。

3 テレビが視聴できない

.テレビ受信状態は良好ですか。テ

レビ電波の強度を表す棒が多く表

示される場所まで移動してくださ

い。（通信用の電波が届く場所で

あっても、テレビの電波が届く場

所でなければ、テレビは視聴でき

ません。）

.本機をしばらく使っていなかった

のではありませんか。ネットワー

ク自動調整を行ってください。

.ソフトバンクの契約を解除してい

ませんか。ソフトバンクの契約を

解除したとき、テレビは視聴でき

ません。
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本機には静止画／動画（ビデオ）が撮影できるカメラが付いています。

カメラについて

カメラ利用時のご注意
.レンズカバーに指紋や油脂が付くと

ピントが合わなくなります。乾いた

柔らかい布などできれいにふいてお

使いください。

.カメラは非常に精密度の高い技術で

作られていますが、常時明るく見え

る画素や暗く見える画素があります

ので、ご了承ください。

.本機を温かい場所に長時間置いてい

たあとで、撮影したり画像を保存し

たときは、画像が劣化することがあ

ります。

.カメラ部分に直射日光が長時間当た

ると、内部のカラーフィルターが変

色して、画像が変化することがあり

ます。

.電池残量が不足しているときは、動

画撮影ができません。また動画撮影

中に電池残量が不足したときは、カ

メラが中断されます。このときは、

電池パックを充電するか、充電され

ている予備の電池パックと交換して

ください。

.
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カメラ

撮影画面では、カメラの設定や状態を

表すマークが画面上部に表示されま

す。

撮影画面のマークの見かた

静止画撮影画面で表示されるマーク

1 保存可能件数 4 保存先

2 写真の大きさ 5 明るさ

3 撮影方法

1

3

4

2 5

動画撮影画面で表示されるマーク

1 ビデオの大きさ 3 保存先

2 撮影方法 4 明るさ

1 3

2 4

自動終了について
.カメラ起動後、画像を撮影する前に

しばらく何も操作しないでおくと、自

動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について
.撮影時には、マナーモード設定やそ

の他の設定にかかわらず、一定の音

量で撮影音やセルフタイマー音が鳴

ります。これらの音を消したり、音

量を変更することはできません。



静止画撮影
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1bS「写真を撮る」S%
S被写体を画面に表示

静止画撮影画面

2%　

静止画確認画面
.撮影音が鳴り、静止画が撮影され
ます。（撮影をやり直すときは、
$を押します。）

3%　

.静止画が保存され、静止画撮影画
面に戻ります。

.保存した静止画を確認するとき
は、13章「ファイルを確認する」
を参照してください。（静止画撮
影画面から確認することもできま
す。）

4"Sカメラ終了

■撮影画面でできるおもな操作

※写真の大きさによっては、調整できな

いことがあります。

静止画を撮影する 静止画撮影：P.8-9

撮影した静止画を写メールで送るとき
【静止画確認画面】ASメール作

成S%
ビデオに切り替えるとき
【静止画撮影画面】BS「ビデオ

を撮る」S%

ズーム調整※ a／b

ヘルプ（説明）表示 A　

明るさ調整 c／d



動画（ビデオ）撮影
8-5

カ
メ
ラ

8

1bS「ビデオを撮る」

S%　

動画撮影画面

2被写体を画面に表示S%
.撮影開始音が鳴り、撮影が始まり
ます。（撮影をやり直すときは、
$を押します。）

3%　

動画保存画面
.撮影終了音が鳴り、撮影が終了し
ます。（撮影をやり直すときは、
$を押します。）

4「保存」S%
.動画が保存され、動画撮影画面に
戻ります。

.保存した動画を確認するときは、

13章「ファイルを確認する」を
参照してください。（動画撮影画
面から確認することもできます。）

5"Sカメラ終了
■撮影画面でできるおもな操作

動画（ビデオ）を撮影する 動画（ビデオ）撮影：P.8-9

撮影した動画を保存前に確認するとき
4で「撮影したビデオを見る」S%

撮影した動画をムービー写メールで送
るとき

4で「送信」S%S「メール添付」

S%Sメール作成S%
,撮影サイズや相手の機種によって

は、正しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると
.着信を受けても、撮影した動画は消

去されません。通話などを終えると、

撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると
.撮影は中止されます。（途中までの撮

影内容は保存されます。）

写真に切り替えるとき
【動画撮影画面】BS「写真を撮

る」S%

ズーム調整 a／b

ヘルプ（説明）表示 A　

明るさ調整 c／d
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1静止画撮影画面でB
S「写真を見る」S%

2確認する静止画選択S%

静止画表示画面

1動画撮影画面でB
S「ビデオを見る」S%

2確認する動画選択S%

動画再生画面

以前撮影した画像を確認する

静止画を確認する

静止画を拡大するとき
【静止画表示画面】%

静止画表示画面での操作を確認するとき
【静止画表示画面】0

動画を確認する

動画を再生／一時停止するとき
【動画再生画面】%（押すたびに

一時停止⇔再生）

動画再生画面での操作を確認するとき
【動画再生画面】0
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.撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

1静止画／動画撮影画面でB
S「セルフタイマー」S%

2秒数選択S%

3被写体を画面に表示S%
.設定した時間を過ぎると撮影（動
画は撮影が開始）されます。

.動画の撮影を終了するときは、
%を押します。

.以降の操作は、通常の静止画／動
画撮影と同様です。

連写撮影には次の種類があります。

1静止画撮影画面でB
S「撮影方法で選ぶ」S%

2「連写撮影」S%

3連写の種類選択S%

4被写体を画面に表示S%
.連写撮影が始まります。撮影が終
わると、「高速連写」、「９枚連写

（壁紙サイズ）」のときは分割画像
が、「４枚連写（VGA）」のとき
は 初に撮影された静止画が表示
されます。

5%　

.すべての静止画が保存されます。

いろいろな方法で撮影する

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマー動作中に撮影するとき
3のあと%

セルフタイマー動作中に着信や目覚ま
しの鳴動などがあると
.撮影は中止されます。（セルフタイ

マーは解除されません。）

連写撮影する（静止画）

高速連写
高速で連続撮影した９枚
の壁紙サイズの静止画を
作成

９枚連写
（壁紙サイズ）

連続撮影した９枚の壁紙
サイズの静止画を作成

４枚連写
（VGA）

連続撮影した４枚の普通
サイズの静止画を作成

撮影した静止画を確認するとき
4のあとc／d

連写の種類を変更するとき
3のあとBS「連写種類を変える」

S%S連写の種類選択S%S4

以降

通常の撮影方法に戻るとき
BS「通常撮影に切替え」S%
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特殊撮影

1%S「写真や音楽」S%

2「フレーム付きの写真を撮る」

S%　

3フレーム選択S%

4被写体を画面に表示S%
.静止画が撮影されます。
.%を押すと、静止画が保存され、
静止画撮影画面に戻ります。

1静止画撮影画面でB
S「すぐ撮り」S%

2被写体を画面に表示S%
.静止画が撮影されます。
.自動的に保存され、静止画撮影画
面に戻ります。

次のシーンを設定できます。

1静止画撮影画面でB
S「撮影方法で選ぶ」S%

2「シーンを選ぶ」S%

3シーン選択S%

4被写体を画面に表示S%
.静止画が撮影されます。
.%を押すと、静止画が保存され、
静止画撮影画面に戻ります。

1bS「壁紙用写真を撮る」

S%　

2被写体を画面に表示S%
.静止画が撮影されます。

3%　

.静止画が保存され、壁紙に設定さ
れます。

フレームを付けて撮影する（静止画）

フレームを変更するとき
3のあとBS「フレームを変える」

S%Sフレーム選択S%S4

通常の撮影方法に切り替えるとき
BS「通常撮影に切替え」S%

すぐに撮影する（静止画）

通常の撮影方法に戻るとき
BS「通常撮影に切替え」S%

環境に合わせて撮影する（静止画）

標準 ペット

人物 逆光

夜景 セピア

スポーツ モノクロ

テキスト 絵画風

シーンを変更するとき
3のあとBS「シーンを変える」

S%Sシーン選択S%S4

通常の撮影方法に戻るとき
BS「通常撮影に切替え」S%

壁紙用の写真を撮影する（静止画）
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.カメラの種類や設定状況によっては、設定できない項目も

あります。

.作成するメールの 大サイズによっては、設定できない項

目もあります。

静止画撮影

明るさを調整した
い

静止画撮影画面でBS「明るさ調整」S
%Sc／d明るさ調整

写真の大きさを設
定したい

静止画撮影画面でBS「写真の大きさ」

S%S設定する大きさ選択S%

あらかじめピント
を合わせた状態で
撮影したい（フォー
カスロック）

静止画撮影画面で!
.ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に

表示させた状態で操作してください。

.フォーカスロックを解除するときは、!を押

します。

保存先を設定した
い

静止画撮影画面でBS「保存の設定」S
%S「保存先設定」S%S保存先選択

S%　

撮影後の保存方法
を設定したい

静止画撮影画面でBS「保存の設定」S
%S「自動保存設定」S%S「自動的

に保存する」／「確認してから保存する」

S%　

動画（ビデオ）撮影

明るさを調整した
い

動画撮影画面でBS「明るさ調整」S%
Sc／d明るさ調整

長時間撮影したい 動画撮影画面でBS「撮影方法で選ぶ」

S%S「長時間撮影」S%

大きなサイズで撮
影したい

動画撮影画面でBS「ビデオの大きさ」

S%S「大きなサイズ」S%

画質を変更したい 動画撮影画面でBS「画質の設定」S%
S画質選択S%

あらかじめピント
を合わせた状態で
撮影したい（フォー
カスロック）

動画撮影画面で!
.ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に

表示させた状態で操作してください。

.フォーカスロックを解除するときは、!を押

します。

保存先を設定した
い

動画撮影画面でBS「保存の設定」S%
S「保存先設定」S%S保存先選択S%

撮影後の保存方法
を設定したい

動画撮影画面でBS「保存の設定」S%
S「自動保存設定」S%S「自動的に保

存する」／「確認してから保存する」S%
8-9
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音楽／

動画（ビデオ）
音楽／動画（ビデオ）................... 9-2
音楽／動画（ビデオ）について ....9-2

音楽再生 ...................................... 9-4
音楽を再生する.............................9-4

動画（ビデオ）再生 .................... 9-5
動画（ビデオ）を再生する ...........9-5

音楽／動画（ビデオ）管理 .......... 9-6
再生リストを利用する.................. 9-6

応用操作 ...................................... 9-7
こんなときは ............................. 9-10
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音楽や動画（ビデオ）をインターネットに接続して入手したり、パソコンから取り込んで利用することができます。

音楽／動画（ビデオ）について

音楽／動画再生時のご注意
.データ状態や保存方法、メモリカー

ドの状態によっては、本機で再生で

きない音楽／動画があります。

.再生中に電話がかかってきたとき、再

生は停止します。

.電池残量が不足しているときは、再

生できません。また、再生中に電池

残量が不足すると、再生は中止され

ます。

.スピーカーで再生するとき、再生す

る音楽／動画や再生音量によっては、

ひずんだように聴こえることがあり

ます。このときは、再生音量を下げ

てください。

着信音／効果音についてのご注意
.パソコンから取り込んだファイルは、

着信音や効果音には、設定できませ

ん。
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）
音楽／動画（ビデオ

インターネットに接続して音楽／動画

を入手（ダウンロード）します。
.提供サイトの情報（料金や有効期限な

どの詳細）を必ず確認のうえ、利用し

てください。

1%S「楽しい機能」S%

2「音楽を聴く」S%

3「楽曲をインターネットで探す」

S%　

.このあと、ジャンルなどを選び、
ダウンロードしてください。

1%S「楽しい機能」S%

2「ビデオを見る」S%

3「ビデオをインターネットで

探す」S%　

.このあと、ジャンルなどを選び、
ダウンロードしてください。

.ファイル形式を変換できるソフトウェ

アが必要です。

.ソフトウェアの仕様や使用方法につい

ては、ソフトウェア提供各社のホーム

ページなどでご確認ください。

.当社では、特定のソフトウェアの動作

保証はしておりません。

.USBケーブルはオプション品です。

パソコン内の音楽を、本機で利用でき

る形式（AP.16-21）に変換し、メ

モリカードの該当するフォルダに保存

してください。（AP.16-23）
.あらかじめ、USBドライバをパソコン

にインストールしておく必要があり

ます。

.パソコンからメモリカードを操作す

るときは、「パソコンと接続して利用

する」（AP.14-6）を参照してくださ

い。

音楽／動画をダウンロードする

音楽をダウンロードする

動画をダウンロードする

音楽をパソコンから取り込む

パソコンから取り込んだファイルにつ
いて
.個人使用の目的だけでご使用くださ

い。

.パソコンソフトなどで作成された

ファイルは、再生できないことがあ

ります。

.著作権などの第三者知的財産権、その

他の権利を侵害しないようにご注意く

ださい。

AAC形式の音楽を取り込むとき



音楽再生
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1%S「楽しい機能」S%
S「音楽を聴く」S%

2「再生リストを選んで聴く」

S%Sタブ（フォルダ）選択

音楽再生リスト画面

3「すべての音楽」S%

4再生する音楽選択S%

音楽再生画面
.ジャケット画像対応の着うたフ
ル®を再生したときは、画像が表
示されます。

※ボタンを離した時点から再生します。

音楽を再生する 音楽再生：P.9-7

音楽を聴きながら他の機能を利用する
とき

4のあと$／"
,このあと再生を中止するときは、待

受画面で次の操作を行います。

"S「はい」S%
再生する音楽を検索するとき

3のあとBS「検索」S%S検

索文字入力S%
歌詞表示対応の音楽を再生したとき
.Aを押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできるおもな操作

再生中の音
楽をはじめ
から聴く

c（長く：巻戻し※、
２回連続：前の音楽へ）

次の音楽を
聴く

d（長く：早送り※）

音量下げる b（長く：消音）

音量上げる a（消音時：音を出す）

一時停止 %　

再生終了 一時停止中に$
ヘルプ表示 0　

音楽再生画面の見かた

1 曲名（タイトル）6 再生経過時間

2 アーティスト名 7 音量

3 曲番号 8 URL接続情報あり

4 動作状態 9 音響効果

5 再生モード

1

3

2

9
8

6

5
4

7
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1%S「楽しい機能」S%
S「ビデオを見る」S%

2「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／

「本体」S%

動画再生リスト画面

3「すべてのビデオ」S%

4再生する動画選択S%

動画再生画面

5$S再生終了

.音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、

音楽再生中と同様に操作できます。

※ボタンを離した時点から再生します。

動画（ビデオ）を再生する 動画（ビデオ）再生：P.9-7

再生する動画を検索するとき
3のあとBS「検索」S%S検

索文字入力S%
再生中に目覚ましの設定時刻になると
.再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると
.画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおもな操作

再生中の動画を
はじめから見る

c（長く：巻戻し※、
２回連続：前の動画
へ）

次の動画を見る
d（一時停止中に長
く：コマ送り、長く：
早送り※）

ガイド表示切替 A　

ビデオサイズ切替 2　

動画再生画面の見かた

1 タイトル 6 再生経過時間

2 作者名 7 音量

3 ファイル番号 8 URL接続情報あり

4 動作状態 9 音響効果

5 再生モード

1

3

2

9
8

6

5
4

7



音楽／動画（ビデオ）管理
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再生リストとは、音楽／動画の再生す

る順番を記載したリストです。ジャン

ルやアーティスト別に音楽を管理した

り、お気に入りの音楽だけを聴きたい

ときなどに利用すると便利です。
.再生リストには、音楽／動画の保存場

所情報が記憶されます。音楽／動画そ

のものは、保存されません。

「すべての音楽」内の音楽を、「再生リ

スト１」に追加する方法を例に説明し

ます。

1%S「楽しい機能」S%
S「音楽を聴く」S%

2「再生リストを選んで聴く」

S%　

再生リスト画面

3「すべての音楽」S%
S音楽選択SB

4「リストに追加」S%
S「再生リスト１」S%
.音楽が追加されます。

1再生リスト画面で

再生リスト選択SB

2「リスト名編集」S%
S再生リスト名入力S%

再生リストを利用する 音楽／動画（ビデオ）管理：P.9-8

再生リストに音楽／動画を追加する 再生リストの名前を変更する
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音楽再生

前回の続きから再
生したい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「前回の続きから聴く」S%

経過時間を指定し
て再生したい

音楽再生中にBS「指定時間に移動」S
%S時間入力S%

インターネットに
接続したい

音楽再生中にBS「URL接続」S%S
「はい」S%

再生方法を変更し
たい

/音楽再生中にBS「繰り返し

の方法」S%S下記の操作

１曲をくり返し再生する
「１曲リピート」S%

すべての音楽をくり返し再生する
「全曲リピート」S%

順不同に再生する
「ランダム」S%

順不同にくり返し再生する
「ランダムリピート」S%

音質を変更したい 音楽再生中にBS「音響効果」S%S
効果選択S%

動画（ビデオ）再生

前回の続きから再
生したい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを見

る」S%S「前回の続きから見る」S%

経過時間を指定し
て再生したい

動画再生中にBS「指定時間に移動」S
%S時間入力S%

インターネットに
接続したい

動画再生中にBS「URL接続」S%S
「はい」S%

再生方法を変更し
たい

/動画再生中にBS「再生の設

定」S%S「繰り返しの方法」S%S
下記の操作

１つの動画をくり返し再生する
「１ファイルリピート」S%

すべての動画をくり返し再生する
「全ファイルリピート」S%

順不同に再生する
「ランダム」S%

音質を変更したい 動画再生中にBS「再生の設定」S%
S「音響効果」S%S効果選択S%

表示サイズを変更
したい

動画再生中にBS「再生の設定」S%
S「表示サイズ」S%S表示サイズ選択

S%　
9-7
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■音楽管理

音楽／動画（ビデオ）管理

再生リスト／再生
リスト内の音楽を
管理したい

/%S「楽しい機能」S%S「音

楽を聴く」S%S「再生リストを選んで

聴く」S%Sタブ（フォルダ）選択S下

記の操作

新しい再生リストを作成する
BS「リスト作成」S%Sリスト名入

力S%

再生リストを削除する
再生リスト選択SBS「再生リスト削除」

S%S「はい」S%

音楽を削除する
再生リスト選択S%S音楽選択SBS

「リストから削除」S%S「はい」S%

順番を変更する
再生リスト選択S%S音楽選択SBS

「リスト内移動」S%S移動位置選択S
%　

音楽の順番を並べ
替えたい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「再生リストを選んで聴く」S
%Sタブ（フォルダ）選択S「すべての

音楽」S%SBS「並べ替え」S%S
並べ替え方法選択S%

音楽の詳細情報を
確認したい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「再生リストを選んで聴く」S
%Sタブ（フォルダ）選択S再生リスト

選択S%S音楽選択SBS「詳細情報」

S%　

音楽のコンテンツ・
キーを取得したい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「再生リストを選んで聴く」S
%Sタブ（フォルダ）選択S再生リスト

選択S%S音楽（「 」表示）選択S%
S「はい」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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■動画（ビデオ）管理

再生リスト／再生
リスト内の動画を
管理したい

/%S「楽しい機能」S%S「ビ

デオを見る」S%S「再生リストを選ん

で見る」S%S「メモリカード」／「本

体」S%S下記の操作

新しい再生リストを作成する
BS「リスト作成」S%Sリスト名入

力S%

再生リストを削除する
再生リスト選択SBS「再生リスト削除」

S%S「はい」S%

動画を削除する
再生リスト選択S%S動画選択SBS

「リストから削除」S%S「はい」S%

順番を変更する
再生リスト選択S%S動画選択SBS

「リスト内移動」S%S移動位置選択S
%　

動画の順番を並べ
替えたい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを

見る」S%S「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／「本体」S%
S「すべてのビデオ」S%SBS「並

べ替え」S%S並べ替え方法選択S%

動画の詳細情報を
確認したい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを

見る」S%S「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／「本体」S%
S再生リスト選択S%S動画選択SB
S「詳細情報」S%

動画のコンテンツ・
キーを取得したい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを

見る」S%S「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／「本体」S%
S「すべてのビデオ」S%S動画（「 」

