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共通操作

共通操作について
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。
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壁紙

待受画面の画像を変更する

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%

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
待受画面に複数の画像をスライド表示
できます。

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。
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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。

.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%
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着信時動作
待ちうた®：P.3-23

着信時の動作を変更する
3
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着信音を変更する
本機にあらかじめ登録されている「固
定データ」のほか、データフォルダの
音楽ファイルなども、着信音に設定で
きます。
電話の着信音を変更する

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／ファイル選択S%

.ファイルによっては、設定できな
いことがあります。

着信時に動画を表示するとき
3のあと「ビデオから選ぶ」S%
S5
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
.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／ファイル選択S%

.ファイルによっては、設定できな
いことがあります。

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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着信時動作

振動を設定する
電話着信時の振動を設定する

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%

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

.注意事項などは、電話着信時の振動の
設定と同様です。

電話を受けるまでの間、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。

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。

.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%
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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。

5 パターン選択S%
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文字入力

文字入力について
3
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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。

文字入力モードの切替

1 BS「文字入力モード」
S%

文字入力の基本操作
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

文字入力画面（メール本文の例）
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。

.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。
※
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
※「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。

■

1
Y ■
イ

1
Y ■
ウ

.!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
■

66
Y ■
Ｎ

d
666
Y Ｎ■
Y Ｎ■
Ｏ

.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。
■
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1
Y ■
ア

66
Y ■
Ｎ

6（長く） 666
Y Ｎ■
Y Ｎ■
Ｏ

文字入力

文字を入力する
ひらがなを入力する

文字入力：P.3-23

漢字を入力する

4%

漢字（ひらがな）モードで、
「すずき」 漢字（ひらがな）モードで入力した
と入力する方法を例に説明します。
「すずき」を「鈴木」に変換します。

1 333（す）Sd

S333（す）
S(（ず）S22（き）

2 %（確定）

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
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.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）
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。
, 予測変換方法を切り替えるときは、
変換中にAを押します。
（押すたび
に、候補の表示が切り替わります。）

3「鈴木」

.変換を取り消すときは、$を押
します。
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文字入力

辞書連携

3
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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

カタカナを入力する
漢字（ひらがな）モードから全角カタ
カナモードに切り替えて、「ジュン」
と入力する方法を例に説明します。

1 BS「文字入力モード」
S%S「アイウ」S%

2 33（シ）S(（ジ）
.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。

S88（ユ）S(（ュ）
S000（ン）S%

絵文字／マイ絵文字／記号を入力する
.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%

１文字変換
一度、変換して入力した漢字は、はじ
めの１文字を入力するだけで変換候補
として表示されます。
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。

1 333（す）Sb
2 変換候補選択S%
3-8

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

文字入力

顔文字を入力する

1 BS「顔文字」S%
2 顔文字選択S%
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
「.co.jp」や「http://」などが簡単に
入力できます。

カナ英数字変換を利用する
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。

1 76SA
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2 変換候補（PM）選択S%

1 BS「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。
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文字入力

文字を編集する
3

文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日
共 お願いします」に修正する方法を例に
通 説明します。
操
消去する文字選択
作

1

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、消去する最初の文字を選び、
$を長く押します。

文字を移動／複写する

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
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1 BS「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。
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

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
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%

ダウンロード辞書を入手する
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%

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%

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%

.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。

ダウンロード辞書を利用する

1 ユーザー辞書画面で

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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「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。
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スマートリンク辞書

単語を辞書で調べる
本機では次の辞書が利用できます。
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明鏡モバイル国語辞典、
ジー
本機搭載 ニアスモバイル英和辞典、
辞書
ジーニアスモバイル和英辞
典、家庭の健康べんり事典※

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
ネット
辞書

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

※本機内では、
「家庭の健康事典」と表
示されます。

スマートリンク辞書：P.3-24
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、最新の辞
書を利用することができます。

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%

本機搭載辞書を利用する
単語のヨミやスペルで調べる

1 BSA
2 辞書選択S%

辞書画面
.次回利用時には、最後に利用した
辞書が起動します。
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3 単語のヨミ（英和辞書ではスペ

詳細画面
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%

スマートリンク辞書

キーワードで調べる

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%

ネット辞書を利用する

1 BSAS「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。

4「検索」S%S 目的の単語な 2 辞書名（または「すべて」）の
ど選択S%
.詳細画面が表示されます。

辞書の内容をコピーする
■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%

プルダウンメニュー選択S%

3 辞書選択S%

.「すべて」を選ぶと、同じ単語をす
べての辞書で一括検索できます。

4 入力欄選択S%S単語入力
S%

5「検索」S%

.以降確認画面を表示しないとき
は、
このあとB
（ ）
を押します。

6「はい」S%
7 目的の単語など選択S%
.詳細画面が表示されます。

辞書の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。

3
共
通
操
作

履歴やしおりを利用する
しおりをはさむ

1 詳細画面でB
2「しおりをはさむ」S%
履歴やしおりを確認する

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。
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電話帳登録

電話帳について
本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

3
共
通
操
作
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電話帳登録

電話帳に登録する
電話帳に、名前、電話番号、メールアドレ
スを登録する方法を例に説明します。
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。

電話帳登録：P.3-25

1 cS「電話帳に追加する」
S%

6「内容確認して登録する」
S%

3
共
通
操
作

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%

7%

.電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると
.着信を受けても入力中の内容は消え
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

電話帳の登録方法を変更する

3
共
通
操
作

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%

グループ別に着信の動作を変更する

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」

通話後の確認画面から登録する
通話後に次のような確認画面が表示さ
れたときは、この画面から電話帳に登
録できます。

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

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カードの電話帳に切り替える
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%
本体に戻すとき
2で「本体」S%
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.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。
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。

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%

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

電話帳を利用する
電話帳から電話をかける

1 cS「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!