表示）選択S%S「はい」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してくだ

さい。
9-9
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音楽

3「すべての音楽」内の音楽の削除
方法がわからない

.再生リストの「すべての音楽」内

の音楽は、次の操作で表示して、

削除します。

%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S
%S「音楽」（または「着うた・

メロディ」）S%

動画（ビデオ）

3「すべてのビデオ」内の動画の削
除方法がわからない

.再生リストの「すべてのビデオ」

内の動画は、次の操作で表示して、

削除します。

%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S
%S「ビデオを見る」S%

3 動画が再生できない

.パソコンソフトなどで作成された

ファイルは、再生できないことが

あります。
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次の便利な機能が利用できます。

便利な機能について

S! GPS
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本機は、あらかじめ歩数計機能が

「On」に設定されており、特に設定

などをしなくても、歩数がカウントさ

れます。
.背面画面にも歩数が表示されます。歩

数表示は、時計表示が変わるとき（１

分単位）や背面画面のライトが点灯す

るときに更新されます。

.平地での一定した歩行動作が基本とな

ります。（１分間に100歩程度の速度）

.歩行場所や歩行動作などによっては、

正しく計測できないことがあります。

.ポケットやカバンに入れたり、市販の

ネックストラップ、キャリングケース

を利用してください。

,本機が不規則に動かないようにして

ください。

.次のときは、カウントされません。

,電源を切っているとき

,歩行開始後の数歩

,振動動作中

.操作中は、正しく計測できないことが

あります。

.歩数計機能で算出される各数値は、あ

くまでも目安としてご活用ください。

.身体情報を設定すると、より詳しい情

報が確認できます。

.体重と歩幅を両方設定しないと、表示

される情報が限られます。

1aS「歩数計を使う」S%

歩数計画面
.歩数計が無効のときは、確認画面
が表示されます。「はい」または

「いいえ」を選び、%を押します。

2BS「設定」S%
S「身体情報」S%

身体情報画面

3「身長」S%S身長入力

S%　

4「体重」S%S体重入力

S%　

5「歩幅」S%
S「はい」／「いいえ」S%
.「はい」を選んだときは、あらか
じめ身長から算出された歩幅が入
力されます。

6歩幅入力S%SA

1歩数計画面でB
S「歩数計Off」S%

歩数計を利用する 歩数計：P.10-23

歩数計をご利用になる前に

身体情報を設定する

設定済みの項目を編集するとき
【身体情報画面】編集項目選択S%
S数値入力S%SA

,「歩幅」を選んだときは、自動計算の

確認画面が表示されます。（身長設

定時）

歩数計を無効にする
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歩数計

1歩数計画面で%

歩行履歴画面
.Aを押すたびに、日別履歴／時
間別履歴の画面が切り替わりま
す。

.#を押すと前の履歴が、(を押
すと次の履歴が表示されます。

2時間／日選択S%
.選択した時間／日の歩数が表示さ
れます。

3$S確認終了

目標数値を設定しておくと、達成時に

お知らせなどで知らせてくれます。
.次の項目を設定できます。

1歩数計画面でBS「設定」

S%S「目標」S%

2「目標設定／編集」S%

3項目選択S%
S数値／時間入力S%
.設定した項目によっては、他の目
標値を自動で算出します。

歩行状況を確認する 歩数計画面について
.c／dを押すとエクササイズ、消

費カロリーを表示できます。

本日の歩行をリセットするとき
【歩数計画面】BS「本日の歩行

リセット」S%S「はい」S%
歩行履歴をリセットするとき
【歩行履歴画面】BS「歩行履歴

リセット」S%S「はい」S%
,本日の歩行もリセットされます。

目標を設定する

歩数 歩行時間

エクササイズ 消費カロリー

移動距離 脂肪燃焼量

設定済みの項目を編集するとき
【歩数計画面】BS「設定」S%
S「目標」S%S「目標設定／編集」

S%S項目選択SBS数値／時

間入力S%
目標を達成すると
.目標達成音が鳴り、お知らせが表示

されます。（「目標達成」を選び%を

押すと、歩数計カレンダーが表示さ

れます。）

次の操作を行うと、目標達成音が鳴

らないようにすることもできます。

【歩数計画面】BS「設定」S%
S「目標」S%S「目標達成アナ

ウンス」S%S「Off」S%
エクササイズ（Ex）について
.エクササイズ（Ex）とは、身体活動の

量を表す単位です。歩行時の身体活動

強度は３メッツなので、身体活動強

度（３メッツ）×歩行時間（時）で算

出します。
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1aS「カレンダーを見る」

S%　

カレンダー画面

件名、カテゴリ、開始日時、アラーム

を登録する方法を例に説明します。

1カレンダー画面で日付選択

S%　

2「＜新規登録＞」S%

3件名入力S%

4「固定」タブSカテゴリ選択

S%　

5「入力する」S%

6開始日時入力S%

7「鳴らす」S%

8「内容確認して登録する」

S%S%　

カレンダーに予定を登録する カレンダー：P.10-24

カレンダーを表示する

カレンダー画面でのおもな操作

前画面を表示 (

次画面を表示 #

日付を選択 abcd

予定を登録する 履歴からカテゴリを選ぶとき
4で「履歴」タブSカテゴリ選択S
%S5以降

自分で作成したカテゴリを選ぶとき
4で「ユーザー登録」タブSカテゴ

リ選択S%S5以降

終日の予定のとき
5で「入力しない（時刻指定なし）」

S%S8　

その他の項目を設定するとき
.8で「他の項目を入力する」を選び

%を押すと、終了日時やアラームの

詳細、くり返し、場所、内容を登録

できます。
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カレンダー

アラーム通知時刻になると、アラーム

が動作します。（スモールライトが点

滅）

1カレンダー画面で日付選択

S%　

予定一覧画面

2予定選択S%

3"S確認終了

次の情報を、予定としてカレンダーに

表示することができます。

1カレンダー画面でB

2「カレンダー設定」S%

3「表示データ選択」S%

4表示するデータ選択

S%（ ／ ）

5A　

アラーム通知時刻の動作

アラームを止めて予定を確認するとき
.アラーム動作中に楽ともボタン（N、

O、P、Q）以外のいずれかのボ

タンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻
になると
.待受画面に戻るまで、アラームが動

作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると
.アラームは停止します。

予定を確認する 表示する情報を選ぶ

誕生日
電話帳の「誕生日：」に
登録している情報

今日は何の日
情報

あらかじめ本機に登録
されている記念日など
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カレンダー

1予定一覧画面で

誕生日の相手の名前選択SB

2「発信」S%S電話番号選択

S%　

.登録されている電話番号が１件の
とき、電話番号を選ぶ必要はあり
ません。

■１件ずつ削除するとき

1予定一覧画面で予定選択

SB　

2「削除」S%S「１件」S%
S「はい」S%

■１日単位で削除するとき

1カレンダー画面で日付選択

SB　

2「削除」S%S「１日」S%
S「はい」S%

誕生日の相手に電話をかける

誕生日の相手にメールを送信するとき
2で「メール送信」S%S宛先選

択S%Sメール作成S%
,登録されている宛先が１件のとき、

宛先を選ぶ必要はありません。

,電話番号を選んだときは、「S!メー

ル」または「SMS」を選び%を押

します。

,SMSのときは、メール作成後Aを

押すと、送信されます。

予定を削除する
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はじめて起動したときの操作を例に、

指定した時刻／曜日に目覚ましを鳴ら

す方法を説明します。

1aS「目覚ましを使う」

S%　

2時入力（24時間制）S分入力

S%　

.このあと「いいえ」を選び%を
押すと、目覚ましの設定を完了す
ることができます。（時刻以外は、
あらかじめ設定されている内容で
動作します。）

3「はい」S%

4「曜日を指定する」S%

5曜日選択S%（ ／ ）

S曜日指定完了SA
.祝日に目覚ましを鳴らさないとき
は、「祝日は除外」にチェックを
入れます。

6音量選択S%

7%　

目覚まし画面
.設定が完了します。

目覚ましを利用する 目覚まし：P.10-26

目覚ましを設定する １回だけ、または毎日鳴らすとき
4で「１回のみ」／「毎日繰り返す」

S%S6以降

曜日をすべて指定／解除するとき
5でBS「全曜日を選択」／「全

曜日を解除」S%
その他の項目を設定するとき
.7のあとAを押すと、目覚まし音の

変更や件名、鳴動時間、スヌーズ設定、

振動の設定を行うことができます。

２回目以降目覚ましを起動すると
.1のあと目覚まし画面が表示されま

す。次の操作で設定を行ってくださ

い。

【目覚まし画面】目覚まし選択S%
S「設定する」S%S時刻入力S
%S4以降
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目覚まし

目覚まし設定時刻になると、目覚まし

が動作します。（スモールライトが点

滅）

設定したスヌーズ間隔でくり返し目覚

ましが鳴ります。（スヌーズ待機状態）
.スヌーズ待機状態中に別の目覚ましや

アラームの設定時刻になっても、別の

目覚ましやアラームは動作しません。

1目覚まし画面で

目覚まし選択S%

2「止める」S%
.解除しても登録内容は保持され
ます。

目覚まし設定時刻の動作

目覚ましを止めるとき
.楽ともボタン（N、O、P、Q）以

外のいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に目覚まし設定時刻
になると
.待受画面に戻るまで、目覚ましが動

作しないことがあります。

目覚まし動作中に着信があると
.目覚ましは停止します。

スヌーズを設定しているとき

スヌーズを解除するとき
スヌーズ待機状態で%S「はい」

S%　

,一定時間経過すると、自動的に解除

されます。

目覚ましを解除する

解除した目覚ましを再設定するとき
2で「鳴らす」S%
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1aS「電卓を使う」S%

電卓画面

2ダイヤルボタンで数字入力

S計算

3"S電卓終了

電卓で計算する 電卓：P.10-27

電卓画面での操作

＋（足す） c　

－（引く） d　

×（掛ける） a　

÷（割る） b　

＝（イコール） %　

C・CE（クリア） $　

RM（メモリ呼出） !　

M+（メモリ加算） A　

.（小数点） (　

+／-（符号反転） #　

メモリ計算について
.メモリ計算は、メモリ内容を消去し

てから行ってください。

.メモリに記憶した数値は、電源を切

るまで保持されます。

メモリを消去するとき
【電卓画面】BS「CM」S%

％の計算を行うとき
【電卓画面】BS「％」S%

計算中に着信があると
.着信を受けても、計算中の数値は消

去されません。通話などを終えると、

計算を継続できます。
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GPS衛星からの位置情報をもとに、現

在地を地図で確認したり、目的地まで

のルートを調べるなど、いろいろな位

置情報サービスが利用できます。

（S! GPSナビ）
.管理者の要求に応じて、お客様の現在

の位置情報を提供することもできます。

.GPS衛星や基地局の信号の受信状況が

悪いときは、位置情報の精度が落ちる

ことがあります。上空の見晴らしのよ

い場所で利用してください。

.提供した位置情報に起因する障害につ

いては、当社は一切の責任を負いかね

ますので、あらかじめご了承ください。

1aS「地図を見る」S%

地図画面

2「地図アプリを起動する」

S%　

.次回から確認画面を表示しないと
きは、このあとBを押し、3へ
進みます。

3「はい」S%

地図を利用する 地図：P.10-27

地図利用時のご注意

位置情報測位について
.位置情報測位とは、GPS機能を利用

して、現在地を確認することです。

位置情報精度について
.位置情報測位の精度は、実際の位置と

の推定誤差により「位置情報精度１」

（精度：低）～「位置情報精度３」（精

度：高）に分かれています。（位置情

報精度は、「 」の数で表示されま

す。）

.位置情報精度１や２のときは、再取

得の確認画面が表示されます。この

ときは、「はい」または「いいえ」を

選び、%を押します。

地図アプリを起動する

地図アプリの一覧を表示するとき
【地図画面】「その他の機能」S%
S「地図アプリ一覧」S%　

,地図アプリを選び%を押すと、起

動します。

地図アプリを設定するとき
【地図画面】「詳しい設定」S%S
「地図アプリ選択」S%S地図ア

プリ選択S%
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地図

1地図画面で

「現在地付近の地図を読み込む」

S%　

.次回から確認画面を表示しないと
きは、このあとBを押し、2へ
進みます。

2「はい」S%S情報取得開始

S%　

.情報取得が完了すると現在地が表
示されます。

1地図画面で

「その他の機能」S%

2「測定した位置の履歴を見る」

S%　

3履歴選択S%
.履歴の詳細画面が表示されます。

4$S確認終了

現在地を新規登録する方法を例に説明

します。

1地図画面で

「その他の機能」S%

2「位置メモ一覧」S%

位置メモ一覧画面

3「新規登録」S%

4「名称」S%S名称入力

S%　

5「位置情報」S%

6「現在地から取得」S%
S情報取得完了

7%　

8B　

1位置メモ一覧画面で

位置メモ選択S%

2「位置情報」S%
.位置情報の詳細画面が表示されま
す。

3$S確認終了

1位置メモ一覧画面で

位置メモ選択SB

2「削除」S%S「はい」

S%　

現在地を確認する

位置の履歴を確認する

位置メモを利用する

位置情報を登録する

自宅を登録するとき
3で「自宅」S%S5以降

履歴から登録するとき
6で「履歴から取得」S%S履歴

選択S%SB

位置メモを確認する

位置メモを削除する



0-13

便
利
な
機
能

10
1

地図

ほかの人が現在どこにいるのかを検索

したり、本機を紛失したときにおおよ

その位置を検索できます。
.位置ナビの利用には、別途お申し込み

などが必要です。

.「位置ナビ」について詳しくは、「ソフト

バンクモバイルホームページ」（AP.16-
22）を参照してください。

1地図画面で

「位置ナビを使う」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。

管理者の要求に応じて、お客様の現在

の位置情報を提供することができま

す。
.位置情報要求画面が表示されることな

く、要求に応じて自動的に提供される

こともあります。

.本機能は、ご契約の内容によっては、

ご利用いただけません。詳しくは、

寄りの「ソフトバンクショップ」また

は「お問い合わせ先」（AP.16-36）
までご連絡ください。

1位置情報提供要求があれば

.上のような位置情報要求画面が表
示されます。（メッセージなどは
あくまで一例です。）

2B（提供するとき）／

A（提供しないとき）

位置情報提供要求時にBを押したと

き（位置情報を提供したとき）や、要

求に応じて自動提供されたときは、お

知らせが表示されます。
.項目を選び%を押すと、位置情報提供

履歴を確認することができます。

位置ナビを利用する 位置情報を提供する お知らせについて
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.計測中に電池残量が不足すると、ストッ

プウォッチが停止します。

1%S「便利な機能」S%
S「ストップウォッチを使う」

S%　

ストップウォッチ画面

2%S計測開始

3%S計測終了

.再度%を押すと再開されます。

4"S「はい」S%
Sストップウォッチ終了

.計測結果は、ストップウォッチを
終了すると消去されます。

所要時間を計る

ラップタイム（途中までの経過時間）
を計測するとき

計測中にB
計測結果（ラップタイム含む）をメモ
帳に登録するとき

3のあとBS「メモ帳に登録」S
%　

計測結果を消去して計測し直すとき
3のあとAS2以降

計測中に着信があると
.着信を受けても、計測は継続します。

通話などを終えると、ストップウォッ

チ画面に戻ります。



タイマー
0-15

便
利
な
機
能

10
1

1%S「便利な機能」S%
S「タイマーを使う」S%

タイマー設定画面

2分入力S秒入力S%

タイマー画面
.Bを押すと、時間を変更できま
す。

3%Sカウントダウン開始

.%を押すと、停止／再開できま
す。

4設定時間経過Sアラーム鳴動

5"S「はい」S%
Sタイマー終了

設定時間になると、アラームが動作し

ます。（スモールライトが点滅）

経過時間をお知らせする

以前設定した時間を利用するとき
1のあとBS利用する履歴選択

S%S%S3以降

タイマーをリセットするとき
タイマー停止中にB

タイマー動作中に着信があると
.着信を受けても、動作は継続します。

通話などを終えると、タイマー画面

に戻ります。

設定時間の動作

アラームを止めるとき
.%を押します。（一定時間経過する

と、自動的に止まります。）

通話中や着信中に設定時間を経過すると
.通話を終了すると、アラームが動作

します。
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指定した時刻に時報を鳴らす方法を例

に説明します。

1%S「便利な機能」S%
S「時報を設定する」S%

時報画面

2「有効／無効の設定」S%
S「On」S%

3「鳴らす時刻」S%

4時刻選択S%（ ／ ）

S時刻指定完了SA

5AS登録完了

6"S時報設定終了 時報設定時刻になると、時報が動作し

ます。（スモールライトが点滅）

1時報画面で

「有効／無効の設定」S%
S「Off」S%SA

時報を利用する 時報：P.10-28

時報を設定する

時報音量を変更するとき
2で「詳しい設定」S%S「時報

音量：」S%S音量選択S%S
AS5以降

鳴動時間を変更するとき
2で「詳しい設定」S%S「鳴動

時間：」S%S時間選択S%S
AS5以降

時刻をすべて指定／解除するとき
4でBS「すべての時刻を選択」／

「すべての時刻を解除」S%

時報設定時刻の動作

時報を止めるとき
.楽ともボタン（N、O、P、Q）以

外のいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻にな
ると
.時報は動作しません。

時報動作中に着信があると
.時報は停止します。

時報を解除する
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1%S「便利な機能」S%
S「メモ帳を使う」S%

メモ帳一覧画面

2「＜新規登録＞」S%

3本文入力S%

4カテゴリ選択S%S登録完了

1メモ帳一覧画面でメモ帳選択

S%　

.メモ帳が表示されます。

2$S確認終了

■１件ずつ削除するとき

1メモ帳一覧画面でメモ帳選択

SB　

2「１件削除」S%

3「はい」S%

■複数のメモを削除するとき

1メモ帳一覧画面でメモ帳選択

SBS「設定／管理」S%

2「複数選択」S%S削除する

メモ選択S%（ ／ ）

S選択完了SB

3「削除」S%S「はい」S%

■すべて削除するとき

1メモ帳一覧画面でメモ帳選択

SBS「設定／管理」S%

2「全件削除」S%

3「はい」S%

文字を登録する メモ帳：P.10-29

メモ帳に登録する

メモ帳を一時的に並べ替えるとき
【メモ帳一覧画面】A
,押すたびに更新日時→作成日時→カ

テゴリ→アクセス日時の順に並び替

わります。

文字入力中にメモ帳の内容を挿入する
とき
【文字入力画面】BS「メモ帳」S
%S「メモ帳読み出し」S%S
メモ帳選択S%　

,メモ帳入力時は、操作できません。

メモ帳を確認する

メモ帳を削除する

チェックをすべて解除するとき
3で「全解除」S%



録音
10-18

便
利
な
機
能

10
.録音中に電池残量が不足すると、録音

が中止されます。

.通話中に相手の声を録音するときは、

「電話を録音する」を利用してくださ

い。

1%S「便利な機能」S%
S「声を録音する」S%

録音画面

2%S録音開始

3%S録音終了

.「長時間録音」のときは、自動的
に保存されます。

4「保存」S%

1録音画面でB
S「着うた・メロディ」S%

2音声ファイル選択S%

音声を録音／再生する 録音：P.10-29

音声を録音する

保存前に再生するとき
4で「再生」S%S再生開始S
$S再生終了

録音をやり直すとき
4で$S2以降

音声を再生する

音声ファイルの再生について
.音声ファイルは、次の操作でも再生

できます。

%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S%
S「着うた・メロディ」S%S音

声ファイル選択S%

再生画面でできること

音量調節 a／b

一時停止／再開 %

再生中止 $
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1%S「便利な機能」S%
S「拡大鏡を使う」S%

2拡大する文字などを画面中央に

表示

拡大鏡画面
.見たいものから10センチ程度離
して見てください。

拡大鏡を使う

拡大鏡画面でできること

拡大率変更 a／b

明るさ調整 c／d
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JANコード（１次元コード）とQRコー

ド（２次元コード）が読み取れます。
.バーコードによっては、読み取り時に

会員証ファイルやパスワードの入力が

必要なことがあります。

.バーコードによっては、読み取れない

ことがあります。

1%S「写真や音楽」S%
S「カメラ便利機能」S%

2「バーコードを読み取る」

S%　

3バーコードを画面中央に表示

読み取り画面
.ピント調整バーの色が濃いほど、
ピントが合った状態です。

4%S読み取り開始

.読み取りにくいときは、ゆっくり
と被写体との距離を変えてくだ
さい。

.読み取りを中止するときは、A
を押します。

5完了音鳴動

S読み取り結果表示

バーコードを読み取る バーコード読み取り：P.10-30

ピント
調整バー

分割されているバーコードのとき
.読み取り後、確認画面が表示されま

す。画面の指示に従って操作してく

ださい。

.すべてのバーコードを読み込まない

と、表示／保存できません。

バーコードを読み取り直すとき
5のあとAS「はい」S%S3

以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替 3

静止画撮影へ切替 7

フォーカスロック !

明るさ調整 c／d

ヘルプ表示 0
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0-21

便
利
な
機
能

10
1

熟語（漢字が連続した文字列）を読み

取り、辞書で意味を検索することがで

きます。
.漢字によっては、読み取れないことが

あります。

1%S「写真や音楽」S%
S「カメラ便利機能」S%

2「ラクラク瞬漢ルーペを使う」

S%　

3漢字をルーペ内に表示

読み取り画面

4%　

.ルーペの下に認識した漢字が表示
されたあと、以降の操作が行えま
す。

5%　

6辞書選択S%S「検索」S%

7目的の単語など選択S%
.詳細画面が表示されます。

漢字を読み取って辞書で調べる ラクラク瞬漢ルーペ：P.10-32

ルーペ

漢字を読み取り直すとき
5でAS3以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替 3

静止画撮影へ切替 7

フォーカスロック !

ズーム調整 a／b

明るさ調整 c／d

ヘルプ表示 0
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名刺を読み取り、電話帳に登録でき

ます。
.英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都

道府県」など項目によっては正しく登

録できないことがあります。

.名刺によっては、読み取れないことが

あります。

1%S「写真や音楽」S%
S「カメラ便利機能」S%

2「名刺を読み取る」S%

3名刺を画面中央に表示

読み取り画面
.名刺を画面の枠に合わせてくだ
さい。

4%　

.読み取りを中止するときは、A
を押します。

5%S読み取り結果表示

読み取り結果画面

6%SA　

.電話帳に登録されます。

名刺を読み取る 名刺読み取り：P.10-32

読み取り結果に 大文字数を超えてい
る項目があると
.超過文字削除の確認画面が表示され

ます。削除するときは、次の操作を

行います。

「はい」S%
名刺を読み取り直すとき
【読み取り結果画面】AS「はい」

S%S3以降

登録先を電話帳以外に変更するとき
【読み取り結果画面】BS「登録

先設定」S%S登録先選択S%
,「電話帳」以外に設定すると、「その

他ファイル」として保存されます。

名刺の画像を電話帳のフォトとして登
録するとき
【読み取り結果画面】BS「画像

付加設定」S%S「On」S%

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替 3

静止画撮影へ切替 7

フォーカスロック !

明るさ調整 c／d

ヘルプ表示 0
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歩数計

歩数計カレンダー
を確認したい

aS「歩数計を使う」S%SAS日

付選択S%
.目標の達成度が表示されます。

.カレンダー表示中に(／#を押すと、前／

次の月のカレンダーが表示されます。

累積歩行を確認し
たい

aS「歩数計を使う」S%SBS「累

積歩行表示」S%
.身体情報を変更したときは、変更した身体情

報をもとに関連する数値が更新されます。

累積歩行をリセッ
トしたい

aS「歩数計を使う」S%SBS「累

積歩行表示」S%SBS「累積歩行リ

セット」S%S「はい」S%
.１日の平均値もリセットされます。

１日の歩数をリ
セットする時刻を
設定したい

aS「歩数計を使う」S%SBS「設

定」S%S「歩数リセット時刻」S%S
時刻入力S%S「はい」S%

目標達成アナウン
スを変更したい

/aS「歩数計を使う」S%S
BS「設定」S%S「目標」S%S「目

標達成アナウンス」S%S「On」S%
S下記の操作

目標達成音を変更する
「目標達成音」S%S音選択S%

音量を変更する
「目標達成音量」S%S音量選択S%

振動の動作を変更する
「振動」S%S動作選択S%

鳴動時間を変更する
「鳴動時間」S%S時間選択S%
.時間選択時に「その他」を選び%を押すと、

任意の時間を指定できます。
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■カレンダー表示設定

カレンダー

指定した日のカレ
ンダーを表示した
い

/aS「カレンダーを見る」S%
SBS「指定日付へ移動」S%S下記

の操作

当日へ移動する
「本日」S%

指定日へ移動する
「指定日」S%S日付入力S%

日付の色を変更し
たい

/aS「カレンダーを見る」S%
S下記の操作

曜日ごとの色を変更する
BS「カレンダー設定」S%S「色設

定」S%S「曜日」S%S曜日選択S
%S色選択S%

指定した日の色を変更する
日付選択SBS「カレンダー設定」S%
S「色設定」S%S「当日」S%S色

選択S%

色設定（当日）を解除する
BS「カレンダー設定」S%S「色設

定」S%S「色設定（当日）解除」S%
S解除条件選択S%S「はい」S%

スタンプを貼り付
けたい

aS「カレンダーを見る」S%S日付

選択SASスタンプ選択S%

オリジナルの祝日
を登録／編集した
い

/aS「カレンダーを見る」S%
SBS「カレンダー設定」S%S「祝

日設定」S%S「プライベート」タブS
下記の操作

プライベート祝日を登録する
「＜未登録＞」S%S祝日名入力S%S
年月日入力S%S周期選択S%SA

プライベート祝日を編集する
祝日選択SBS「編集」S%S「祝日

名称：」S%S祝日名入力S%S「日

付：」S%S年月日入力S%S周期選

択S%SA

祝日を解除／再表
示したい

aS「カレンダーを見る」S%SBS
「カレンダー設定」S%S「祝日設定」S
%S「プライベート」／「国民の祝日」タブ

S解除／再表示する祝日選択S%（ ／

）
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■カレンダー登録（その他の項目）
.基本項目の登録内容によっては、登録できない項目もあり

ます。

.予定を登録するときは、各操作のあとAを押します。

■カテゴリ設定

その他の項目を登
録したい

/aS「カレンダーを見る」S%
S日付選択S%S「＜新規登録＞」S%
S基本項目入力S%S「他の項目を入力

する」S%S下記の操作

予定の終了日時を登録する
「終了：」S%S終了日時入力S%

アラーム通知時間を変更する
「アラーム：」S%S「アラーム通知時

間：」S%S通知時間選択S%SA
.通知時間選択時に「その他」を選び%を押

すと、任意の時間を指定できます。

アラーム音を変更する
「アラーム：」S%S「アラーム音／ビデ

オ：」S%S種類選択S%Sアラーム

音選択S%SA
.ファイルによっては、再生開始ポイントを選

ぶ必要があります。

鳴動時間を変更する
「アラーム：」S%S「鳴動時間：」S%
S時間選択S%SA
.時間選択時に「その他」を選び%を押すと、

任意の時間を指定できます。

同じ予定をくり返し登録する
「繰り返し：」S%Sくり返し期間選択S
%Sくり返し回数入力S%
.「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設

定できません。

その他の項目を登
録したい

/aS「カレンダーを見る」S%
S日付選択S%S「＜新規登録＞」S%
S基本項目入力S%S「他の項目を入力

する」S%S下記の操作

場所を登録する
「場所：」S%S場所入力S%

予定の内容を登録する
「内容：」S%S内容入力S%

予定の登録内容を
編集したい

aS「カレンダーを見る」S%S日付

選択S%S予定選択S%S%S編集項

目選択S%S登録と同様の操作で編集

カテゴリを編集し
たい

/aS「カレンダーを見る」S%
SBS「カレンダー設定」S%S「カ

テゴリ設定」S%S下記の操作

カテゴリ名を編集する
カテゴリ選択S%S「カテゴリ名編集」

S%Sカテゴリ名入力S%

マークを変更する
カテゴリ選択S%S「アイコン変更」S
%Sマーク選択S%

カテゴリ設定を初期化する
BS「設定リセット」S%S「はい」S
%　
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■アラーム

■カレンダー管理

■目覚まし登録（その他の項目）
.目覚ましを登録するときは、各操作のあとAを押します。

アラーム音量を変
更したい

aS「カレンダーを見る」S%SBS
「アラーム動作設定」S%S「アラーム音

量：」S%S音量選択S%

振動の動作を変更
したい

aS「カレンダーを見る」S%SBS
「アラーム動作設定」S%S「振動：」S
%S動作選択S%

マナーモード設定
時にアラームを鳴
らしたい

aS「カレンダーを見る」S%SBS
「アラーム動作設定」S%S「マナーモー

ド時の設定：」S%S「鳴らす」S%S
「はい」S%

予定を検索したい /aS「カレンダーを見る」S%
SBS「検索」S%S下記の操作

件名で検索する
「件名検索」S%S件名に含まれる文字列

入力S%

カテゴリで検索する
「カテゴリ検索」S%Sカテゴリ選択S
%　

予定を月単位でま
とめて削除したい

/aS「カレンダーを見る」S%
S下記の操作

１ヵ月単位で削除する
削除する月の日選択SBS「削除」S%
S「今月」S%S「はい」S%

前の月までの予定を削除する
削除する翌月の日選択SBS「削除」S
%S「先月まで」S%S「はい」S%

予定件数を確認し
たい

aS「カレンダーを見る」S%S確認

する日付選択SBS「件数確認」S%

予定をすべて削除
したい

aS「カレンダーを見る」S%SBS
「削除」S%S「全件」S%S「はい」

S%　

目覚まし

その他の項目を登
録したい

/aS「目覚ましを使う」S%
S目覚まし選択SAS下記の操作

目覚まし音を変更する
「音の種類：」S%S種類選択S%S目

覚まし音選択S%
.ファイルによっては、再生開始ポイントを選

ぶ必要があります。

件名を登録する
「件名：」S%S件名入力S%

鳴動時間を変更する
「鳴動時間：」S%S時間選択S%

設定した間隔でくり返し鳴動させる
「スヌーズ設定：」S%S時間選択S%

設定時刻に振動させる
「振動：」S%S「振動する」S%

目覚ましの登録内
容を編集したい

aS「目覚ましを使う」S%S目覚ま

し選択SAS編集項目選択S%S登録

と同様の操作で編集
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■その他の設定

マナーモード設定
時に目覚ましを鳴
らしたい

aS「目覚ましを使う」S%SBS
「マナーモード時の設定」S%S「鳴ら

す」S%

世界時計の時刻で
目覚ましを設定し
たい

aS「目覚ましを使う」S%SBS
「世界時計連動設定」S%S「連動する」

S%　

電卓

計算結果をコピー
したい

計算結果表示中にBS「コピー」S%

通貨の換算レート
を設定したい

aS「電卓を使う」S%SBS「換

算」S%S「レート設定」S%S「国

内通貨」／「海外通貨」S%S換算レー

ト入力S%

通貨を換算したい aS「電卓を使う」S%S金額入力

SBS「換算」S%S「国内通貨に換

算」／「海外通貨に換算」S%
.あらかじめ「レート設定」で、換算レートを

設定しておいてください。

地図

現在地をメールで
送信したい

aS「地図を見る」S%S「その他の機

能」S%S「現在地メールを送る」S%
S情報取得完了S%Sメール作成S%
.位置情報精度１や２のときは、情報取得完了

後に「いいえ」を選び%を押したあと、メー

ルを作成します。

位置情報を送信す
るURLを変更した
い

/aS「地図を見る」S%S「詳

しい設定」S%S「地図URLの設定」S
%S下記の操作

URLを追加する
「＜未設定＞」S%SURL入力S%

通信先のURLを変更する
URL選択S%

URLを表示／編集／削除する
URL選択SBS「表示」／「編集」／「削

除」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してくだ

さい。

位置情報測位を禁
止したい

aS「地図を見る」S%S「詳しい設

定」S%S「測位を禁止する」S%S
「測位禁止」S%
.「測位許可」にするときは、操作用暗証番号

の入力が必要です。

位置情報の送信方
法を設定したい

aS「地図を見る」S%S「詳しい設

定」S%S「位置情報を送るときの設定」

S%S送信方法選択S%
10-27



10-28

応用操作

便
利
な
機
能

10
位置メモ／位置履
歴を利用したい

/aS「地図を見る」S%S「そ

の他の機能」S%S「位置メモ一覧」／

「測定した位置の履歴を見る」S%S位置

メモ／位置履歴選択S下記の操作

地図を表示する
AS「はい」S%

ナビアプリで経路を表示する
BS「ここへ行く」S%S「はい」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してくだ

さい。

メール本文に挿入する
BS「メール本文に挿入」S%Sメー

ル作成S%

電話帳に登録する
BS「電話帳に登録」S%S「新規登

録」S%S必要項目入力完了SA
.「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加

できます。

位置履歴を位置メ
モに登録したい

aS「地図を見る」S%S「その他の

機能」S%S「測定した位置の履歴を見

る」S%S位置履歴選択SBS「位置

メモへ登録」S%S「名称」S%S名

称入力S%SB　

位置履歴を削除し
たい

aS「地図を見る」S%S「その他の

機能」S%S「測定した位置の履歴を見

る」S%S削除する履歴選択SBS「削

除」／「全件削除」S%S「はい」S%
.全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必

要はありません。

時報

時報音を変更した
い

%S「便利な機能」S%S「時報を設

定する」S%S「詳しい設定」S%S
「時報音：」S%S種類選択S%S時報

音選択S%SASA
.ファイルによっては、再生開始ポイントを選

ぶ必要があります。

時報設定時刻に振
動させたい

%S「便利な機能」S%S「時報を設

定する」S%S「詳しい設定」S%S
「振動：」S%S「振動する」S%SA
SA　

マナーモード設定
時に時報を鳴らし
たい

%S「便利な機能」S%S「時報を設

定する」S%S「詳しい設定」S%S
「マナーモード時の設定：」S%S「鳴ら

す」S%S「はい」S%SASA

世界時計の時刻で
時報を設定したい

%S「便利な機能」S%S「時報を設

定する」S%S「詳しい設定」S%S
「世界時計連動設定：」S%S「連動す

る」S%SASA　
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メモ帳

メモ帳を編集した
い

/%S「便利な機能」S%S「メ

モ帳を使う」S%Sメモ帳選択SBS
下記の操作

本文を変更する
「本文編集」S%S内容修正S%

カテゴリを変更する
「カテゴリ変更」S%Sカテゴリ選択S%

すべてのメモ帳内
から文字列を検索
したい

%S「便利な機能」S%S「メモ帳を

使う」S%Sメモ帳選択SBS「文字

列検索」S%S文字列入力S%

メモ帳をメール本
文に挿入したい

%S「便利な機能」S%S「メモ帳を

使う」S%Sメモ帳選択SBS「送信」

S%S「メール本文に挿入」S%S「S!
メール」／「SMS」S%Sメール作成

S%　
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

メモ帳の登録件数
を確認したい

%S「便利な機能」S%S「メモ帳を

使う」S%Sメモ帳選択SBS「設定／

管理」S%S「件数確認」S%

メモ帳の詳細情報
を確認したい

%S「便利な機能」S%S「メモ帳を

使う」S%Sメモ帳選択SBS「詳細

情報」S%

録音

長時間録音したい %S「便利な機能」S%S「声を録音

する」S%SBS「録音時間」S%S
「長時間録音」S%S%S録音開始S
%S録音終了
.「長時間録音」の利用には、メモリカードが

必要です。（録音した音声は、自動的にメモ

リカードへ保存されます。）

音声をメールに添
付したい

%S「便利な機能」S%S「声を録音

する」S%S%S録音開始S%S録音

終了S「メール送信」S%Sメール作成

S%
.「メール添付」設定時に利用できます。

録音した音声の保
存先を変更したい

%S「便利な機能」S%S「声を録音

する」S%SBS「保存先設定」S%
S保存先選択S%
.「メール添付」設定時に利用できます。

.「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先

を選べます。
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バーコード読み取り

文字入力中にバー
コードを読み取り
たい

/文字入力画面でBS「読み取

り」S%S「バーコードを読み取る」S
%Sバーコードを画面中央に表示S%S
下記の操作

読み取り結果をすべて利用する
%　

読み取り結果を一部利用する
BS開始文字選択S%S終了文字選択

S%　

バーコードを連続
して読み取りたい

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「バーコードを読み取る」

S%SBS「連続読み取り」S%S
「On」S%Sバーコードを画面中央に表

示S%
.このあと「はい」を選び%を押すと、読み

取りを継続できます。読み取り結果を表示さ

せるときは、「いいえ」を選び%を押します。

読み取り結果を登
録したい

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「バーコードを読み取る」

S%Sバーコードを画面中央に表示S%
SBS「読み取りデータ登録」S%

メモ帳に登録した
い

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「バーコードを読み取る」

S%Sバーコードを画面中央に表示S%
SBS「メモ帳に登録」S%

メールアドレスな
どを電話帳に登録
したい

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「バーコードを読み取る」

S%Sバーコードを画面中央に表示S%
S電話番号／メールアドレス選択SBS
「電話帳に登録」S%S「新規登録」S%
S必要項目入力S「内容確認して登録する」

S%S%　
.「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加

できます。

.読み取り結果に「MEMORY:」や「NAME1:」、
「TEL1:」が含まれているときは、%を押す

と、破線のアンダーライン部分がまとめて電

話帳登録画面に入力されます。

登録した読み取り
データを確認した
い

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「読み取ったバーコード

を確認する」S%S読み取りデータ選択

S%　
.読み取りデータを選びBを押すと、ファイ

ル名の変更／詳細情報の確認／データの削除

が行えます。

.ファイルによっては、表示できないことがあ

ります。
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読み取り結果を利
用したい

/%S「写真や音楽」S%S「カ

メラ便利機能」S%S「バーコードを読

み取る」S%Sバーコードを画面中央に

表示S%S下記の操作

電話をかける
電話番号選択S%S%

メールを送信する
メールアドレス選択S%Sメール作成

S%　
.読み取り結果に「MAILTO:」が含まれてい

るときは、%を押すと、破線のアンダーラ

イン部分がまとめてメール送信画面に入力

されます。（ただし「SUBJECT:」または

「BODY:」が含まれている必要があります。）

インターネットに接続する
URL選択S%

画像を壁紙に利用
したい

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「バーコードを読み取る」

S%Sバーコードを画面中央に表示S%
S画像選択SBS「壁紙登録」S%S
表示方法選択S%S%　

画像やメロディを
保存したい

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「バーコードを読み取る」

S%Sバーコードを画面中央に表示S%
S画像／メロディ選択SBS「保存」S
%　

画像／メロディを
表示／再生したい

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「バーコードを読み取る」

S%Sバーコードを画面中央に表示S%
S画像／メロディ選択S%

読み取り結果を
メール本文に貼付
したい

/%S「写真や音楽」S%S「カ

メラ便利機能」S%S「バーコードを読

み取る」S%Sバーコードを画面中央に

表示S%SBS「メール本文へ貼付」

S%S下記の操作

全文貼付する
%S「S!メール」／「SMS」S%Sメー

ル作成S%
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

一部貼付する
BS開始文字選択S%S終了文字選択

S%S「S!メール」／「SMS」S%S
メール作成S%
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。
10-31
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応用操作

便
利
な
機
能

10
各種文字列をコ
ピーしたい

/%S「写真や音楽」S%S「カ

メラ便利機能」S%S「バーコードを読

み取る」S%Sバーコードを画面中央に

表示S%S下記の操作

文字列をコピーする
BS「コピー」S%S開始文字選択S
%S終了文字選択S%

電話番号などをコピーする
電話番号／メールアドレス／URL選択S
BS「電話番号コピー」／「アドレスコ

ピー」／「URLコピー」S%

ラクラク瞬漢ルーペ

文字入力中に漢字
の読み取り結果を
貼付したい

文字入力画面でBS「読み取り」S%
S「ラクラク瞬漢ルーペを使う」S%S
漢字をルーペ内に表示S%S読み取り結

果表示S%　

名刺読み取り

メモ帳に登録した
い

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「名刺を読み取る」S%
S名刺を画面中央に表示S%S%SB
S「メモ帳に登録」S%

読み取り結果を
メール本文に貼付
したい

/%S「写真や音楽」S%S「カ

メラ便利機能」S%S「名刺を読み取る」

S%S名刺を画面中央に表示S%S%
SBS「メール本文へ貼付」S%S下

記の操作

全文貼付する
%S「S!メール」／「SMS」S%Sメー

ル作成S%
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

一部貼付する
BS開始文字選択S%S終了文字選択

S%S「S!メール」／「SMS」S%S
メール作成S%
.文字数によっては、自動的にS!メールが作成

されます。

.SMSのときは、メール作成後Aを押すと、

送信されます。

各種文字列をコ
ピーしたい

%S「写真や音楽」S%S「カメラ便

利機能」S%S「名刺を読み取る」S%
S名刺を画面中央に表示S%S%SB
S「コピー」S%S開始文字選択S%
S終了文字選択S%



こんなときは
便
利
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10
録音

3 正しく録音できない

.外部マイクとして利用できないプ

ラグなどを接続していませんか。

3 雑音や音とびがする

.録音中に本機に衝撃を与えていま

せんか。雑音や音とびの原因とな

ります。

3 録音開始までに時間がかかる

.メモリカードに音声ファイルが大

量に保存されていませんか。この

とき録音開始までにしばらく時間

がかかることがあります。

バーコード／名刺読み取り

3 バーコードがうまく読み取れない

.バーコードをご確認ください。汚

れていたり、かすれていたり、薄い

と読み取れないことがあります。

.読み取り時の状況をご確認くださ

い。体の一部や本機の影がバー

コードにかかっていると読み取れ

ないことがあります。

.画面をご確認ください。画面内に

複数のバーコードが表示されてい

ると読み取れないことがあります。

3 名刺がうまく読み取れない

.次のような名刺は読み取れませ

ん。

,黒地に白文字など濃い背景に薄

い文字／手書き風／背景付き／

縦書きと横書きが混在

.次のような名刺は読み取れない

ことがあります。

,薄い文字でコントラストが低い／

小さい文字や斜体文字が含まれ

ている／ロゴが含まれている／

光沢のある用紙／汚れている／

折れている
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S!アプリ
11-2

11

S!
ア
プ
リ
／
ブ
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グ
／
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ン
ツ

ダウンロードしたりあらかじめ登録さ

れているゲームなど、ソフトバンク携

帯電話専用のアプリケーション（S!ア
プリ）を楽しめます。
.操作方法について詳しくは、S!アプリ

内のヘルプやダウンロードしたイン

ターネットの情報画面などを参照して

ください。

1%S「楽しい機能」S%
S「S!アプリを使う」S%

2「S!アプリ一覧」S%

S!アプリ一覧画面

3利用するS!アプリ選択S%

1 S!アプリ起動中に"

2「終了」S%

S!アプリを利用する S!アプリ：P.11-6

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと
.ネットワーク（インターネット）へ

接続するかどうかの確認が表示され

ます。画面の指示に従って操作して

ください。

S!アプリ起動中に着信があると
.S!アプリは一時停止し、着信画面が表

示されます。

S!アプリを終了する

S!アプリを一時停止するとき
2で「一時停止」S%

,次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき
%S「再開」S%

,「キャンセル」を選ぶと、一時停止

のままメインメニューが表示されま

す。（S!アプリによっては、他の機

能の利用が制限されることがありま

す。）

,「終了」を選ぶと、一時停止中のS!ア
プリは終了します。



ブログツール
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S!
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リ
／
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1

ご自分のブログを登録しておくと、簡

単に更新／閲覧することができます。

ブログ名と投稿先メールアドレスを登

録する方法を例に説明します。

1%S「楽しい機能」S%
S「ブログに簡単に登録する」

S%　

ブログツール画面

2「新規登録」S%

ブログ設定画面

3「ブログ名」S%
Sブログ名入力S%

4「メールで投稿」S%

5「投稿先メールアドレス」

S%Sメールアドレス入力

S%　

6$SA　

1ブログ設定画面で

「ブログ名」S%
Sブログ名入力S%

2「Yahoo!ケータイで投稿・参

照」S%

3「ブログ投稿先URL」S%
SURL入力S%

4「ブログ参照URL」S%
SURL入力S%

5$SA

簡単な操作でブログを更新／閲覧する ブログツール：P.11-8

ブログを登録する

メールでの投稿先を登録する

タイトルや本文をあらかじめ登録して
おくとき

5のあと「投稿タイトル」／「投稿

本文」S%Sタイトル／本文入力

S%S6

,登録したタイトルや本文は、投稿

時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき
5のあと「画像サイズ設定」S%
Sサイズ選択S%S6

ブラウザでの投稿／閲覧先を登録する
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ブログツール

メールでの投稿先と、ブラウザでの投

稿先の両方を登録しているときの操作

を中心に説明します。

1ブログツール画面で

ブログ選択S%

2「メールで投稿」S%
.ブラウザでの投稿先を登録してい
ないとき、2は必要ありません。

3メール作成S%

1ブログツール画面で

ブログ選択S%

2「ブラウザで投稿」S%
.「ブログ投稿先URL」に登録した

URLのページが表示されます。
.メールでの投稿先を登録していな
いとき、2は必要ありません。

1ブログツール画面で

ブログ選択SA
.「ブログ参照URL」に登録した

URLのページが表示されます。

ブログに投稿する

メールで投稿する

ブラウザで投稿する

ブログを閲覧する
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1

Yahoo!ケータイから、さまざまなコ

ンテンツをダウンロードして入手でき

ます。

1%S「楽しい機能」S%

楽しい機能画面

2「S!コンテンツストアを見る」

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。

着信音やゲームなど、無料で提供され

ているコンテンツを入手できます。
.コンテンツは無料ですが、インターネッ

トに接続されるため、パケット通信料

は発生します。

1楽しい機能画面で

「無料コンテンツを使う」

S%　

2入手するコンテンツ選択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。

コンテンツを入手する

S!コンテンツストアから入手する

無料のコンテンツを入手する
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S!アプリ

S!アプリをダウン
ロードしたい

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリ一覧」S%S
「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。

効果音などの音量
を変更したい

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリの設定」S%
S「音量の設定」S%S音量選択S%

着信があったとき
の動作を設定した
い

/%S「楽しい機能」S%S「S!
アプリを使う」S%S「S!アプリの設定」

S%S「着信時の設定」S%S下記の

操作

着信時に通知を表示する
「音声着信」／「テレビ電話着信」S%S
「着信通知表示」S%　

メール着信時にS!アプリを一時停止する
「メール着信」S%S「着信優先動作」S
%　

目覚ましの設定時刻に通知を表示する
「アラーム」S%S「アラーム通知」S%

S!アプリ通知を表示する
「S!アプリ通知」S%S「着信通知」S%

S!アプリを待受画
面に設定したい

/%S「楽しい機能」S%S「S!
アプリを使う」S%S下記の操作

S!アプリ待受の設定を有効にする
「S!アプリの設定」S%S「S!アプリ待受

設定」S%S「On／Off設定」S%S
「On」S%

設定するS!アプリを選ぶ
「S!アプリ一覧」S%SS!アプリ選択S
BS「S!アプリ待受に設定」S%
.S!アプリ待受設定が「On」になります。

.「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプ

リだけ設定できます。

.本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続

しているときは、S!アプリ待受が正しく起

動／動作しないことがあります。

S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する
「S!アプリの設定」S%S「S!アプリ待受

設定」S%S「起動開始時間」S%S
秒数入力S%

一時停止したあと自動的に再開させない
「S!アプリの設定」S%S「S!アプリ待受

設定」S%S「一時停止設定」S%S
「On」S%
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S!アプリのセキュ
リティを設定した
い

/%S「楽しい機能」S%S「S!
アプリを使う」S%S「S!アプリ一覧」S
%SS!アプリ選択SBS「セキュリ

ティレベル」S%S下記の操作

セキュリティレベルを設定する
項目選択S%S内容選択S%

セキュリティの設定を初期化する
「設定リセット」S%S「はい」S%

S!アプリの詳細情
報を確認したい

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリ一覧」S%S
S!アプリ選択SBS「詳細情報」S%

S!アプリをメモリ
カードに移動した
い

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリ一覧」S%S
ASS!アプリ選択S%（ ／ ）S指

定完了SBS「メモリカードへ移動」S
%　
.古いバージョンのS!アプリがあるときは、こ

のあと「はい」または「いいえ」を選び、

%を押します。

.S!アプリによっては、メモリカードに移動で

きないことがあります。

S!アプリ利用中の
振動を無効にした
い

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリの設定」S%
S「振動の設定」S%S「Off」S%

S!アプリを削除し
たい

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリ一覧」S%S
削除するS!アプリ選択SBS「削除」S
%S「はい」S%
.操作用暗証番号の入力が必要なこともあり

ます。

.S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除

するときは、あらかじめ設定を解除してから

操作してください。

S!アプリ設定をお
買い上げ時の状態
に戻したい

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリの設定」S%
S「S!アプリの設定を初期化する」S%S
「はい」S%

S!アプリをすべて
削除してお買い上
げ時の状態に戻し
たい

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリの設定」S%
S「S!アプリを購入時の状態にする」S%
S「はい」S%
.「S!アプリを購入時の状態にする」を行うと、

お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて

削除されますのでご注意ください。

メモリカード内の
S!アプリ情報を更
新したい

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「S!アプリの設定」S%
S「カードのアプリを使えるようにする」

S%S「はい」S%

Java™のライセン
ス情報を表示した
い

%S「楽しい機能」S%S「S!アプリ

を使う」S%S「お知らせ」S%
11-7



11-8

応用操作

11

S!
ア
プ
リ
／
ブ
ロ
グ
／
コ
ン
テ
ン
ツ

ブログツール

登録したブログを
編集したい

%S「楽しい機能」S%S「ブログに簡

単に登録する」S%Sブログ選択SB
S「編集」S%S編集項目選択S%S
入力／編集S%S$SA
.「ブログ名」を編集したときは、$を押す必

要はありません。

登録したブログを
削除したい

%S「楽しい機能」S%S「ブログに簡

単に登録する」S%Sブログ選択SB
S「１件削除」S%S「はい」S%
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S!アプリ

3 S!アプリをメモリカードに移動で
きない

.メモリカード内に十分な空き容量

がないときは、移動できません。

メモリカードの空き容量をご確認

ください。

3「着信時の設定」で設定した内容
が反映されない

.S!アプリ待受が起動していません

か。S!アプリ待受が起動している

場合に着信などがあったときは、

設定にかかわらず着信通知が表示

されます。
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外出先で急に体調に異変が起きたとき
などに、ブザーを鳴らして周囲に伝え
ることができます。また、ご家族など
に自動的に電話をかけたり、位置情報
をメールで伝えることができます。

1ブザースイッチを「入」にスラ

イド

.ブザーが鳴ります。

.ブザースイッチを完全に端までス
ライドしてください。

2ブザースイッチを「切」にスラ

イドSブザー停止

緊急連絡先を登録しておくと、ブザー

鳴動時に自動的に電話が発信されま

す。また、現在地の位置情報を含んだ

メールが自動的に送信されます。
.緊急連絡先に「110」、「118」、「119」
の緊急通報番号は登録できません。

.圏外時は、電話発信やメール送信がで

きません。

.ブザーが鳴って10秒以内に停止したと

きは、電話発信やメール送信はされま

せん。

1%S「安心機能」S%
S「緊急ブザーを設定する」

S%　

2「１番目の登録」S%

3「電話帳から選ぶ」S%

4登録する電話帳選択S%
.電話帳に複数の電話番号やメール
アドレスが登録されているとき
は、１番目の番号や宛先に発信ま
たは送信されます。

緊急ブザーを利用する 緊急ブザー：P.12-9

緊急ブザーについてのご注意
.緊急ブザーの音量は調節できません。
.耳元などで緊急ブザーを鳴らさない
でください。耳に影響を与える可能
性があります。

.緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保
証するものではありません。

緊急ブザーを鳴らす

緊急連絡先を登録する

緊急連絡先を２件登録するとき
4のあと「２番目の登録」S%S

「電話帳から選ぶ」S%S登録す

る電話帳選択S%
,ブザー鳴動時には、まず１番目の連

絡先に電話が発信され、しばらく応

答がなければ、２番目の連絡先に発

信されます。

緊急連絡先を解除するとき
3で「登録を解除する」S%S「は

い」S%
相手が電話に応答したとき
.スピーカーホンで通話できます。

緊急連絡先をUSIMカード内の電話帳
に設定したとき
.本機の電源を入れたあと、緊急連絡

先として読み込むまでに約１分間か

かります。この間に緊急ブザーを鳴

らしても、連絡されませんのでご注

意ください。
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1

安心機能

ご家族など登録した相手からのメール

を確認すると、自動的にメールが送信

されます。（読んだよメール）
.メッセージ画面を表示すると、自動的

に送信されます。

「送信相手①」に電話帳から選んで登

録する方法を例に説明します。

1%S「安心機能」S%
S「読んだよメールを送る」

S%　

2「読んだよメール」S%
S「送信する」S%

3「送信相手①」S%

4「宛先を登録する」S%

5「電話帳から選ぶ」S%

6登録する電話帳選択S%

7宛先選択S%
.電話帳に宛先が１件だけ登録さ
れているとき、7は必要ありませ
ん。

次のような内容のメールが、自動的に

送信されます。

（例）S!メールのとき

.S!アプリによるメール確認時は、送信

されません。

メールを読んだことを自動的に知らせる 読んだよメール：P.12-9

宛先を登録する
宛先を２件登録するとき

7のあと「送信相手②」S%S4

以降

宛先を解除するとき
4で「登録を解除する」S%S「は

い」S%
その他の方法で登録するとき

5で「その他から選ぶ」S%S項

目選択S%
,以降は、画面の指示に従って操作し

てください。

「読んだよメール」を送信しないとき
2で「読んだよメール」S%S「送

信しない」S%

登録した宛先からのメールを確認すると
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安心機能

本機を利用時、ご家族など登録した相

手に自動的にメールが送信されます。

（元気だよメール）
.１日に１回、歩数計で設定された歩数

リセット時刻（お買い上げ時は０時）

を過ぎてから、電源の入った本機をオー

プンポジションにすると、自動的に送

信されます。

.歩数リセット時刻を変更すると、メー

ル送信のタイミングに影響することが

あります。

「送信相手①」に電話帳から選んで登

録する方法を例に説明します。

1%S「安心機能」S%
S「元気だよメールを送る」

S%　

2「元気だよメール」S%
S「送信する」S%

3「送信相手①」S%

4「宛先を登録する」S%

5「電話帳から選ぶ」S%

6登録する電話帳選択S%

7宛先選択S%
.電話帳に宛先が１件だけ登録さ
れているとき、7は必要ありませ
ん。

次のような内容のメールが、自動的に

送信されます。

（例）S!メールのとき

.歩数計を利用しているときは、メール

本文に前日の歩数情報が含まれます。

.電源を入れたあと、待受画面が表示さ

れるまでの間に本機を開閉すると、元

気だよメールが送信されないことがあ

ります。

本機を利用したことを自動的に知らせる 元気だよメール：P.12-9

宛先を登録する 宛先を２件登録するとき
7のあと「送信相手②」S%S4

以降

宛先を解除するとき
4で「登録を解除する」S%S「は

い」S%
その他の方法で登録するとき

5で「その他から選ぶ」S%S項

目選択S%
,以降は、画面の指示に従って操作し

てください。

「元気だよメール」を送信しないとき
2で「元気だよメール」S%S「送

信しない」S%

本機をオープンポジションにすると
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いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。
.次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

セキュリティについて

On PIN
PIN

Yahoo!
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他人が本機を操作できないようにしま

す。（キー操作ロック）

設定できる内容は、次のとおりです。

1%S「設定」S%
S「セキュリティ設定」S%

セキュリティ設定画面

2「キー操作ロック」S%

3設定項目選択S%

電源On時にPINコードを入力しない

と、本機を使用できないようにしま

す。（PIN認証）

1セキュリティ設定画面で

「PIN認証の設定」S%
S「On／Off設定」S%

2「On」S%
SPINコード入力S%

本機を紛失したときなど、パソコンや

他の携帯電話からの遠隔操作で本機を

操作できないようにします。ロック中

は、電源を入れる以外の操作ができな

くなります。
.「安心遠隔ロック」について詳しくは、

「ソフトバンクモバイルホームページ」

（AP.16-22）を参照するか、「お問い

合わせ先」（AP.16-36）までご連絡

ください。

本機の使用を禁止／制限する PIN認証：P.12-9

本機の使用を禁止する

自動

画面が自動消灯したとき
や、クローズポジションに
するたびに自動的にキー操
作ロックが設定されます。

即時

設定操作のあと、すぐに
キー操作ロックが設定され
ます。（一時解除すると、
キー操作ロックは「Off」と
なります。）

電源On時

設定操作のあと、すぐには
キー操作ロックは設定され
ません。一度電源を切って、
再度電源を入れたときに設
定されます。（操作用暗証番
号入力の画面が表示されま
す。）

キー操作ロックを一時的に解除するとき
キー操作ロック中に操作用暗証番号

入力S%
キー操作ロック設定中の操作について
.電源を入れる／切る、電話を受ける、

応答保留、通話を終了するなどの操

作は行えます。

キー操作ロックを解除するとき
3で「Off」S%S操作用暗証番

号入力S%

電源On時に認証する

安心遠隔ロックについて
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使用禁止／制限

他人が次の各機能を使用できないよう

にします。

1%S「設定」S%
S「セキュリティ設定」S%

セキュリティ設定画面

2「ケータイの利用制限を設定す

る」S%

3「機能別利用制限の設定」

S%　

4機能選択S%（ ）

電話帳を選んだときは、このあと
「データ参照しない」または「デー
タ参照する」を選び、%を押しま
す。（「データ参照しない」を選ぶ
と、電話帳に登録されている相手
の名前が、メールや発着信履歴な
どで表示されなくなります。）

5AS操作用暗証番号入力

S%　

他人が通話履歴やメール送受信履歴を

使用できないようにします。

1セキュリティ設定画面で

「履歴の使用禁止」S%

2履歴の種類選択S%（ ）

3AS操作用暗証番号入力

S%　

本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

電話帳 メール

カレンダー メモ帳

Yahoo!ケータイ

使用禁止を一時解除するとき
.各機能を使用するときに操作用暗証

番号を入力し、%を押します。

履歴の使用を禁止する

履歴使用禁止を一時解除するとき
.履歴を使用するときに操作用暗証番

号を入力し、%を押します。
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管理者の遠隔操作で、次の機能の利用

を規制することができます。

.遠隔操作が行われているときは、メッ

セージが表示されます。

.本機能は、ご契約の内容によっては、

ご利用いただけません。詳しくは、

寄りの「ソフトバンクショップ」また

は「お問い合わせ先」（AP.16-36）
までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると
次のような画面が表示され、その機能

は利用できません。

.上のような画面が、表示されない機能

も一部あります。

1%S「設定」S%
S「セキュリティ設定」S%

2「制御中の機能を確認する」

S%　

.機能別に利用規制の状況が表示さ
れます。

遠隔操作で機能の利用を規制する

カメラ TVコール発信

赤外線通信 USIMへの書込み

メモリカード S!メール

USB　 ファイル添付

デジタルTV Yahoo!ケータイ

メール S!アプリ

音声発信 Flash®　

利用規制の状況を確認する
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緊急ブザー

緊急ブザーを無効
にしたい

%S「安心機能」S%S「緊急ブザー

を設定する」S%S「緊急ブザーの機能」

S%S「鳴らさない」S%

緊急連絡先への連
絡を無効にしたい

%S「安心機能」S%S「緊急ブザー

を設定する」S%S「登録者への連絡」S
%S「連絡しない」S%

読んだよメール

登録した宛先を変
更したい

%S「安心機能」S%S「読んだよメー

ルを送る」S%S変更する送信相手選択

S%S「登録を変更する」S%S「電

話帳から選ぶ」S%S登録する電話帳選

択S%S宛先選択S%

元気だよメール

登録した宛先を変
更したい

%S「安心機能」S%S「元気だよメー

ルを送る」S%S変更する送信相手選択

S%S「登録を変更する」S%S「電

話帳から選ぶ」S%S登録する電話帳選

択S%S宛先選択S%

PIN認証

PIN認証コードを
変更したい

%S「設定」S%S「セキュリティ設

定」S%S「PIN認証の設定」S%S
「PIN変更」S%S現在のPINコード入力

S%S新しいPINコード入力S%S再

度新しいPINコード入力S%
.「PIN認証の設定」が「On」のときに変更で

きます。
12-9
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緊急ブザー

3 緊急ブザーが鳴らない

.ブザースイッチが途中で止まっ

ていませんか。緊急ブザーを鳴ら

すときは、ブザースイッチを「入」

側の端まで完全にスライドして

ください。

.次のときは、緊急ブザーが鳴動し

ません。

,電池残量が少ないとき

,テレビ電話通話中

,モバイルデータ通信中

,「本体の設定を初期化する」や

「すべてを購入時の状態に戻す」

を行っているとき

,安心遠隔ロック設定中

,ソフトウェア更新をしているとき

,電源起動中／電源終了中

,USIMカードが正常に取り付けら

れていないとき

, PINコード入力画面表示中

3 緊急連絡先が解除された

.USIMカード内の電話帳を設定し

ているとき、別のUSIMカードを

取り付けると、緊急連絡先は解除

されます。

.S!電話帳バックアップで「読込み

（全件上書き）」を行うと、緊急連

絡先は解除されます。

3 位置情報メールが送信されない

.次のときは、位置情報メールが送

信されません。

,緊急ブザー鳴動中に位置ナビ検

索を受けたとき

,圏外のとき

,電波を停止しているとき

,送信メールの容量が不足してい

るとき

,測位を禁止しているとき
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本機のデータはデータの種類別にフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネッ

トでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。
.インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

データの保存場所について

Flash®

Flash®

S!

S!

®

メモリの使用状況を確認するとき
%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S%
S「使用容量確認」S%S「本体」／

「メモリカード」S%
,「他の使用データ」には、データの管

理情報や画面メモなどの容量が含ま

れています。

.メモリの空き容量が不足すると、動

作が不安定になることがあります。空

き容量が不足する前に、不要なファ

イルは削除してください。
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データ確認

.「 」や「 」が表示されているファイ

ルは、著作権で保護されているため、一

部機能で利用できないことがあります。

1bS「写真を見る」S%
フォルダが表示されたときは、フォ
ルダを選び%を押します。

ファイルリスト画面

2ファイル選択S%

.選んだファイルが表示されます。

.ファイルリスト画面に戻るとき
は、$を押します。

1bS「ビデオを見る」S%
.フォルダが表示されたときは、
フォルダを選び%を押します。

2ファイル選択S%
.選んだファイルが再生されます。
.再生中の操作は、９章「動画（ビ
デオ）再生」を参照してください。

1%S「写真や音楽」S%

2「写真・ビデオ・音楽などの

確認」S%

3確認するフォルダ選択S%
.フォルダが表示されたときは、
フォルダを選び%を押します。

4ファイル選択S%
.選んだファイルが表示／再生され
ます。

ファイルを確認する データ確認：P.13-10

写真を確認する

画像を表示しているとき
.%で拡大、#／dで次の画像を、

(／cで前の画像を表示できま

す。また、Aを押すと画像を右に

90度ずつ回転できます。

壁紙に設定するとき
2のあとBS「壁紙登録」S%
S%　

,画面サイズ以外の画像のときは、表

示方法を選ぶ必要があります。画面

の指示に従って操作してください。

動画を確認する

その他のファイルを確認する
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データ確認

.フォルダの種類によっては、フォルダ

内に新規フォルダを作成できないこと

があります。

1%S「写真や音楽」S%

2「写真・ビデオ・音楽などの

確認」S%Sフォルダ選択

S%　

ファイルリスト画面

3B　

4「フォルダ作成」S%
Sフォルダ名入力S%

.ファイルによっては、移動／コピーで

きないことがあります。

1ファイルリスト画面で

ファイル選択SB

2「移動」／「コピー」S%
S「本体」／「メモリカード」

S%　

.静止画を移動／コピーするとき
は、このあと「写真など」や「デ
コレメピクチャー」など、保存可
能なフォルダの選択画面が表示さ
れます。保存するフォルダを選び
%を押してください。

3移動／コピー先の

フォルダ選択S%

4「ここに移動」／

「ここにコピー」S%　

1ファイルリスト画面でA

2ファイル選択S%
.2をくり返し、必要なファイルを
選びます。（選択を解除するとき
は、「 」が表示されているファ
イルを選び%を押します。）

ファイルやフォルダを管理する ファイル／フォルダ管理：P.13-10

フォルダを作成する ファイルをフォルダに移動／コピーする ファイルを複数選択する
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microSDメモリカード（microSDHC
メモリカードを含む：以降「メモリ

カード」と記載）を利用すると、本機

（本体）と同じようにデータを保存／

管理できます。
.メモリカードは推奨のものをお使いく

ださい。詳しくは、「microSDメモリ

カードの対応情報」（AP.16-22）を

参照してください。

.メモリカードを取り付けているとき、

撮影した静止画やダウンロードした

データなどは、メモリカードに優先的

に保存されます。（マイ絵文字、絵は

がき素材は本体に保存されます。）

メモリカード取り付け位置は、USIM
カード取り付け位置（USIMトレイ）

の上にあります。

上下２段構造になっていますので、

誤ってメモリカードをUSIMトレイに

差し込まないようご注意ください。

メモリカードを利用する

メモリカードについて メモリカード利用時のご注意
.メモリカードを無理に取り付けたり、

取り外さないでください。

.メモリカードは、小さなお子様の手

の届かないところで保管／使用して

ください。誤って飲み込むと、窒息

する恐れがあります。

.端子面に手や金属で触れないでくだ

さい。

.メモリカードの登録内容は、事故や

故障によって、消失または変化して

しまうことがあります。大切なデー

タは控えをとっておくことをおすす

めします。なお、データが消失また

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。

.データの読み出し中や書き込み中は、

絶対に本機の電源を切ったり、電池

パックを取り外したりしないでくだ

さい。

.データの消去や上書きなどにご注意

ください。

取り付け位置についてのご注意

 USIM
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メモリカード

.必ず本機の電源を切った状態で行って

ください。

1電池カバー／電池パックを取り

外す（AP.16-6）

2メモリカードを取り付ける

.端子面を下にして、「カチッ」と
音がするまで、メモリカードを
ゆっくりと奥まで入れます。

.メモリカード以外のものは取り付
けないでください。

3電池パック／電池カバーを取り

付ける（AP.16-6）

購入した市販のメモリカードをはじめ

てお使いになるときは、必ず本機で初

期化（フォーマット）してください。
.初期化すると、メモリカード内のデー

タがすべて消去されます。他の機器で

使用したメモリカードを初期化すると

きは、あらかじめよく確認のうえ、操

作してください。

1%S「便利な機能」S%
S「データのやりとりをする」

S%S「メモリカードを

使う」S%

2「カードの初期化」S%
S「はい」S%
.電波の送受信が停止されます。初
期化が終わるまで電波をやりとり
する機能は利用できません。

3「はい」S%
.初期化をやめるときは、「いいえ」
を選び%を押します。

メモリカードを取り付ける／取り外す 電源を入れたあと「 」が表示された
とき
.接続不良の可能性があります。取り

付け直してください。

メモリカードを取り外すとき
.メモリカードを軽く押し込んだあと

手を離します。メモリカードが少し

飛び出てきますので、ゆっくりとまっ

すぐに引き抜いてください。

メモリカードを初期化する

初期化中のご注意
.初期化中は、絶対に本機の電源を切っ

たり、電池パックを取り外したりし

ないでください。メモリカードまた

は本機が故障する恐れがあります。
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1

メモリカード

1%S「写真や音楽」S%

2「写真・ビデオ・音楽などの

確認」S%

3A　

.Aを押すたびに本体とメモリ
カードが切り替わります。表示
データが「カード」であることを
確認して4へ進みます。

4確認するフォルダ選択S%
.フォルダが表示されたときは、
フォルダを選び%を押します。

5ファイル選択S%
.選んだファイルが表示／再生され
ます。

メモリカード内のデータを確認する

表示データ

本体のデータに切り替えるとき
4のあとBS「本体へ切替」S%
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本機のデータをメモリカードに一括保

存（バックアップ）することができま

す。また、一括保存したデータをメモ

リカードから読み込むこともできま

す。

次の各項目から選択して、またはすべ

ての項目をまとめて保存することがで

きます。
.※印の項目は、簡単な操作でまとめて

保存できます。（おすすめ項目）

.その他写真など各種データも一括保存

ができます。

.電池残量が少ないときは、利用できま

せん。

.メモリカードの保存容量が足りないと

きは、一括保存が中止されることがあ

ります。

.データの内容によっては、一括保存で

きないことがあります。また、一部の

設定が反映されなかったり、正しく保

存／読み込みできないことがあります。

詳しくは、章末の「こんなときは」を

参照してください。

保存・読込みについて

一括保存できる項目

電話帳※ 受信メール※

カレンダー※ 送信済みメール※

ブックマーク※ 下書きメール※

メモ帳※ コンテンツ・キー

メールグループ※ ユーザー辞書

一括保存時のご注意

全項目保存時のご注意
.「保存（全項目）」は、空のメモリカー

ドで行ってください。また、「保存

（全項目）」を行ったメモリカードに

データを追加しないでください。読

み込めなくなることがあります。

コンテンツ・キーについて
.メモリカード内のコンテンツ・キー

（保存ファイル）は、一括保存のたび

に上書きされます。前回のコンテン

ツ・キーを残したいときは、あらか

じめメモリカードから前回一括保存

したコンテンツ・キーのファイルを

読み込んだあと、操作を行ってくだ

さい。



3-9

デ
Ⅰ
タ
確
認
／
メ
モ
リ
カ
Ⅰ
ド

13
1

保存・読込み

選択した項目を一括保存する操作を例

に説明します。

1%S「便利な機能」S%
S「データのやりとりをする」

S%S「メモリカードを

使う」S%

2「メモリカードへの保存と

読込み」S%

保存・読込み画面

3「保存（選択項目）」S%
S操作用暗証番号入力S%　

4「はい」S%

5項目選択S%（ ／ ）

S項目指定完了

.「電話帳」を選ぶと、確認画面が
表示されます。「はい」または「い
いえ」を選び%を押します。

6AS「はい」S%
.一括保存を中止するときは、A
を押します。

7一括保存終了S%S%

選択した項目を読み込む（復元する）

操作を例に説明します。
.メモリカードからデータを読み込むと、

本機内の同じ項目のデータは消去され

ますので、ご注意ください。（コンテン

ツ・キーは消去されず、追加されます。）

1保存・読込み画面で

「読込（選択項目）」S%

2「はい」S%

3項目選択S%（ ／ ）

S項目指定完了

4A　

.ファイルを選ぶ必要がない項目の
ときは、このあと7へ進みます。

5ファイル選択S%
.このあと各項目のファイル選択が
完了するまで5をくり返します。

6A　

7「はい」S%
.読み込みを中止するときは、A
を押します。

8読み込み終了S%S%

保存・読込みを行う 保存・読込み：P.13-11

メモリカードに一括保存する

項目をまとめて指定するとき
5でBS項目選択S%S6以降

項目をすべて指定／解除するとき
5でBS「全選択」／「全解除」

S%　

メモリカードから読み込む

項目をまとめて指定するとき
3でBS項目選択S%S4以降

項目をすべて指定／解除するとき
3でBS「全選択」／「全解除」

S%　

復元方法を変更するとき
3のあと項目選択SBS「追加読

込みに変更」／「上書き読込みに変

更」S%S4以降
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データ確認

Flash®の画質を変
更したい

%S「写真や音楽」S%S「写真・ビ

デオ・音楽などの確認」S%S「Flash®」

S%Sファイル選択S%SBS「画

質設定」S%S画質選択S%

画像表示時にソフ
トキーを表示しな
い

%S「写真や音楽」S%S「写真・ビ

デオ・音楽などの確認」S%S「写真を

見る」S%Sファイル選択S%SB
S「ガイド表示切替」S%S「Off」S%

ファイル／フォルダ管理

フォルダ名を変更
したい

%S「写真や音楽」S%S「写真・ビ

デオ・音楽などの確認」S%Sフォルダ

選択S%Sフォルダ選択SBS「フォ

ルダ名変更」S%Sフォルダ名入力S%
.同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルの詳細情
報を確認したい

%S「写真や音楽」S%S「写真・ビ

デオ・音楽などの確認」S%Sフォルダ

選択S%Sファイル選択SBS「詳細

情報」S%

ファイル名を変更
したい

%S「写真や音楽」S%S「写真・ビ

デオ・音楽などの確認」S%Sフォルダ

選択S%Sファイル選択SBS「ファ

イル名変更」S%Sファイル名入力S%

ファイルを並べ替
えたい

%S「写真や音楽」S%S「写真・ビ

デオ・音楽などの確認」S%Sフォルダ

選択S%SBS「並べ替え」S%S
並べ替え方法選択S%

ファイルや新規作
成したフォルダを
削除したい

/%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S%Sフォ

ルダ選択S%S下記の操作

ファイルを１件削除する
ファイル選択SBS「削除」S%S「は

い」S%

フォルダ内のファイルをすべて削除する
フォルダ選択SBS「削除」S%S「は

い」S%
.フォルダも削除されます。

SVGファイルを操
作したい

/%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S%S「そ

の他ファイル」S%Sファイル選択S%
S下記の操作

上下左右に移動する
a／b／c／d　

画面を移動する
2（上）／8（下）／4（左）／6（右）

縮小／拡大する
1（縮小）／3（拡大）

回転させる
7（左回転）／9（右回転）

キーアクションモードにする
0　

デフォルト表示にする
5　
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■保存・読込み方法

■保存ファイルの削除保存・読込み

すべての項目を保
存したい

%S「便利な機能」S%S「データのや

りとりをする」S%S「メモリカードを

使う」S%S「メモリカードへの保存と読

込み」S%S「保存（全項目）」S%S操

作用暗証番号入力S%S「はい」S%S
「はい」S%S一括保存終了S%S%

保存するデータを
暗号化したい

%S「便利な機能」S%S「データのや

りとりをする」S%S「メモリカードを

使う」S%S「メモリカードへの保存と読

込み」S%S「設定・管理」S%S「保

存暗号化設定」S%S項目選択S%S
「On」S%
.電話帳、カレンダー、メールのデータに設定で

きます。

すべての項目を読
み込みたい

%S「便利な機能」S%S「データのや

りとりをする」S%S「メモリカードを

使う」S%S「メモリカードへの保存と読

込み」S%S「読込（全項目）」S%S
「はい」S%S「はい」S%S読み込み

終了S%S%　

保存ファイルを削
除したい

%S「便利な機能」S%S「データのや

りとりをする」S%S「メモリカードを

使う」S%S「メモリカードへの保存と読

込み」S%S「設定・管理」S%S「保

存ファイル整理」S%S項目選択S%
Sファイル選択S%（ ／ ）S指定完

了SAS「はい」S%
13-11
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ファイル／フォルダ管理

3 ファイルがコピーできない

.コピー／転送不可ファイルではあ

りませんか。（複数のファイルコ

ピー時にコピー／転送不可ファイ

ルが含まれていると、それら以外

がコピーされます。）

3 コピー／移動したファイルがパソ
コンなどで利用できない

.データの内容によっては、他のソ

フトバンク携帯電話やパソコンな

どで利用できないことがありま

す。

3 ファイルの並べ替えが正しくでき
ない

.フォルダ内のファイルやフォルダ

の数をご確認ください。フォルダ

内にファイルやフォルダが961件
以上存在するときは、保存された

順番で先頭から240件単位で並べ

替えます。ただし、削除されたと

きなどは保存された順番が入れ替

わることがあります。

3 ファイル名／フォルダ名に入力で
きない記号がある

.半角の「¥」／「/」／「:」／「;」／

「.」／「<」／「>」／「|」／「?」／
「n」／「"」は、使用できません。

保存・読込み

3 一括保存できない

.本体／メモリカードの空き容量を

ご確認ください。空き容量が少な

いときは、一括保存がうまく行え

ないことがあります。

3 途中までしか読み込めない

. 大登録件数を超えていません

か。本機に登録できる件数までし

か読み込めません。

3 他のソフトバンク携帯電話やパソ
コンで利用できない

.データの内容によっては、他のソ

フトバンク携帯電話やパソコンで

利用できないことがあります。

3 保存ファイルの内容が確認できな
い

.保存ファイルによっては、本機に

読み込むまで内容を確認できない

ものがあります。

3 電話帳の設定が反映されない

.フォトに設定している画像によっ

ては、設定が反映されないことが

あります。別途画像を設定し直し

てください。

3 メールが正しく登録されない

.メール振り分け設定の条件が反映

されないことがあります。

.続きのあるメールは通常のメール

として読み込まれます。読み込み

後、続き受信などの操作はできま

せん。
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■本機の一括保存ファイルを他のソフ
トバンク携帯電話で読み込むとき

■他のソフトバンク携帯電話の一括保
存ファイルを本機で読み込むとき

3 メールが正しく登録されない

.迷惑メールフォルダ内のメールは

設定にかかわらず、迷惑メール

フォルダに登録されます。（迷惑

メール振り分け設定ができない機

種のときは、受信フォルダに登録

されます。）

.下書きを読み込むとき、宛先が複

数あるSMSが登録できなかった

り、２件目以降のアドレスが欠落

することがあります。

3 メールが正しく登録されない

.本機で扱えないサイズのメールは

読み込めません。
13-13



MEMO

13-14



14

外部機器接続
赤外線通信................................. 14-2
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赤外線通信を利用すれば、赤外線通信

対応機器との間で、データを無線でや

りとりすることができます。

.その他保存されている写真や音楽など

も送受信できます。

.コピー／転送不可ファイルは送受信で

きません。

.データの内容によっては、送受信でき

ないことがあります。また、一部の設

定が反映されなかったり、正しく登録

できないことがあります。

詳しくは、章末の「こんなときは」を

参照してください。

受信側、送信側の機器を近づけ、双方

の赤外線ポートがまっすぐに向き合う

ようにします。
.ソフトウェア更新中は接続要求を受け

付けられません。

.間に物を置かないでください。

.送受信が終わるまでは、赤外線ポート

を向き合わせたまま動かさないでくだ

さい。

.赤外線通信を行うときは、赤外線ポー

トに目を向けないでください。目に影

響を与えることがあります。

.本機の赤外線通信は、IrMCバージョン

1.1に準拠しています。ただし、相手

機器がIrMCバージョン1.1に準拠して

いても、機能によっては、正しく送受

信できないことがあります。

.データの種類によっては、利用できな

い方法もあります。

.メモリカード内のデータは、１件データ

送受信だけ行えます。

赤外線通信について

送受信できるデータ

電話帳 受信メール

カレンダー 送信済みメール

ブックマーク 下書きメール

メモ帳

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

データの送受信方法

１件データ
送受信

データを１件ずつ送受信し
ます。

一括データ
送受信

機能ごとのデータを一括で
送受信します。

認証コードについて
.一括データ送受信時に、正しい通信

相手かどうかをお互いに確認するた

めの暗証番号です。送信側／受信側

で同じ数字（４ケタ）を入力します。

（特に決まった数字はなく、その通信

限りのものです。）
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赤外線通信

1%S「便利な機能」S%
S「データのやりとりをする」

S%　

2「赤外線で通信する」S%

3「赤外線On／Off」S%
S「On（３分）」S%

.データ受信の待機状態になりま
す。

.このあと３分以内に送信側から
データを送信してください。

.待受画面以外では、接続要求を受
け付けられません。

4送信側から接続要求

接続要求画面

5受信方法ごとの操作

.受信を中止するときは、Aを押
します。

■１件データ受信

「はい」S%S「はい」S%
.保存先選択画面が表示されたとき
は、保存先を選び%を押します。

■一括データ受信（追加登録）

「はい」S%S認証コード入力

S%S「追加登録」S%
■一括データ受信（すべて削除して登録）

「はい」S%S認証コード入力

S%S「全削除して登録」S%
S「はい」S%
.電話帳のときは、自分の電話番号と
して登録している情報（電話番号以
外）も上書きされます。

赤外線通信を利用する

データを受信する

受信方法ごとの操作
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赤外線通信

電話帳を例に説明します。

1cS「電話帳を見る」S%

2電話帳選択SB

3「赤外線で送る」S%

4「はい」S%S送信開始

.送信完了後、電話帳検索画面に戻
ります。

1%S「便利な機能」S%
S「データのやりとりをする」

S%S「赤外線で通信する」

S%　

2「一括データ送信」S%

3「はい」S%
S操作用暗証番号入力S%

4送信項目選択S%（ ／ ）

S送信項目指定完了SA

5認証コード入力S%
S送信開始S%

データを送信する

１件ずつ送信する

電話帳以外のデータを送信するとき
各機能のデータ一覧画面でデータ選

択SBS「赤外線で送る」S%
S「はい」S%S送信開始

,データによっては、Bのあとに「送

信」を選んで%を押す必要があり

ます。

一括で送信する

電話帳を一括送信するとき
.5で送信開始前に、画像データ転送の

確認画面が表示されます。このとき

は、「はい」または「いいえ」を選

び、%を押します。



4-5

外
部
機
器
接
続

14
1

赤外線通信

赤外線通信を利用して、名前や電話番

号、メールアドレスなどを簡単にやり

とりできます。
.あらかじめ「赤外線通信利用時のご注

意」（AP.14-2）をお読みになったう

えで、ご利用ください。

1aS「番号を交換する」

S%　

電話番号交換画面

2「相手の番号を受ける」S%

3送信側からデータ受信

.受信データは、電話帳に登録され
ます。

1電話番号交換画面で

「自分の番号を送る」S%
S送信開始

電話番号などを簡単に送受信する

電話番号などを受信する

電話番号などを送信する

送信項目を変更するとき
【電話番号交換画面】「相手に送る内

容を選択する」S%S送信項目選

択S%（ ／ ）S送信項目指定

完了SA
自分の電話番号などを確認するとき
【電話番号交換画面】「自分の電話番

号とアドレスを確認」S%
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本機とパソコンをUSBケーブルで接続

して、本機に取り付けられたメモリ

カード内のデータを操作します。
.USBケーブルはオプション品です。

1 USBケーブルで

本機をパソコンと接続

2「カードリーダモード」S%
.パソコンからメモリカード内の
データが操作できるようになり
ます。

3AS「はい」S%
S接続終了

.このあと、USBケーブルを抜きま
す。

パソコンと接続して利用するときに便

利なユーティリティーソフトウェア

を、下記URLからダウンロードできま

す。（USBドライバ含む）
.ユーティリティーソフトウェア
http://k-tai.sharp.co.jp/download/
tools/utility/

パソコンと接続して利用する

本機内のメモリカードを操作する 1の画面が表示されないとき
.次の操作を行います。

%S「便利な機能」S%S「デー

タのやりとりをする」S%S「USB
ケーブルでパソコンと接続する」S
%S「パソコンからメモリカード

を操作する」S%Sメモリカード

内のデータを操作S3

,パソコンでの操作が必要なこともあ

ります。パソコンの指示に従って操

作してください。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

モバイルデータ通信のパケット通信料
についてのご注意
.本機とパソコン、PDAをUSBケーブ

ルで接続して、インターネットを利

用するときは、短時間で大量のパ

ケット通信が行われることが多く、

通信料が高額になる可能性がありま

す。

http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/utility/


こんなときは
外
部
機
器
接
続

14
赤外線通信

3 途中までしか受信できない

. 大登録件数を超えている可能性

があります。本機で登録できる件

数までしか受信できません。

3「On（３分）」にしているのに接
続要求を受けられない

.待受画面が表示されていますか。

待受画面以外では受信できませ

ん。

.キー操作ロック中は受信できま

せん。

.ソフトウェア更新中は受信できま

せん。

3 電話帳の設定が反映されない

.１件データ送受信時、次の設定は

反映されません。受信後、設定し

直してください。

,グループ／着信音／振動

.フォトに設定している画像によっ

ては、設定が反映されないことが

あります。別途画像を設定し直し

てください。

3 カレンダーの設定が反映されない

.１件データ送受信時、次の設定は

反映されません。受信後、設定し

直してください。

,アラーム音／ビデオ

3 ブックマークが正しく登録されな
い

.ブックマークのサイズが大きいと

き、データ形式によっては正しく

受信できないことがあります。

3 本機でメールが正しく登録されな
い

.本機で扱えないサイズのメールは

受信できません。

.１件データ受信したメールは、「そ

の他ファイル」に登録されます。

.一括データ受信時、すべて削除し

て登録するとメール振り分け設定

の内容は削除されます。

3 相手機でメールが正しく登録され
ない

.続きのあるメールは通常のメール

として送信されます。受信後、続

き受信などの操作はできません。

.他の機種への一括データ送信時、

迷惑メールフォルダ内のメールが

通常の受信フォルダに登録される

ことがあります。

.他の機種への一括データ送信時、

下書きの宛先が複数あるSMSが登

録できなかったり、２件目以降の

アドレスが欠落することがありま

す。

3 赤外線通信がうまくいかない

.赤外線ポートは汚れていません

か。汚れているときは、柔らかい

布でふき取ってください。

.次のような場所では、正しく通信

できないことがあります。

,直射日光が当たる場所／蛍光灯

の真下／赤外線装置の近く
14-7
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時計に関する設定
B
日時／時計に関する設定 J%S「設定」S%S「時計の設定」S%

日付／時刻を設定する 「日付・時刻の設定」S%S西暦入力（４ケタ）S月入力（２ケタ）S
日入力（２ケタ）S時入力（２ケタ）S分入力（２ケタ）S%

今すぐ時刻を補正する 「日時の自動補正」S%S「今すぐ補正する」S%S「はい」S%S
「はい」S%

時刻を自動補正しない 「日時の自動補正」S%S「自動補正の設定」S%S「Off」S%

海外で電源を入れたとき自動で現地時刻を表示しない「自動世界時計」S%S「設定しない」S%
.本機は、海外で電源を入れると、自動的に世界時計が設定され、待受画面
に現地時間が表示されます。

世界時計を手動で設定する 「世界時計を手動で設定する」S%S%Sc／d地域選択S%

サマータイムを設定する 「サマータイムの設定」S%S「On」S%

お使いの地域（時間帯）を変更する 「時差の時間帯を設定する」S%Sc／d地域選択S%

お使いの地域を自分で作成する 「時差の時間帯を設定する」S%SBS都市名入力S%S＋／－選択
SdS時差入力（時２ケタ／分２ケタ）S%

時刻表示を12時間制にする 「時刻の表示形式」S%S「12時間」S%



表示／照明設定
表示／照明に関する設定
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画面表示に関する設定 J%S「設定」S%

文字の大きさを変更する 「文字サイズの設定」S%S変更する画面選択S%Sサイズ選択S%

画面の配色などを変更する 「画面配色の変更」S%S配色選択S%S%S%

変更した画面配色を解除する 「画面配色の変更」S%S設定されている配色選択S%S「はい」S%

画面上部の電池表示を変更する 「ミニ電池の表示」S%S「時計／残量（％）」S%
.電池残量表示は、あくまでも目安です。
.電池パックの性能劣化軽減のため、充電を制御しており、充電が完了し
ても、電池残量表示は「100％」にならないことがあります。

照明や表示時間に関する設定 J%S「設定」S%S「照明の時間と明るさの設定」S%

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する 「照明の点灯時間」S%S時間選択S%

画面の明るさを変更する 「照明の明るさ」S%S明るさ選択S%

ボタン照明に関する設定 J%S「設定」S%

ボタン照明を点灯しない 「操作ボタンの照明」S%S「点灯しない」S%

背面表示に関する設定 J%S「設定」S%S「背面表示の設定」S%

時計の表示形式を変更する 「時計の表示」S%S表示形式選択S%

着信時背面画面に相手の名前を表示しない 「着信時に相手の名前を表示する」S%S「Off」S%

本機を持ち上げたときにライトを点灯しない 「持ち上げたときに点灯する」S%S「Off」S%

待受画面に関する設定 J%S「設定」S%S「待受画面の設定」S%S「待受画面の表示」S%

待受画面の時計／カレンダーを変更する 「時計／カレンダーの表示」S%S表示形式選択S%

待受画面に楽ともボタンを表示しない 「楽ともボタンの表示」S%S「表示しない」S%
15-3
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B
電話着信に関する設定 J%S「設定」S%S「電話着信時の設定」S%

受話音量を調節する 「受話音量の調節」S%S音量調節S%

着信時の音量を変更する 「着信時の音量」S%S音量調節S%

着信時にお知らせランプを点灯しない 「着信時のお知らせランプ」S%S「音声電話着信」／「テレビ電話着
信」S%S「Off」S%

イヤホン接続時に着信音をスピーカーから鳴らさない「着信音の出力先」S%S「イヤホンのみ」S%

メール着信に関する設定 J%S「設定」S%S「メール着信時の設定」S%

着信時の音量を変更する 「着信時の音量」S%S音量調節S%

着信時にお知らせランプを点灯しない 「着信時のお知らせランプ」S%S「Off」S%

その他お知らせランプに関する設定 J%S「設定」S%S「その他お知らせランプの設定」S%

不在着信などがあるときお知らせランプを点灯しない「不在着信のお知らせランプ」S%S「Off」S%

未確認メールがあるときお知らせランプを点灯しない「メール着信のお知らせランプ」S%S「Off」S%
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効果音に関する設定 J%S「設定」S%S「効果音の設定」S%

ボタン確認音を消す 「ボタンを押したときの音」S%S「Off」S%

充電完了音を鳴らす 「充電が完了したときの音」S%S「On」S%

本機の開閉時に音を鳴らす 「本体を開閉するときの音」S%S「On」S%

電源On／Off時の音を消す 「電源を入れる／切るときの音」S%S「Off」S%
15-5
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B
ネットワークに関する設定 J%S「設定」S%S「ネットワークの設定」S%

ネットワークを手動で選ぶ 「ネットワークの選択」S%S「手動で選ぶ」S%Sネットワーク選択
S%　

優先的に接続するネットワークを追加する 「ネットワークの選択」S%S「優先するネットワークを選ぶ」S%S
挿入場所選択S%S「挿入」S%Sネットワーク選択S%

優先的に接続するネットワークを末尾に追加する 「ネットワークの選択」S%S「優先するネットワークを選ぶ」S%S
%S「末尾に追加」S%Sネットワーク選択S%

優先的に接続するネットワークを削除する 「ネットワークの選択」S%S「優先するネットワークを選ぶ」S%S
ネットワーク選択S%S「削除」S%　

ネットワークを追加する 「ネットワークの選択」S%S「ネットワークの追加・変更・削除」S%S
「追加」S%S国コード入力S%Sネットワークコード入力S%S名
前入力S%S「ネットワークタイプ選択」S%Sネットワークタイプ
選択S%
.すでにネットワークが追加されているときは、「ネットワークの追加・変
更・削除」を選び%を押すと、ネットワークリストが表示されます。さ
らにネットワークを追加するときは、再度%を押してから操作してくだ
さい。

ネットワークの内容を変更する 「ネットワークの選択」S%S「ネットワークの追加・変更・削除」S%S
ネットワーク選択S%S「変更」S%S追加と同様の操作で変更S%

ネットワークを削除する 「ネットワークの選択」S%S「ネットワークの追加・変更・削除」S%S
ネットワーク選択S%S「削除」S%

3G／GSMのモードを手動で切り替える 「3G／GSMの選択」S%S「手動」S%Sモード選択S%

ネットワークを再検索して接続する 「電波が強い基地局に再接続する」S%

ネットワーク自動調整を行う 「ネットワークを自動で調整する」S%S「はい」S%S%

ネットワークの状態を確認する 「ネットワークの状態」S%



初期化
設定をお買い上げ時の状態に戻す操作
共
通
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B

.管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。

お買い上げ時の状態に戻す操作 J%S「設定」S%S「初期化」S%

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す 「本体の設定を初期化する」S%S管理者用暗証番号入力S%S「はい」
S%S「はい」S%
.内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳や各種データなどの内容を消去しお買い上げ

時の状態に戻す
「すべてを購入時の状態に戻す」S%S管理者用暗証番号入力S%S
「はい」S%S「はい」S%
.一度リセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリもすべ
て削除されます。

.操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に
戻ります。
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自動世界時計

3 自動世界時計が動作しない

.「時差の時間帯を設定する」が「東

京」以外のときは、動作しません。

.「サマータイムの設定」が「On」
のときは、動作しません。

.ネットワークから時刻情報が得ら

れないときは、現地の時刻を表示

できないことがあります。

3 現地時刻が表示されなくなった

.次のときは、現地時刻が表示され

なくなります。

,「自動世界時計」を「設定しな

い」にしたとき

,「世界時計を手動で設定する」で

世界時計を変更したとき

,「時計／カレンダーの表示」で

「世界時計」以外に設定したとき
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16-2
USIMカードは、お客様の電話番号情

報が入ったICカードです。USIMカー

ド対応のソフトバンク携帯電話に取り

付けて使用します。
.USIMカードには電話帳が保存でき、保

存したデータは他のソフトバンク携帯

電話でも利用できます。USIMカード

によっては、登録できない項目があっ

たり、文字数などが制限されることが

あります。

.他社製品の ICカードリーダーなどに

USIMカードを取り付けて故障したと

きは、お客様ご自身の責任となります。

当社では一切責任を負いかねますので

ご了承ください。

.IC部分に汚れなどが付着すると正しく

動作しないことがあります。乾いた柔ら

かい布などできれいにふいてください。

.USIMカードにラベルなどを貼らない

でください。故障の原因となります。

.USIMカードについて詳しくは、USIMカー

ドに付属の説明書を参照してください。

.

USIMカードには、第三者による本機

の無断使用を防ぐための暗証番号

（PINコード）があります。
.USIMカードお買い上げ時は、「9999」
に設定されています。

USIMカードについて

USIMカード取り扱いのご注意

IC

USIMカードについてのその他ご注意
.USIMカードの所有権は当社に帰属し

ます。

.紛失・破損などによるUSIMカードの

再発行は有償となります。

.解約・休止などの際は、USIMカード

を当社にご返却ください。

.お客様からご返却いただいたUSIM
カードは、環境保存のためリサイク

ルされています。

.USIMカードの仕様、性能は予告なし

に変更する可能性があります。ご了

承ください。

.お客様ご自身でUSIMカードに登録さ

れた情報は、別途メモなどに控えて

保管することをおすすめします。万

一、登録された情報内容が消失した

場合でも、当社では一切責任を負い

かねますのでご了承ください。

.ソフトバンク携帯電話（USIMカード

装着済み）やUSIMカードを盗難・紛

失された場合は、必ず緊急利用停止

の手続きを行ってください。

緊急利用停止の手続きについては、お

問い合わせ先（AP.16-36）までご

連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

PINコードの入力を間違えると
.３回間違えると、PINロックが設定さ
れ、本機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき
.お問い合わせ先（AP.16-36）で、
「PINロック解除コード（PUKコー
ド）」を確認のうえ、次の操作を行っ
てください。

PINロック解除コード入力S%S
新しいPINコード入力S%S再度
新しいPINコード入力S%

,PINロック解除コードは、お忘れに
ならないようメモに控えるなどし
てください。

PINロック解除コードの入力を間違えると
.10回間違えると、USIMカードがロッ
クされ、本機が使用できなくなりま
す。このときは、「ソフトバンクショッ
プ」にてUSIMカードの再発行（有
償）が必要になりますので、ご注意
ください。
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USIMカード

USIMカードは、メモリカード取り付

け位置の下にあるUSIMトレイに取り

付けます。

上下２段構造になっていますので、間

違えないようご注意ください。
.取り付け／取り外しのときは、必要以

上に力を入れないでください。

.USIMトレイには、USIMカード以外の

ものは取り付けないでください。

USIMカードを取り付けていないと、

本機は利用できません。

1電池カバー／電池パックを取り

外す（AP.16-6）

2突起部に指をかけて

USIMトレイを引き出す

3金色のIC部分を上にして、

USIMカードをUSIMトレイに

セットする

4 USIMトレイを奥までゆっくり

と押し込む

5電池パック／電池カバーを取り

付ける（AP.16-6）

USIMカードを取り付ける／取り外す

取り付け／取り外し時のご注意

 USIM
 

 
 

USIMカードを取り付ける

USIM

USIM
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USIMカード

取り外したUSIMカードは、紛失しな

いようご注意ください。

1電池カバー／電池パックを取り

外す（AP.16-6）

2 USIMトレイを引き出す

3 USIMカードを少し持ち上げな

がらスライドして取り外す

4 USIMトレイを奥までゆっくり

と押し込む

5電池パック／電池カバーを取り

付ける（AP.16-6）

USIMカードを取り外す 解約／機種変更／修理などでUSIM
カードを取り外したとき
.本機やメモリカードに保存したデー

タが利用できなくなることがありま

す。また、別のUSIMカードを取り付

けるとS!アプリが利用できなくなる

ことがあります。
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.電池パックを使い切った状態で、保管・

放置しないでください。お客様が登録・

設定した内容が消失または変化したり、

電池パックが使用できなくなることが

あります。長期間保管・放置するとき

は、半年に１回程度補充電を行ってく

ださい。

.電池パックの使用条件によって、寿命

が近づくにつれて電池パックが膨れる

ことがありますが、安全上問題はあり

ません。

.電池パックは消耗品です。十分に充電

しても使用できる時間が極端に短く

なったら、交換時期です。新しい電池

パックをお買い求めください。

.電池パックや本機の充電端子が汚れた

ら、乾いたきれいな綿棒などで清掃し

てください。そのままにしておくと、

充電ができなくなるなど接触不良の原

因となります。

.電池パックは防水／防じん対応してい

ません。

.

.電池カバーが正しく装着されていない

と、防水／防じん性能が保証できませ

んのでご注意ください。

接触面に細かいゴミなどが挟まると、

水や粉じんが侵入する原因となります。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて リチウムイオン電池について
.本機は、リチウムイオン

電池を使用しています。リ

チウムイオン電池はリサ

イクル可能な貴重な資源

です。

,リサイクルは、お近くのモバイル・

リサイクル・ネットワークのマーク

のあるお店で行っています。

,リサイクルのときは、ショートさせ

たり、分解しないでください。火

災・感電の原因となります。

電池カバーについて

電池カバーが破損したとき
.電池カバーを交換してください。破

損箇所から内部に水が入り、感電や

電池パックの腐食など、故障の原因

となります。
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電池パック

1電池カバーを取り外す

.ツメに指をかけて電池カバーを少
し浮かせます。本体とのすきまに
指をかけて、下から起こすように
して外してください。

2電池パックを取り付ける

.印刷面を上にして、電池パックの
先を合わせてください。

3電池カバーを取り付ける

.電池カバーの先を本体の溝に合わ
せて、図の位置を指で押します。
浮いている箇所がないように電池
カバーをしっかりと押さえてくだ
さい。

4電池カバーが完全に取り付けら

れているかを確認する

.接触面に細かいゴミなどが挟まる
と、水や粉じんが侵入する原因と
なります。

.電池パックを取り外すときは、必ず本機

の電源を切った状態で行ってください。

1電池カバーを取り外す

2電池パックを取り外す

.図のように電池パックを持ち上げ
ます。

電池パックを取り付ける 電池パックを取り外す
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ネットワークを利用してソフトウェア

更新が必要かどうかを確認し、必要な

ときには更新ができます。
.確認および更新には、パケット通信料

はかかりません。

.本機にUSBケーブルを接続していると

きは、取り外してください。そのまま

でソフトウェア更新を実行すると、正

しく完了できないことがあります。

1%S「設定」S%
S「ネットワークの設定」

S%　

2「ソフトウェアの更新」S%

3「ソフトウェア更新を実行する」

S%　

4B　

.以降は、画面の指示に従って操作
してください。

ソフトバンクから配信されるお知らせ

メールより、予約更新を利用できま

す。予約更新を利用すると、予約時刻

にソフトウェア更新の確認画面が表示

されます。
.このあと%を押すか、そのままにして

おくと自動的にソフトウェア更新が実

行されます。

ソフトウェア書き換え完了画面が表示

されたあと、自動的に再起動します。
.再起動後、更新完了のメッセージとお

知らせが表示されます。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新についてのご注意
.更新が完了するまで、本機は使用で

きません。ソフトウェア更新には30
分程度かかることがあります。

.更新に失敗すると本機が使用できな

くなることがあります。更新に失敗

しないためにも、電波状態のよい所

で、移動せずに操作してください。

また、電池残量が十分ある状態で操

作してください。

.他の機能を操作しているときは、ソ

フトウェア更新は行えません。ソフ

トウェアを更新する前に（予約更新

するときは予約時刻前に）すべての

機能を終了させてください。

.本機の状況（故障・破損・水濡れな

ど）によっては、保存されているデー

タが破棄されることがあります。必

要なデータは、ソフトウェア更新前

にバックアップしておくことをおす

すめします。なお、データが消失し

た場合の損害につきましては、当社

は責任を負いかねますので、あらか

じめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

更新結果を表示するとき
3で「ソフトウェア更新の結果を確

認する」S%

予約更新について

ソフトウェア更新が完了すると

更新結果を確認するとき
お知らせ表示中に「ソフトウェア更

新結果」S%
ソフトウェア更新後に再起動しなかっ
たとき
.電池パックをいったん取り外したあ

と再度取り付け、電源を入れ直して

ください。それでも起動しないとき

は、ご契約のソフトバンクの故障受

付（AP.16-36）にご相談ください。
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本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水

などが付着したときは、汚れを軽く布

で除去し、やや弱めの水流［6リット

ル／分以下、常温（5℃～35℃）の水

道水］で蛇口やシャワーから約10cm
離して洗います。電池カバーを取り付

けた状態で、端子キャップが開かない

ように押さえたまま、ブラシやスポン

ジなどは使用せず手で洗ってくださ

い。洗ったあとは、水抜きをしてから

使用してください。
.電池カバーや端子キャップが、きちん

と閉まっていることを確認してから

洗ってください。

.洗濯機や超音波洗浄機などで洗わない

でください。

.乾燥のために電子レンジには絶対入れ

ないでください。電池パックを漏液・発

熱・破裂・発火させる原因となります。

また、本機を発熱・発煙・発火させたり

回路部品を破壊させる原因となります。

.乾燥のためにドライヤーの温風をあて

たり、高温環境に放置しないでくださ

い。本機の変形、変色、故障などの原

因となります。

水に濡れたあとは、必ず次の各部の水

抜きを行ってください。

.本機を振るときは、落とさないように

しっかりと握ってください。

1本機の表面の水分を乾いた布な

どでふく

2本機のヒンジ部をしっかりと持

ち、20回程度振る

3各部のすき間に入った水分を、

乾いた布などに押し当ててふき

取る

.各部の穴に水がたまっていること
がありますので、開口部に布を当
て、軽くたたいて水を出してくだ
さい。

4乾いた布などを下に敷き、

２～３時間程度常温で放置する

本機のお手入れ

本機の洗いかた 水抜きのしかた

ヒンジ部 マイク（送話口）部 

スピーカー部

水滴が付着したまま使用すると
.通話不良となったり、衣服やカバンな

どを濡らしてしまうことがあります。

.外部接続端子部がショートする恐れ

があります。

.寒冷地では凍結し、故障の原因とな

ることがあります。
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■全般

故障かな？と思ったら

症状 確認すること 処置

電源が入らない

「しばらくお待ちく
ださい」と表示され
るまで、"を押して
いますか。

「しばらくお待ちください」と表
示されるまで、"を押してくだ
さい。

電池切れになってい
ませんか。

電池パックを充電するか、充電
されている予備の電池パックと
交換してください。

電池パックは取り付
けられていますか。

正しく取り付けてください。
（AP.16-6）

電源を入れたのに操
作できない

「PIN認証の設定」を
「On」にしていませ
んか。

「On」にしているときは、PIN
コードを入力するまで本機を使
用できません。画面の指示に従っ
て入力してください。

「USIM未挿入です。
電源Off後、USIMを
挿入してください。」
と表示される

USIMカードは正し
く取り付けられてい
ますか。

電源を切り、USIMカードが正し
く取り付けられているか確認し
たあと、電源を入れ直してくだ
さい。
それでも症状が改善されないと
きは、USIMカードが破損してい
る可能性があります。

違ったUSIMカード
を取り付けていませ
んか。

使用できないUSIMカードが取
り付けられている可能性があり
ます。正しいUSIMカードである
ことを確認してください。

USIMカードのIC部
分に指紋などの汚れ
が付いていません
か。

乾いたきれいな布で汚れを落と
して、正しく取り付けてくださ
い。

「リフレッシュ」と表
示され、待受画面に
戻った

本機を落としたり、
強い衝撃を与えたり
しませんでしたか。

USIMカードが一時的に認識さ
れなくなったためです。故障で
はありません。

症状 確認すること 処置

緊急ブザーが鳴らな
い

ブザースイッチが途
中で止まっていませ
んか。

緊急ブザーを鳴らすときは、ブ
ザースイッチを「入」側の端まで
完全にスライドしてください。

ボタン操作ができな
い

キー操作ロックが設
定されていません
か。

キー操作ロックを解除してくだ
さい。（AP.12-6）

充電していないのに、
電池残量表示が点滅
する

周囲温度5℃～35℃
以外の場所で使って
いませんか。

周囲温度5℃～35℃の場所で
使ってください。

本機やACアダプタが
熱くなる

充電中ではありませ
んか。

手で触れることのできる温度で
あれば、異常ではありません。た
だし、長時間肌に触れたままに
していると、低温やけどになる
恐れがありますので、ご注意く
ださい。

本機を長時間利用し
ていませんか。

テレビ電話で通話し
ていませんか。

メモリカードのデー
タが表示されない

本機で初期化（フォー
マット）したメモリ
カードを使っていま
すか。

他の機器で初期化したメモリ
カードは、利用できないことが
あります。本機で初期化したメ
モリカードを使ってください。

日時の設定内容が保
持されない

電池パックを外して
いませんでしたか。

設定した日時は、電池パックを
交換するときも保持されますが、
約１時間程度電池パックを外し
ているか空の状態で放置してい
ると、設定がリセットされるこ
とがあります。このときは再度
設定してください。
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かな？と思ったら

■充電／電池

背面画面のライトが
点灯しない

歩行中または振動の
多い場所で操作して
いませんか。

持ち上げたときに点灯する設定
にしていても、歩行中および振
動の多い場所では点灯しません。
故障ではありません。

#を押してもマナー
モードが設定できな
い

待受画面で#を押
していますか。

待受画面以外で操作しても設定
できません。
待受画面で#を押してくださ
い。

症状 確認すること 処置

充電できない

ACアダプタの接続
コネクターが、卓上
ホルダー／本機に
しっかりと差し込ま
れていますか。

もう一度、確実に差し込んでく
ださい。

ACアダプタのプラ
グが、家庭用ACコン
セントにしっかりと
差し込まれています
か。

もう一度、確実に差し込んでく
ださい。

電池パックが本機に
取り付けられていま
すか。

正しく取り付けてください。
（AP.16-6）

本機、電池パックの
充電端子やACアダ
プタの接続コネク
ター、本機の外部接
続端子が汚れていま
せんか。

端子部を乾いたきれいな綿棒な
どで清掃してから、充電し直し
てください。

指定されたACアダ
プタなどを使ってい
ますか。

指定品を使用してください。指
定品以外のものを利用すると、
充電できないだけではなく、電
池パックを劣化させる原因とな
ります。

症状 確認すること 処置

充電時間が短い

電池残量がある状態
で充電していません
か。

電池残量がある状態で充電する
と、充電時間が短くなることが
あります。

お知らせランプが赤
色で点滅していませ
んか。

電池パックが寿命または異常で
す。新しい電池パックと交換し
てください。

強い衝撃を与えるな
どして、本機が卓上
ホルダーから外れて
いませんか。

もう一度、確実に本機を卓上ホ
ルダーに取り付けてください。

充電に時間がかかる

テレビ電話で通話し
ていませんか。

通話中は電池を多く消耗するた
め、充電されにくくなります。

USB充電を利用して
いませんか。

USB充電は、卓上ホルダーやAC
アダプタを利用したときよりも
時間がかかります。また、接続環
境によっては充電できないこと
があります。

電池パックの消耗が
早い

ライトが点灯した
り、音を出す機能や
操作などを頻繁に利
用したりしていませ
んか。

ポジションを頻繁に変更したり、
テレビ／S!アプリ／カメラ、音
楽や動画の再生、外部機器との
通信などを頻繁に行ったりする
と、電池パックの使用可能時間
は短くなります。

電波の弱い場所に長
時間いませんか。

電波の弱い状態で通話している
ときや圏外にいるときは、電池
を多く消耗します。

画面やボタンの照明
設定を明るくした
り、点灯時間を長く
設定したりしていま
せんか。

照明を暗くしたり、点灯時間を
短くしたりすると、電池パック
の消耗を軽減できます。

症状 確認すること 処置
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※1「ー」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「N」、「+」、「P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます（画面によっては入力できないことがあります）。

※3 画面によっては入力できないことがあります。

文字入力用ボタン一覧

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

1 あいうえお
ぁぃぅぇぉ

アイウエオ
ァィゥェォ

＠．／＿―１

□〔スペース〕
1　 1　

2 かきくけこ カキクケコ ＡＢＣａｂｃ２ 2　 2　

3 さしすせそ サシスセソ ＤＥＦｄｅｆ３ 3　 3　

4 たちつてとっ タチツテトッ ＧＨＩｇｈｉ４ 4　 4　

5 なにぬねの ナニヌネノ ＪＫＬｊｋｌ５ 5　 5　

6 はひふへほ ハヒフヘホ ＭＮＯｍｎｏ６ 6　 6　

7 まみむめも マミムメモ ＰＱＲＳｐｑｒｓ７ 7　 7　

8 やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ ＴＵＶｔｕｖ８ 8　 8　

9 らりるれろ ラリルレロ ＷＸＹＺｗｘｙｚ９ 9　 9　

0 わをんー ワヲンー ０ 0　 0　

(

゛゜ ゛゜- ※1 ───── N + P〔ポーズ〕 ? - ※2

─────
絵文字入力（常に全角）／
記号入力（全角／半角）※3

大文字／小文字入力
モードの切替

絵文字入力（全角）／
記号入力（半角）

小文字／大文字変換（変換できる文字で有効） ─────

# 、。0〔改行〕？ ！ □〔スペース〕
， ．0〔改行〕

？ ！ □〔スペース〕
# ─────
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文
字入力用ボタン

※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。

※5 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

※6 後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

※7 文字変換中だけ操作できます。

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

ab 変換※4 カーソル上下移動（文末でbを押すと0〔改行〕）

cd カーソル左右移動

$
１文字消去

変換中止 ───── 変換中止※5 ───── 入力済みコード消去

$
（長く）

カーソル以降消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文字の上にない［文末にある］とき）

!
$で消去した文字の復元

再変換※6 ───── 再変換※5※6 ─────

% 確定／完了

B 辞書連携※7 ─────

B
（長く）

通常変換※7 ─────

A カナ英数字変換※7 ─────
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仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電

池パックを装着し、電波が正常に受信できる

静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電

池パックを装着し、本機をクローズポジショ

ンにした状態で通話や操作をせず、電波が正

常に受信できる静止状態から算出した平均的

な計算値です。

※3 デジタルテレビ連続視聴時間とは、充電を満

たした新品の電池パックを装着し、明るさの

設定「２」、音の種類の設定「標準」、横画面視

聴の条件で、別売のマルチイヤホンマイクII
（外部接続端子用）を使用し、電池レベル１（電

池残量約10％）を残した計算値です。

.左記の時間は、照明が「明るさ：２」のとき

の数値です。

.お使いの場所や状況、設定内容によって、

左記の各時間は変動します。

.液晶画面は非常に精密度の高い技術で作ら

れていますが、画素欠けや常時点灯する画

素がありますので、あらかじめご了承くだ

さい。

■使用材料 ■電池パック

■卓上ホルダー

おもな仕様／機能別仕様

008SH　

質量
本体：約97g
電池パック装着時：約114g

連続通話時間※1 約200分（3Gモード）
約210分（GSMモード）

連続待受時間※2
約310時間（3Gモード）
約260時間（GSMモード）

（クローズポジション時）

デジタルテレビ
連続視聴時間※3 約6時間

充電時間（本機
の電源を切って
充電した場合）

ACアダプタ：約140分
シガーライター充電器：約140分

サイズ（幅×高
さ×奥行）

約50×106×18（ 薄部16.9）mm
（クローズポジション時、突起部 
除く）

大出力
0.25W（3Gモード）
2.0W（GSMモード）

使用箇所 使用材料／表面処理

キャビネット（画面側、操作
ボタン側、電池パック側）

レニー樹脂／塗装、UV
塗装

電池カバー、ヒンジカバー
PC樹脂＋ABS樹脂／塗
装、UV塗装

ディスプレイパネル、ディス
プレイ背面パネル、カメラパ
ネル（赤外線ポート）

アクリル樹脂／裏面印
刷

楽ともボタン PC樹脂／裏面印刷

辞書ボタン、Yahoo!ケータ
イ・ボタン、OKボタン、楽ボ
タン（便利ボタン、電話ボタ
ン、写真ボタン、メールボタ
ン）、開始ボタン、戻るボタ
ン、電源／終了ボタン

PC樹脂／塗装

ダイヤルボタン、Nボタン、
＃ボタン

PC樹脂／塗装、印刷

サイドボタン（表示ボタン）、
緊急ブザースイッチ、外部接
続端子キャップ

PC樹脂／塗装、UV塗装

使用箇所 使用材料／表面処理

USIMトレイ
ステンレス＋プラス
チック

充電端子 ステンレス／金メッキ

電池パック PC樹脂＋ABS樹脂

ネジ
SWCH16A　
（鉄／クロムメッキ）

付属品

電圧 3.7V　
使用電池 リチウムイオン電池

容量 770mAh　
外形サイズ（幅
×高さ×奥行）

約35.4×46.3×4.6mm
（突起部 除く）

入力電圧／
入力電流

DC5.4V／700mA　

出力電圧／
出力電流

DC5.4V／700mA　

充電温度範囲 5℃～35℃
サイズ（幅×高
さ×奥行）

約88×47×60mm
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■文字入力

※本機内では、「家庭の健康事典」と表示されます。

■電話帳

■S!電話帳バックアップ
※添付ファイル数（容量）は、本文などの内容によって

少なくなることがあります。

※ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

■共通

■静止画撮影モード

共通操作

ユーザー辞書登録
250件（同じ読みは5件）、
単語：30文字、
読み：ひらがな8文字

ダウンロード辞書 5件
貼り付けリスト 10件
消去した文字の復元 大半角30720文字（30720バイト）

スマートリンク
辞書

明鏡モバイル国語辞典：
　約4万7100語句
ジーニアスモバイル英和辞典：
　約4万5700語句
ジーニアスモバイル和英辞典：
　約5万5800語句
家庭の健康べんり事典※：
　約490項目

電話帳登録 1000件
名前、よみがな 姓32文字、名32文字

電話番号 32文字、5件
メールアドレス 128文字、5件
グループ 16グループ

住所
郵便番号20文字、国名32文字、都道
府県・市区町村・番地・付加情報各
64文字

ホームページ 1024バイト

メモ 256文字

メールグループ
20グループ（1グループあたり20
名）、グループ名16文字

同期履歴 10件

電話

発信履歴 日時順：30件
着信履歴 30件
簡易留守録／
音声メモ

20件（ 長12分）

短縮ダイヤル／
メール

100件

メール

メモリ容量

受信メール
10Mバイト、
3000件

下書きメール 5Mバイト（下書
きメール、送信済
みメール、未送信
メール合計で
大1000件）

送信済みメール

未送信メール

件名（S!メール）全角256文字（半角512文字）

本文（S!メール）
全角約15000文字（半角約30000
文字）

SMS本文
全角70文字（半角カタカナ70文字、
半角英数字160文字）

自動再送回数 2回
添付ファイル 20ファイル（ 大2Mバイト）※

送信予約 10件
同報送信 20件

振り分けフォルダ
20個（１フォルダあたり振り分け
条件20件）

迷惑メール
個別迷惑設定 20件
受信許可リスト 20件

インターネット

ダウンロード

情報画面全体で300Kバイト

プログレッシブダウンロードで
10Mバイト

閲覧履歴 300件
URL入力履歴 10件
ブックマーク※／
画面メモ

100件

タブ表示 3画面

インプットメモリ 20件

カメラ

有効画素数 3.2メガピクセル

自動終了時間 約3分

ズーム 大5倍

写真の大きさ
（横×縦ドット）

大サイズ 1536×2048
普通サイズ 480×640
壁紙サイズ 240×400

保存形式 JPEG形式

保存可能枚数
（本体に何も保
存されていない
とき）の目安

約49枚（ 大サイズ）

ファイル名
yymmdd_hhmmss　
（西暦年下2ケタ＋月＋日＿時＋分＋秒）

推奨撮影距離 接写撮影10cm
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■動画（ビデオ）撮影モード

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す

ることがあります。

※2011年6月現在の祝日が登録されています。

ズーム 大8.7倍

ビデオの大きさ
（横×縦ドット）

長時間撮影
320×240（QVGA）

176×144（QCIF）

メール添付
320×240（QVGA）

176×144（QCIF）
保存形式 3GP形式

保存可能容量
（１ファイルあ
たり）の目安

長時間撮影
約30分※（メモリカー
ド保存時）

メール添付 2Mバイト／295Kバイト

ファイル名
yymmdd_hhmmss　
（西暦年下2ケタ＋月＋日＿時＋分＋秒）

推奨撮影距離 1.5ｍ（明るい場所で）

撮影中の一時停
止可能サイズ

QVGAサイズ
（長時間撮影時のみ）

音楽／動画（ビデオ）

対応データ

AACデータ（.mp4／.3gp／.m4a）
※サンプリング周波数、ビットレー
トの組み合わせによっては再生で
きないことがあります。

「すべての音楽」
大表示曲数

音楽
各350曲

着うた®

便利な機能

歩数計

本日の歩行

歩数：99,999歩
歩行時間：
23時間59分59秒
エクササイズ：71.9Ex
消費カロリー：
9,999.9kcal　
移動距離：179.9km
脂肪燃焼量：999.9g

歩行履歴

過去2年分

時間別履歴：
9,999歩／時間

日別履歴：
99,999歩／日

累積歩行

累積日数：999日
歩数：99,999,999歩
歩行時間：
99,999時間59分59秒
エクササイズ：
99,999.9Ex　
消費カロリー：
9,999,999.9kcal　
移動距離：
999,999.9km　

脂肪燃焼量：
999,999.9g　

１日平均

歩数：99,999歩
歩行時間：
23時間59分59秒
エクササイズ：71.9Ex
消費カロリー：
9,999.9kcal　
移動距離：179.9km
脂肪燃焼量：999.9g

カレンダー※
スケジュール1000件、件名：32文
字、内容：128文字、場所：16文字、
プライベート祝日10件

目覚まし 4件、件名9文字

電卓 999,999,999,999　
地図 位置メモ 50件

ストップウォッチ
23時間59分59.9秒まで
1／10秒単位、ラップタイム4件

タイマー 99分59秒まで1秒単位

メモ帳 500件（1件あたり8192文字）

録音
メール添付

1件あたり約20分（メー
ル作成サイズ2Mバイ
ト時）／1件あたり約3
分（メール作成サイズ
300Kバイト時）

長時間録音 長99時間59分59秒
バーコード読み取
り（連続モード）

JANコード 大50回
QRコード 大16回
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■S!アプリ

■ブログツール

※コンテンツ・キーは、yymmdd（西暦年下2ケタ＋

月＋日）

■赤外線通信

■ソフトバンクモバイルホームページ
http://www.softbank.jp

■microSDメモリカードの対応情報
http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html
（パソコン用）
http://shweb.sharp.co.jp/
（携帯電話用）

■S!電話帳バックアップ
http://www.softbank.jp/SAB
（パソコン用）

■SVG-T　
http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html
（携帯電話用）

S!アプリ／ブログ／コンテンツ

メモリ容量
100件、50Mバイト（絵はがき素材、
写真などのデータとメモリを共有）

登録可能ブログ数 5件
ブログ名 16文字

ブログ設定
（メール）

投稿先メー
ルアドレス

128文字

投稿
タイトル

32文字

投稿本文 128文字

画像サイズ
設定

小（320×320以内）、
中（640×640以内）、
大（1024×1024以内）、
そのまま送信

ブログ設定
（Yahoo!ケー
タイ）

ブログ投稿
先URL 1024文字

ブログ参照
URL　 1024文字

写真などのデータ

メモリ容量
50Mバイト（絵はがき素材、S!アプ
リとメモリを共有）

メモリカード

保存ファイル名
yymmddXX※（西暦年下2ケタ＋月
＋日＋2ケタの英数字）

外部機器接続

赤外線通信
IrMC1.1　
通信距離 20cm以内

ネットワーク

ネットワーク
5件、国コード／ネットワークコー
ド：3ケタ、名前：半角25文字

参考URL
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メモリカードの構造と各データの保存場所
メモリカードの構造 保存されるデータ／本機で使うときに保存する場所

PRIVATE　
MYFOLDER　

Mail　 一括保存したメールのバックアップデータ（受信メール、送信済みメール、下書きメール）

My Items　

Bookmarks　 一括保存したブックマークのバックアップデータ

Character　 「写真を見る」フォルダ内にある「キャラクタ」で表示するファイル

Flash(R)　 「Flash®」で表示する壁紙用のファイル

Flash(R) Ringtones　 「Flash®」フォルダ内にある「着信音Flash®」で再生する着信音用のファイル

Games and More　 S!アプリのデータ

Mail Art　 「写真を見る」フォルダ内にある「デコレメピクチャー」で表示するファイル

Message Templates　 メール「絵はがき素材」で表示するファイル

Music　 「音楽」で再生する音楽

Other Documents　 「その他ファイル」で表示するファイル

Pictograms　 「写真を見る」フォルダ内にある「マイ絵文字」で表示するマイ絵文字（GIFファイル）

Pictures　 「写真を見る」で表示する画像

Sounds & Ringtones　 「着うた・メロディ」で再生する音楽

Videos　 「ビデオを見る」で再生する動画

SH_Folder　 アプリケーションの管理情報など

Utility　 一括保存したバックアップデータ（電話帳）など

SHARP　 MOBILE　 一括保存したバックアップデータ（ユーザー辞書）など
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■電話の設定をする：

留守番・転送電話の設定

■電話の設定をする：

簡易留守録の自動応答設定

■電話の設定をする：

国際電話に関する設定

■電話の設定をする：

通話時間とデータ通信の明細

メニュー一覧
楽ボタンメニュー

ボタン 機能名 ページ

a　
便利メニュー

歩数計を使う 　P.10-3

カレンダーを見る 　P.10-5

目覚ましを使う 　P.10-8

電卓を使う 　P.10-10

番号を交換する 　P.14-5

地図を見る 　P.10-11

c　
電話メニュー

電話帳を見る 　P.3-17

発信履歴を見る 　P.4-10

着信履歴を見る 　P.4-10

自分の番号を見る 　P.2-5

留守番電話を聞く 　P.4-14

電話帳に追加する 　P.3-15

d　
メールメニュー

受信メールを見る 　P.5-13

送信メールを見る 　P.5-13

文章のみ送る 　P.5-4

写真を送る 　P.5-5

音声を送る 　P.5-6

SMSを送る 　P.5-7

b　
写真メニュー

写真を撮る 　P.8-4

写真を見る 　P.13-3

壁紙用写真を撮る 　P.8-8

ビデオを撮る 　P.8-5

ビデオを見る 　P.13-3

写真を送る 　P.5-5

メインメニュー

電話機能

機能名 ページ

電話帳を見る 　P.3-17

発信履歴を見る 　P.4-10

着信履歴を見る 　P.4-10

自分の番号やアドレスを見る 　P.2-5

留守番電話を聞く
センターの留守録を聞く 　P.4-14

簡易留守録を聞く 　P.4-6

電話帳に追加する 　P.3-15

S!電話帳バックアッ
プを使う

電話帳を 新の状態
にする

　P.3-22

バックアップを設定する 　P.3-22

短縮ダイヤルを使って電話する 　P.4-9

電話の設定をする

留守番・転送電話の
設定

　P.4-13

簡易留守録の自動応
答設定

　P.4-5

電話帳グループの設定 　P.3-16

発信者番号の通知を
設定

　P.4-20

割込通話サービスの
設定

　P.4-19

国際電話に関する設定 　P.4-15

イヤホン使用時の設定 　P.4-17

通話時間とデータ通
信の明細

　P.4-10

電話帳の登録方法を
変える

　P.3-16

登録件数の確認と
内容の削除

　P.3-27

電話帳の切替 　P.3-16

未確認のお知らせを見る 　P.1-8

機能名 ページ

留守番電話の設定 　P.4-14

転送電話の設定 　P.4-13

留守番／転送電話の機能を停止 　P.4-14

設定の確認 　P.4-19

機能名 ページ

通常モード 　P.4-5

マナーモード 　P.4-5

オリジナルモード 　P.4-5

応答時間の設定 　P.4-5

機能名 ページ

国番号を一覧で表示 　P.4-16

海外発信アシスト機能 　P.4-15

国際コードの変更 　P.4-15

機能名 ページ

通話時間明細 　P.4-10

データ通信明細 　P.4-10
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■メールを送る

■メールの各種設定をする：

S!メールとSMSの設定

■写真を撮る
.静止画撮影画面でBを押すと、次の項目が

表示されます。

■写真を撮る：撮影方法で選ぶ

メール機能

機能名 ページ

受信メールを見る 　P.5-13

送信メールを見る 　P.5-13

メールを送る 　P.5-6

下書きメールを見る 　P.5-24

未送信のメールを見る 　P.5-24

新着メールを問合せて受信する 　P.5-21

メールの各種設定を
する

未受信メールの操作 　P.5-21

メールアドレスの
確認と変更

　P.5-3

迷惑メールを振り分
ける

　P.5-15

一覧表示の形式 　P.5-25

メール自動削除の設定 　P.5-26

S!メールとSMSの
設定

　P.5-8

メールグループの設定 　P.5-17

メールのメモリ使用
量の確認

　P.5-25

機能名 ページ

文章のみ送る 　P.5-4

いろいろなメールを
送る

写真を送る 　P.5-5

声を録音して送る 　P.5-6

定型文を使って
メールを送る

　P.5-6

絵はがき風のメール
を送る

　P.5-6

SMSを送る 　P.5-7

機能名 ページ

S!メール受信方法の設定 　P.5-12

メールの作り方を変える 　P.5-8

返信時の引用 　P.5-23

作成するメールの 大サイズ 　P.5-19

添付する画像の 大サイズ 　P.5-19

SMSを作成するときの文字コード 　P.5-19

新着メールの表示方法を変える 　P.5-21

写真や音楽

機能名 ページ

写真を撮る 　P.8-4

壁紙用の写真を撮る 　P.8-8

ビデオを撮る 　P.8-5

写真・ビデオ・音楽
などの確認

写真を見る 　P.13-3

絵はがき素材 　P.13-2

着うた・メロディ 　P.10-18

S!アプリ 　P.13-2

音楽 　P.13-2

ビデオを見る 　P.13-3

Flash®　 　P.13-2

その他ファイル 　P.13-2

使用容量確認 　P.13-2

フレーム付きの写真を撮る 　P.8-8

カメラ便利機能

バーコードを読み取る 　P.10-20

ラクラク瞬漢ルーペ
を使う

　P.10-21

名刺を読み取る 　P.10-22

読み取ったバーコー
ドを確認する

　P.10-30

機能名 ページ

ビデオを撮る 　P.8-4

撮影方法で選ぶ 　P.8-7

すぐ撮り 　P.8-8

拡大鏡 　P.10-19

写真の大きさ 　P.8-9

明るさ調整 　P.8-9

セルフタイマー 　P.8-7

保存の設定 　P.8-9

写真を見る 　P.8-6

機能名 ページ

フレーム付き撮影 　P.8-8

連写撮影 　P.8-7

シーンを選ぶ 　P.8-8

読み取り

バーコードを読み取る 　P.10-20

ラクラク瞬漢ルーペ
を使う

　P.10-21

名刺を読み取る 　P.10-22
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メニュー一覧

■データのやりとりをする

■テレビを見る

■Yahoo!ケータイを使う

■音楽を聴く

便利な機能

機能名 ページ

ボタンの働きとマークの意味 　P.2-5

歩数計を使う 　P.10-3

カレンダーを見る 　P.10-5

目覚ましを使う 　P.10-8

電卓を使う 　P.10-10

番号やアドレスを
交換する

自分の番号を送る 　P.14-5

相手の番号を受ける 　P.14-5

相手に送る内容を
選択する

　P.14-5

自分の電話番号と
アドレスを確認

　P.14-5

地図を見る

現在地付近の地図を
読み込む

　P.10-12

地図アプリを起動する 　P.10-11

位置ナビを使う 　P.10-13

その他の機能 　P.10-11

詳しい設定 　P.10-11

データのやりとりをする 　P.14-3

ストップウォッチを使う 　P.10-14

タイマーを使う 　P.10-15

時報を設定する 　P.10-16

辞書を使う 　P.3-12

メモ帳を使う 　P.10-17

拡大鏡を使う 　P.10-19

声を録音する 　P.10-18

機能名 ページ

赤外線で通信する
赤外線On／Off 　P.14-3

一括データ送信 　P.14-4

USBケーブルで
パソコンと接続する

パソコンからメモリ
カードを操作する

　P.14-6

パソコンからUSB充
電を行う

　P.1-6

メモリカードを使う

メモリカードへの
保存と読込み

　P.13-9

カードの初期化 　P.13-6

使用容量確認 　P.13-2

楽しい機能

機能名 ページ

テレビを見る 　P.7-5

Yahoo!ケータイを使う 　P.6-3

音楽を聴く 　P.9-4

ビデオを見る 　P.9-5

S!アプリを使う 　P.11-2

ブログに簡単に登録する 　P.11-3

無料コンテンツを使う 　P.11-5

S!コンテンツストアを見る 　P.11-5

機能名 ページ

番組を見る 　P.7-5

テレビの設定

視聴画面を切替える 　P.7-7

イヤホンを差した
ときの出力先

　P.7-8

おやすみタイマーを
設定する

　P.7-6

機能名 ページ

Yahoo!ケータイ 　P.6-3

メニューリストに接続する 　P.6-3

ブックマークを開く 　P.6-7

画面メモを見る 　P.6-7

過去に見たホームページの一覧 　P.6-3

文字サイズを設定する 　P.6-8

URLを入力する 　P.6-3

詳しい設定

セキュリティの設定
を行う

　P.6-8

一時的な情報を消去
する

　P.6-8

ブラウザの設定を
初期化する

　P.6-9

ブラウザを購入時の
状態にする

　P.6-9

機能名 ページ

前回の続きから聴く 　P.9-7

再生リストを選んで聴く 　P.9-4

楽曲をインターネットで探す 　P.9-3

再生の設定
音響効果 　P.9-7

繰り返しの方法 　P.9-7
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メニュー一覧

■ビデオを見る

■S!アプリを使う

機能名 ページ

前回の続きから見る 　P.9-7

再生リストを選んで見る 　P.9-5

ビデオをインターネットで探す 　P.9-3

再生の設定

繰り返しの方法 　P.9-7

表示サイズ 　P.9-7

音響効果 　P.9-7

機能名 ページ

S!アプリ一覧 　P.11-2

S!アプリの設定 　P.11-6

お知らせ 　P.11-7

安心機能

機能名 ページ

位置ナビを使う 　P.10-13

緊急ブザーを設定する 　P.12-2

読んだよメールを送る 　P.12-3

元気だよメールを送る 　P.12-4

設定

機能名 ページ

マナーモードの設定 　P.2-6

待受画面の設定
壁紙を変更する 　P.3-3

待受画面の表示 　P.15-3

照明の時間と明るさの設定 　P.15-3

文字サイズの設定 　P.15-3

メインメニューの表示形式 　P.2-3

画面配色の変更 　P.15-3

ミニ電池の表示 　P.15-3

背面表示の設定 　P.15-3

操作ボタンの照明 　P.15-3

電話着信時の設定 　P.3-4

メール着信時の設定 　P.3-4

待ちうたの設定 　P.3-5

着信お知らせ機能 　P.4-14

効果音の設定 　P.15-5

その他お知らせ
ランプの設定

不在着信のお知らせ
ランプ

　P.15-4

メール着信のお知ら
せランプ

　P.15-4

時計の設定

日付・時刻の設定 　P.15-2

日時の自動補正 　P.15-2

時刻の表示形式 　P.15-2

祝日の設定 　P.10-24

自動世界時計 　P.15-2

世界時計を手動で
設定する

　P.15-2

時差の時間帯を設定
する

　P.15-2

サマータイムの設定 　P.15-2

かな漢字変換の単語を追加 　P.3-11

セキュリティ設定

PIN認証の設定 　P.12-6

キー操作ロック 　P.12-6

履歴の使用禁止 　P.12-7

制御中の機能を確認
する

　P.12-8

暗証番号の変更 　P.1-11

管理者暗証番号の変更 　P.1-12

ケータイの利用制限
を設定する

　P.12-7

ネットワークの設定

ネットワークの選択 　P.15-6

電波が強い基地局に
再接続する

　P.15-6

電波を停止する 　P.2-4

ネットワークを自動
で調整する

　P.15-6

3G／GSMの選択 　P.15-6

ネットワークの状態 　P.15-6

ソフトウェアの更新 　P.16-7

初期化

本体の設定を初期化
する

　P.15-7

すべてを購入時の状
態に戻す

　P.15-7

機能名 ページ
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3G／GSM ................................................. 15-6
ACアダプタ ................................................. 1-4
PINコード .................................................. 16-2
PIN認証 ............................................ 12-6、12-9
PINロック .................................................. 16-2
SMS　 ............................................................. 5-2

SMS送信 .................................................. 5-7
S!アプリ ............................................ 11-2、11-6
S!コンテンツストア ................................... 11-5
S!電話帳バックアップ ...................... 3-20、3-27
S!メール ....................................................... 5-2
TVコール（テレビ電話） ......................... 4-2、4-7
USIMカード .............................................. 16-2

USIMカード内の電話帳 ......................... 3-16
取り付ける／取り外す ........................... 16-3

USIMカードの暗証番号 ............................ 16-2
Yahoo!ケータイ ........................... 6-2、6-3、6-8
Yahoo!ケータイ接続 .......................... 6-3、6-9

URLを入力して接続 ................................. 6-3
閲覧履歴から接続 .................................... 6-3
メインメニューから接続 .......................... 6-3

アフターサービス .................................... 16-35
暗証番号 ..................................................... 1-11
安心遠隔ロック .......................................... 12-6
安心機能 ..................................................... 12-2
安全上のご注意 ............................................ viii
インターネット ..................................... 6-2、6-8
インターネットのしくみ ............................. 6-2
オープンポジション ..................................... 1-2
お買い上げ時の状態に戻す ........................ 15-7
お知らせランプ ..................... 1-2、1-4、4-3、5-10

設定 ........................................................ 15-4

お手入れ .....................................................16-8
本機の洗いかた ......................................16-8
水抜きのしかた ......................................16-8

お問い合わせ先 ........................................16-36
お願いとご注意 .............................................xiv
オプションサービス ..........................4-13、4-19
音楽 ..............................................................9-2
音楽再生 ................................................9-4、9-7
音楽ダウンロード ........................................9-3
音楽取り込み ................................................9-3
音声電話 .....................................4-4、4-15、4-16

音声電話を受ける .....................................4-4
音声電話をかける .....................................4-4
国際電話をかける .....................................4-4

外部接続端子 ................................................1-2
拡大鏡 ......................................................10-19
各部の名称 ...................................................1-2
画像確認 .......................................................8-6

静止画確認 ...............................................8-6
動画（ビデオ）確認 .....................................8-6

壁紙 ..............................................................3-3
カメラ ...................................................1-2、8-2
画面 ..............................................................1-2
画面の見かた ................................................1-8

お知らせ ...................................................1-8
音楽再生画面 ............................................9-4
自動消灯 ...................................................1-8
静止画撮影画面 ........................................8-3
ソフトキー ...............................................1-8
動画（ビデオ）再生画面 .............................9-5
動画（ビデオ）撮影画面 .............................8-3
パネルセーブ ............................................1-8
待受画面 ...................................................1-8
メッセージ画面 ......................................5-11

リスト画面 .............................................5-11
画面配色 .....................................................15-3
画面表示設定 ..............................................15-3
画面メモ ..............................................6-7、6-12
カレンダー ......................................10-5、10-24

カレンダー表示 ......................................10-5
予定確認 .................................................10-6
予定削除 .................................................10-7
予定登録 ......................................10-5、10-25

簡易留守録 ...................................................4-5
管理者用暗証番号 ......................................1-12
キー操作ロック ..........................................12-6
機能の探しかた ............................................... ii
機能別仕様 ...............................................16-20

S!アプリ／ブログ／コンテンツ ...........16-22
インターネット ....................................16-20
音楽／動画（ビデオ） .............................16-21
外部機器接続 ........................................16-22
カメラ ...................................................16-20
共通操作 ...............................................16-20
写真などのデータ .................................16-22
電話 ......................................................16-20
ネットワーク ........................................16-22
便利な機能 ...........................................16-21
メール ...................................................16-20
メモリカード ........................................16-22

機能別利用制限 ..........................................12-7
緊急通報（110、119、118）発信 ....................4-3
緊急ブザー ........................................12-2、12-9

緊急ブザーを鳴らす ...............................12-2
緊急連絡先登録 ......................................12-2

空気抜き穴 ...................................................1-2
区点コード一覧 ........................................16-13
グループ通話サービス ......................4-13、4-19
クローズポジション .....................................1-2
携帯電話機の比吸収率（SAR）について ......... xx
ケータイ機能制御 ......................................12-8
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元気だよメール ................................ 12-4、12-9
効果音設定 ................................................. 15-5

開閉時の音 ............................................. 15-5
充電完了音 ............................................. 15-5
電源On／Off時の音 .............................. 15-5
ボタン確認音 ......................................... 15-5

交換機用暗証番号 ...................................... 1-11
国際電話 ...................................................... 4-4
故障かな？と思ったら ............................... 16-9
コンテンツ入手 ......................................... 11-5

再生リスト ................................................... 9-6
音楽管理 .................................................. 9-8
動画（ビデオ）管理 .................................... 9-9

サマータイム ............................................. 15-2
参考URL .................................................. 16-22
時刻の表示形式 ......................................... 15-2
時差の時間帯 ............................................. 15-2
自宅ボタン ................................................. 3-18
自動世界時計 ............................................. 15-2
自分の電話番号確認 ............................. 2-5、2-6
時報 .............................................. 10-16、10-28

時報解除 .............................................. 10-16
時報設定 .............................................. 10-16

充電 ............................................................. 1-4
ACアダプタ充電 ...................................... 1-5
USB充電 ................................................... 1-6
シガーライター充電 ................................ 1-6
卓上ホルダー充電 .................................... 1-4

充電端子 ...................................................... 1-2
仕様 ......................................................... 16-19
使用材料 .................................................. 16-19
情報画面の操作 ............................. 6-5、6-6、6-9

スクロール（隠れている部分を表示する） ...... 6-5
タブ（複数の画面を切り替えて見る） ....... 6-5
フレーム（分割画面を切り替える） ........... 6-5
ボタン利用 ............................................... 6-6

メニュー選択 ........................................... 6-6
文字入力 ................................................... 6-6

照明 ............................................................ 15-3
明るさの設定 ......................................... 15-3
画面の照明 ...................................... 1-8、15-3
操作ボタンの照明 .................................. 15-3
点灯時間の設定 ...................................... 15-3

初期化 ........................................................ 15-7
振動 .............................................................. 3-5
ストップウォッチ .................................... 10-14
ストラップ取り付け穴 ................................. 1-2
スピーカー ................................................... 1-2
スマートリンク辞書 ......................... 3-12、3-24
スモールライト ........................................... 1-2
スライド壁紙 ............................................... 3-3
スロートーク ............................................... 4-5
静止画撮影 ............................................ 8-4、8-9

メールで送る ........................................... 8-4
世界対応ケータイ ........................................ 4-2
赤外線通信 ................................................. 14-2

データ受信（赤外線通信） ....................... 14-3
データ送信（赤外線通信） ....................... 14-4
認証コード ............................................. 14-2

赤外線ポート ............................................... 1-2
セキュリティ ............................................. 12-5
セキュリティ設定 .................... 1-11、4-11、12-6
操作方法確認 ............................................... 2-5
操作用暗証番号 ......................................... 1-11
送信予約 .................................................... 5-20
ソフトウェア更新 ...................................... 16-7

タイマー .................................................. 10-15
ダウンロード辞書 ...................................... 3-11
タブ .............................................................. 2-2
端子キャップ ............................................... 1-2
短縮ダイヤル ............................................... 4-9

地図 ............................................... 10-11、10-27
位置情報提供 ....................................... 10-13
位置ナビ ............................................... 10-13
位置メモ ............................................... 10-12
位置履歴確認 ....................................... 10-12
現在地確認 ........................................... 10-12
地図アプリ ........................................... 10-11

着信音変更 ................................................... 3-4
着信拒否設定 .................................... 4-12、4-18
着信時動作 ................................................... 3-4
着信中の電話を拒否 ......................... 4-16、4-17
着信中の電話を保留 .................................. 4-15
著作権等について .......................................xviii
通信用内蔵アンテナ .................................... 1-2
通話時間確認 ............................................. 4-10
データ確認 ...................................... 13-2、13-10
データ通信量確認 ...................................... 4-10
データ保存場所 ............................... 13-2、16-23
テレビ視聴 ................................................... 7-5

画面拡大 ................................................... 7-6
チャンネル設定 ................................. 7-4、7-8
データ放送利用 ........................................ 7-7
番組情報取得 ........................................... 7-6
表示／音／字幕設定 ................................. 7-8

テレビ電話（TVコール） ...................... 4-7、4-17
テレビ電話を受ける ................................. 4-7
テレビ電話をかける ................................. 4-7

テレビ（ワンセグ） ........................................ 7-2
イヤホン／スピーカー切り替え ............... 7-8
おやすみタイマー .................................... 7-6
データ放送設定 ........................................ 7-9
テレビリンク ........................................... 7-9
表示／音／字幕設定 ................................. 7-8

電源On／Off（電源を入れる／切る） .......... 1-7
転送電話サービス ...................................... 4-13
電卓 ............................................... 10-10、10-27
電池カバー ................................................... 1-2
電池パック .......................................... 1-4、16-5

取り付ける／取り外す ........................... 16-6

さ
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電波の停止 ................................................... 2-4
電話 .............................................................. 4-2
電話着信設定 ............................................. 15-4

受話音量 ................................................. 15-4
着信音の出力先 ...................................... 15-4
着信時のお知らせランプ ........................ 15-4
着信時の音量 .......................................... 15-4
着信時の動作（音、振動など） ............. 3-4、3-5

電話帳 ............................................... 3-14、3-25
電話帳切替 ................................................. 3-16
電話帳登録 ........................................ 3-15、3-25
電話帳利用（電話をかける） ............... 3-17、3-26
電話番号の送受信（赤外線通信） ................. 14-5
動画（ビデオ） ............................................... 9-2
動画（ビデオ）再生 ................................. 9-5、9-7
動画（ビデオ）撮影 ................................. 8-5、8-9

ムービー写メールで送る .......................... 8-5
動画（ビデオ）ダウンロード .......................... 9-3
特殊撮影 ....................................................... 8-7

壁紙用撮影 ............................................... 8-8
シーンを変える ........................................ 8-8
すぐ撮り ................................................... 8-8
セルフタイマー ........................................ 8-7
フレーム付き撮影 .................................... 8-8
連写撮影 ................................................... 8-7

時計の設定 ................................................. 15-2

日時の自動補正 .......................................... 15-2
ネット辞書 ............................... 3-12、3-13、3-24
ネットワーク自動調整 ........................ 1-7、15-6
ネットワークの設定 ................................... 15-6

バーコード読み取り ...................... 10-20、10-30
背面画面 ....................................................... 1-2
背面表示設定 ............................................. 15-3

着信時の表示 .......................................... 15-3

時計表示 .................................................15-3
歩数計表示 ....................................10-3、15-3

パソコン接続 ..............................................14-6
発信者番号通知サービス ..................4-13、4-20
発着信規制サービス ..........................4-13、4-20
発着信制限 ........................................4-11、4-18
発着信履歴 ........................................4-10、4-17
日付／時刻 .................................................15-2
ビデオ（→動画） ............................................9-2
ファイル確認 ..............................................13-3

写真確認 .................................................13-3
その他のファイル確認 ...........................13-3
動画を確認する ......................................13-3

ファイル／フォルダ管理 ................13-2、13-10
ファイル移動／コピー ...........................13-4
ファイル複数選択 ...................................13-4
フォルダ作成 ..........................................13-4

フィーリングメール ............................5-8、5-20
付属品 ................................................ vii、16-19
ブックマーク .......................................6-7、6-11
ブログツール .....................................11-3、11-8

ブログ閲覧 .............................................11-4
ブログ投稿 .............................................11-4
ブログ登録 .............................................11-3

プログレッシブダウンロード ...............6-4、9-2
便利な機能 .................................................10-2
防水／防じん性能について ...........................xvi

防水／防じん性能を維持するために ........xvii
本機のお手入れ ......................................16-8

ポジション ...................................................1-2
保証書 ......................................................16-35
歩数計 .............................................10-3、10-23

身体情報設定 ..........................................10-3
歩行状況確認 ..........................................10-4
歩数計Off ...............................................10-3
目標設定 .................................................10-4

保存・読込み ....................................13-8、13-11
ボタンのはたらき ........................................1-3

本書の構成 ....................................................... i
本書の見かた .................................................. iv

マークの見かた ............................................1-9
画面の見かた ............................................1-9
背面画面の見かた ...................................1-10

マイク（送話口） ............................................1-2
待受画面 .........................................1-3、1-7、1-8
待受画面設定 .......................................3-3、15-3

壁紙設定 ...................................................3-3
時計／カレンダー表示 ...........................15-3
楽ともボタン表示 ...................................15-3

待ちうた® ...........................................3-5、3-23
マナーモード .........................................2-4、2-6
まるごと音声パネル .....................................1-2
ミニ電池 .....................................................15-3
無料コンテンツ ..........................................11-5
名刺読み取り .................................10-22、10-32
迷惑メール .................................................5-14
迷惑メール申告 ..........................................5-22
迷惑メール振り分け ..........................5-15、5-27
メインメニュー ............................................2-3
メール ..........................................................5-2
メールアドレス ............................................5-3

メールアドレス登録 .................................5-3
メールアドレス変更 .................................5-3

メール管理 ........................................5-13、5-24
メールグループ .................................5-17、5-28
メール受信 ........................................5-10、5-21
メール受信方法 ..........................................5-12
メール送信 ..........................................5-4、5-18

SMS送信 ..................................................5-7
いろいろな方法で送信 .............................5-6
写真送信 ...................................................5-5
文章だけ送信 ............................................5-4

メール着信設定 ..........................................15-4
着信時のお知らせランプ ........................15-4
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着信時の音量 ......................................... 15-4
着信時の動作（音、振動など） ............. 3-4、3-5

メール振り分け ................................ 5-15、5-27
メール返信 ........................................ 5-11、5-23
メール保護 ................................................. 5-14
メール利用 ........................................ 5-13、5-24
目覚まし ......................................... 10-8、10-26

目覚まし解除 ......................................... 10-9
目覚まし設定 ......................................... 10-8

メニュー一覧 ........................................... 16-24
安心機能 .............................................. 16-27
写真や音楽 ........................................... 16-25
設定 ...................................................... 16-27
楽しい機能 ........................................... 16-26
電話機能 .............................................. 16-24
便利な機能 ........................................... 16-26
メール機能 ........................................... 16-25
楽ボタンメニュー ................................ 16-24

メモ帳 ........................................... 10-17、10-29
メモ帳確認 ........................................... 10-17
メモ帳削除 ........................................... 10-17
メモ帳登録 ........................................... 10-17

メモリカード ............................................. 13-5
初期化する ............................................. 13-6
データ確認 ............................................. 13-7
取り付ける／取り外す ........................... 13-6

メモリカードの構造と各データの保存場所 .... 16-23
目次 ................................................................vi
文字サイズ ................................................. 15-3
文字入力 ............................................. 3-6、3-23

１文字変換 ............................................... 3-8
絵文字入力 ............................................... 3-8
顔文字入力 ............................................... 3-9
カタカナ入力 ........................................... 3-8
カナ英数字変換 ........................................ 3-9
漢字入力 .................................................. 3-7
簡単アドレス入力 .................................... 3-9
記号入力 .................................................. 3-8
辞書連携 .................................................. 3-8

ひらがな入力 ........................................... 3-7
マイ絵文字入力 ........................................ 3-8
文字入力モード ........................................ 3-6

文字入力用ボタン一覧 ............................. 16-11
文字編集 .................................................... 3-10

移動／複写（切り取り／コピー） ............ 3-10
消去／修正 ............................................. 3-10

ユーザー辞書 ............................................. 3-11
ユーティリティーソフトウェア ................ 14-6
読んだよメール ................................ 12-3、12-9

楽ともボタン ............................................. 3-18
楽ともボタン登録 ...................................... 3-18
楽ともボタン利用 ........................................ 4-8

電話をかける ........................................... 4-8
メール送信 ............................................... 5-9

楽ともリンク ............................................. 5-16
スライドショー ...................................... 5-16

楽ボタンメニュー ............................. 2-2、16-24
ラクラク瞬漢ルーペ ..................... 10-21、10-32
履歴使用禁止 ............................................. 12-7
留守番電話サービス ......................... 4-13、4-14
レンズカバー ............................................... 1-2
録音 ............................................... 10-18、10-29

音声再生 ............................................... 10-18
音声録音 ............................................... 10-18

割込通話サービス ............................. 4-13、4-19
ワンセグ（テレビ） ........................................ 7-2
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インターネットに接続する
Yahoo!ケータイ ...................................... 6-3
　URLを入力して ..................................... 6-3
　閲覧履歴から ........................................ 6-3
　ブックマークを利用する ...................... 6-7
　メインメニューから ............................. 6-3
音楽再生中 ............................................... 9-7
動画（ビデオ）再生中 ................................. 9-7
バーコード読み取り結果から .............. 10-31
メール本文の情報から ........................... 5-22

閲覧する
Yahoo!ケータイ ...................................... 6-3
ブログ .................................................... 11-4

外出先で使う
緊急ブザー ............................................. 12-2
写真を撮る ............................................... 8-4
地図 ...................................................... 10-11
ビデオを撮る ............................................ 8-5
歩数計 .................................................... 10-3

解除する（停止する）
PINロック ............................................... 16-2
キー操作ロック ...................................... 12-6
機能別利用制限 ...................................... 12-7
緊急ブザー ............................................. 12-2
自動保存設定（S!電話帳バックアップ） ..... 3-27
時報 ...................................................... 10-16
スロートーク ............................................ 4-5
短縮ダイヤル ................................... 4-9、5-18
転送電話 ................................................. 4-14
電波 .......................................................... 2-4
発着信規制サービス ............................... 4-20
マナーモード ............................................ 2-4
メール保護 ............................................. 5-14
目覚まし ................................................. 10-9
履歴使用禁止 .......................................... 12-7
留守番電話 ............................................. 4-14

確認する（見る）
以前送受信したメール ...........................5-13
位置メモ ...............................................10-12
現在地 ...................................................10-12
撮影した画像 ............................................8-6
辞書の詳細 .............................................3-12
自分の電話番号 ........................................2-6
写真・ビデオ・音楽などのファイル .........13-3
新着メール ....................................5-10、5-21
ソフトウェア更新結果 ...........................16-7
短縮ダイヤルの操作方法 ..........................4-9
通話時間 .................................................4-10
データ通信量 ..........................................4-10
テレビ（ワンセグ） .....................................7-2
電話帳 .....................................................3-17
ネットワークの状態 ...............................15-6
発着信履歴 .............................................4-10
歩行状況 .................................................10-4
ボタンの働きとマークの意味 ...................2-5
未確認のお知らせ .....................................1-8
メールの操作方法 ...................................5-13
メモ帳 ...................................................10-17
メモリカード内のデータ ........................13-7
メモリの使用状況 ...................................13-2
文字入力の操作 ........................................3-6
予定（カレンダー） ...................................10-6
読み取ったバーコード .........................10-30
利用規制の状況 ......................................12-8

壁紙を設定する
壁紙用写真を撮る .....................................8-8
設定から ...................................................3-3
バーコード読み取り結果から ...............10-31

管理する
音楽／動画（ビデオ） ...................9-6、9-8、9-9
カレンダー ...........................................10-26
電話帳 .....................................................3-27
ファイル／フォルダ ....................13-4、13-10
ブックマーク ..........................................6-11
メール ............................................5-13、5-24

拒否する
かかってきている電話を ...............4-16、4-17
公衆電話からの着信 ...............................4-12
指定した電話番号からの着信 .................4-12
通知不可電話からの着信 ........................4-12
電話帳未登録の相手からの着信 .............4-12
非通知の相手からの着信 ........................4-12

禁止／制限する
PIN認証 ...................................................12-6
安心遠隔ロック ......................................12-6
位置情報測位 ........................................10-27
キー操作ロック ......................................12-6
機能の使用 .............................................12-7
ケータイ機能制御 ...................................12-8
発信 ........................................................4-11
履歴使用 .................................................12-7

検索する（調べる）
再生する音楽 ............................................9-4
再生する動画（ビデオ） .............................9-5
情報画面内の文字列（インターネット） .....6-9
スマートリンク辞書 ...............................3-12
電話帳 .....................................................3-17
ネット辞書 .............................................3-13
メモ帳 ...................................................10-29
予定（カレンダー） .................................10-26
ラクラク瞬漢ルーペ .............................10-21

購入時の状態に戻す（リセットする）
S!アプリ .................................................11-7
インターネット ........................................6-9
自分の電話番号 ........................................2-6
すべてを購入時の状態に戻す .................15-7
設定内容や登録内容 ...............................15-7
通話時間 .................................................4-10
データ通信量 ..........................................4-10
発着信履歴 .............................................4-18
歩数計 ..........................................10-4、10-23
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コピーする
アドレス／件名／本文（メール） ............ 5-22
辞書の内容 ............................................. 3-13
写真・ビデオ・音楽などのファイル ......... 13-4
情報画面内の文字列（インターネット） ....... 6-9
電卓の計算結果 .................................... 10-27
バーコード読み取り結果 ..................... 10-32
名刺読み取り結果 ................................ 10-32
文字入力画面 ......................................... 3-10

再生する
音楽 .......................................................... 9-4
簡易留守録／音声メモの用件 .................. 4-6
スライドショー ...................................... 5-16
スライドメール ...................................... 5-22
ダウンロード中の音楽／動画（ビデオ） .... 6-4
動画（ビデオ） .................................... 8-6、9-5
バーコードから読み取ったメロディ ... 10-31
留守番電話の伝言 .................................. 4-14
録音した音声 ....................................... 10-18

撮影する
壁紙用写真 ............................................... 8-8
シーンを変える ........................................ 8-8
すぐ撮り .................................................. 8-8
静止画 ...................................................... 8-4
セルフタイマー ........................................ 8-7
動画（ビデオ） ........................................... 8-5
フレーム付き撮影 .................................... 8-8
連写 .......................................................... 8-7

時間を計る
ストップウォッチ ................................ 10-14
タイマー .............................................. 10-15

自分の状況を知らせる
緊急ブザーを鳴らして ........................... 12-2
本機を利用したことを自動的に ............ 12-4
メールを読んだことを自動的に ............ 12-3

自分の電話番号を相手に教える
自分の電話番号を確認する ...................... 2-5
電話番号交換（赤外線通信） .................... 14-5

充電する
ACアダプタで ......................................... 1-5
シガーライター充電器で ......................... 1-6
卓上ホルダーで ........................................ 1-4
パソコンと接続して ................................. 1-6

初期化（フォーマット）する
メモリカード ......................................... 13-6

ダウンロードする
S!アプリ ................................................ 11-6
音楽／動画（ビデオ） ................................. 9-3
コンテンツ ............................................. 11-5
ダウンロード辞書 .................................. 3-11
無料コンテンツ ...................................... 11-5

着信音を変更する
電話 .......................................................... 3-4
電話帳でグループ別に設定 .................... 3-16
電話帳で個別に設定 ............................... 3-25
メール ...................................................... 3-4

データのやりとりをする
赤外線通信 .................................... 14-2、14-3
電話番号交換（赤外線通信） .................... 14-5
パソコン接続 ......................................... 14-6

電話をかける
海外から ................................................... 4-5
国際電話 ................................................... 4-4
情報画面から ......................................... 6-10
短縮ダイヤルで ........................................ 4-9
誕生日の相手に（カレンダーから） ......... 10-7
着信履歴から ......................................... 4-17
テレビ電話（TVコール） ............................ 4-7
電話帳から ............................................. 3-17
電話番号を入力して ................................. 4-4
バーコード読み取り結果から .............. 10-31
発信履歴から ......................................... 4-17
メール本文の内容から ........................... 5-22
楽ともボタンから .................................... 4-8

登録する
暗証番号 ........................................ 1-11、1-12
位置情報 ............................................... 10-12
画面メモ ................................................... 6-7
カレンダー ............................................. 10-5
緊急連絡先 ............................................. 12-2
元気だよメール ...................................... 12-4
短縮ダイヤル ........................................... 4-9
着信拒否電話番号 .................................. 4-18
電話帳 .................................................... 3-15
　位置メモ／位置履歴から .................. 10-28
　受信メールから .................................. 5-22
　新規登録 ............................................. 3-15
　赤外線通信 ......................................... 14-5
　通話後の確認画面から ....................... 3-16
　バーコード読み取り結果から ........... 10-30
　発着信履歴から .................................. 4-17
　名刺読み取り結果から ..................... 10-22
　メール本文の情報から ....................... 5-22
バーコード読み取り結果 ..................... 10-30
発信先許可電話番号 ............................... 4-18
ブックマーク ........................................... 6-7
ブログ .................................................... 11-3
名刺読み取り結果 ................................ 10-32
メールアドレス ........................................ 5-3
メールグループ ...................................... 5-17
メモ帳 .................................................. 10-17
ユーザー辞書 ......................................... 3-11
読んだよメール ...................................... 12-3
楽ともボタン ......................................... 3-18

時計／目覚ましとして使う
時報 ...................................................... 10-16
目覚まし ................................................. 10-8

取り付ける／取り外す
USIMカード ........................................... 16-3
電池パック ............................................. 16-5
メモリカード ......................................... 13-5
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変更する
PIN認証コード ........................................ 12-9
管理者用暗証番号 .................................. 1-12
操作用暗証番号 ...................................... 1-11
メールアドレス ........................................ 5-3

保存する
撮影した静止画 ........................................ 8-4
撮影した動画（ビデオ） ............................. 8-5
受信メールの添付ファイル .................... 5-22
情報画面内のファイル ........................... 6-10
電話帳 .................................................... 3-22
本機のデータ一括保存（バックアップ） ... 13-8、13-9
メール（下書きとして） ........................... 5-20
録音した音声 ........................................ 10-18

待受画面に表示する
S!アプリ ................................................. 11-6
壁紙 .......................................................... 3-3
時計／カレンダー .................................. 15-3
楽ともボタン ................................. 3-18、15-3

メールに添付／貼付する
URL ........................................................ 6-10
現在地 .................................................. 10-27
写真（保存してある画像） .......................... 5-5
静止画 ...................................................... 8-4
動画（ビデオ） ............................................ 8-5
バーコード読み取り結果 ...................... 10-31
名刺読み取り結果 ................................ 10-32
メモ帳 .................................................. 10-29
録音した音声 ................................. 5-6、10-29

メールを作成／送信する
SMSを送信する ....................................... 5-7
宛先を指定する ...................................... 5-18
絵はがき風のメールを送信する ............... 5-6
下書きしたメール .................................. 5-24
写真を送信する ........................................ 5-5
情報画面から .......................................... 6-10
送信メールを再利用する ........................ 5-24
送信予約 ................................................. 5-20
通話中に作成する .................................. 4-16

定型文を利用する .....................................5-6
電話帳から .............................................3-26
発着信履歴から ......................................4-17
フィーリングメール ........................5-8、5-20
文章だけを送信する .................................5-4
返信する ........................................5-11、5-23
未送信のメール ......................................5-24
メール本文の情報から ...........................5-22
楽デコ .....................................................5-20
楽ともボタンから .....................................5-9
録音した音声を送る .................................5-6

読み取る
漢字 ......................................................10-21
バーコード ...........................................10-20
名刺 ......................................................10-22



保証書／アフターサービス
資
料
／
付
録

16

6-35
1

■保証書
本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついてい

ます。
.お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。

.内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

.保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて
修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲

載されている項目をもう一度ご確認ください。（AP.16-9）
該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、

ご契約いただいたソフトバンクの故障受付（AP.16-36）
にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
.保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

.保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持で

きる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げい

ただいた「取扱店」、 寄りの「ソフトバンクショップ」

または「お問い合わせ先」（AP.16-36）までご連絡くだ

さい。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の

低保有期間は、生産打ち切り後６年です。

保証書とアフターサービス

.本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話など

の機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられ

た損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであ

らかじめご了承ください。

.故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消

失／変化する場合がありますので、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、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話

帳／画像／音楽など）や設定した内容が消失／変化した場

合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので

あらかじめご了承ください。

.本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがありま

す。また、改造された場合は修理をお引き受けできません

ので、ご注意ください。
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お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

お問い合わせ先一覧

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から j0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から j0800-919-0113（無料）

東日本地域 022-380-4380（有料） 東海地域 052-388-2002（有料）

関西地域 06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・
沖縄地域

092-687-0010（有料）

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）
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