電話帳利用：P.3-26

検索方法を変更する
次の検索方法を選べます。
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

3
共
通
操
作

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%

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%
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楽ともボタン登録

楽ともボタンに登録する
3
共
通
操
作

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。）

3 電話帳選択S%

S「登録を解除する」S%

4「ニックネーム」S%

Sニックネーム入力S%
.ニックネームの最初の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%
自宅ボタンに登録する
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%
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登録を解除する

1N
2「内容変更」S%

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%

3「はい」S%

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

楽ともボタン登録

O～Qに登録する

6A

登録を解除する
Oの登録を解除する操作を例に説明
します。

Oに電話帳から登録する方法を例に
説明します。

1O
2 BS「登録を解除する」

1O

S%

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

楽ともリンク画面
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。

3
共
通
操
作

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
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S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップについて
3
共
通
操
作

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」（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詳しくは、
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S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップ利用時のご注意
.電話帳の次の項目は、保存されません。
, 写真／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。

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
［周期設定：電話帳
（On）されます。
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
に最大２回まで再保存されます。

3
共
通
操
作
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S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップを利用する
3
共
通
操
作

本機とサーバー内の電話帳を最新にする

その他の方法で保存／読み込みを行う

.本機／サーバー内の電話帳を比較し、 「通常」のほかにも、次の方法で保存／
最新の状態で同じ内容に更新します。 読み込みを行えます。
（
「通常」
）
保存
本機の更新情報をサー
（変更分のみ） バーに反映します。
%S「電話機能」S%

1

S「S!電話帳バックアップを
使う」S%

本機の電話帳をサー
バーに保存します。
（保
保存
存前のサーバー内の電
（全件上書き）
話帳は、すべて削除さ
れます。）
読込み
サーバーの更新情報を
（変更分のみ） 本機に反映します。

S!電話帳バックアップ画面

2「電話帳を最新の状態にする」
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

更新を中止するとき
更新中にAS「はい」S%
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サーバー内の電話帳を
本機 に 読 み 込み ま す。
読込み
（読み込み前の本機内の
（全件上書き）
電話帳は、すべて削除
されます。）
.はじめて利用するときや、機種変更後
最初に利用するときは、設定にかかわ
らず「通常」となります。

S!電話帳バックアップ：P.3-27

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

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%

応用操作
待ちうた®
待ち うた® を 利用 /%S「設定」S%S「待ちう
したい
たの設定」S%S下記の操作
曲を探す
「楽曲を探す」S%

入力中の文章に各 /文字入力画面でBS「文字列
種文字列を挿入し の挿入」S%S下記の操作
たい
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
%

.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

. 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。

「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

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%

「待ちうたとは？」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%

文字入力
■文字入力／編集
区点コードで入力 文字入力画面でBS「文字入力モード」
したい
S%S「区点」S%S区点コード入力
改行したい

入力中の文字のサ 文字入力画面でBS「文字サイズ」S%
イズを変更したい Sサイズ選択S%

■マイ絵文字

文末で改行する
文字入力画面でb

.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。

文の途中で改行する
文字入力画面で#S「0」
（改行）S%

カテゴリを新規作 マイ絵文字入力画面で(（長く）SBS
成したい
「新規追加」S%Sカテゴリ名入力S%

スペースを入力し 文字入力中にスペースを入れる
たい
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
%

3
共
通
操
作

カテゴリ名を変更 マイ絵文字入力画面で(（長く）Sカテ
したい
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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応用操作

3
共
通
操
作

カテゴリ一覧を並 マイ絵文字入力画面で(（長く）Sカテ
べ替えたい
ゴリ選択SBS「カテゴリ位置移動」S
%S移動場所S%

■ネット辞書

カテゴリ一覧から マイ絵文字入力画面で(（長く）Sカテ
削除したい
ゴリ選択SBS「カテゴリ削除」S%
S「はい」S%

利用するネット辞 BSAS「ネット辞書」S%SBS
書だけリストに表 「辞書リスト編集」S%S辞書選択S%
示したい
（ ／ ）SA

スマートリンク辞書

画像の取得方法を BSAS「ネット辞書」S%SBS
設定したい
「画像取得設定」S%S取得方法選択S
%

■共通（本機搭載辞書／ネット辞書）
コピーした文字列 文字列をコピーして待受画面に戻ったあと
で検索したい
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 /BSBS「履歴一覧」／「し
除したい
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 BSBS「ラクラク瞬漢ルーペ」S%
検索したい
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%
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辞書リストを更新 BSAS「ネット辞書」S%SBS
したい
「辞書リスト更新」S%S「はい」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 BSAS「ネット辞書」S%S辞書
方法を設定したい 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 BSAS「ネット辞書」S%S辞書
範囲を設定したい 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 BSAS「ネット辞書」S%S辞書
確認したい
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
振動を設定したい

電話帳登録
■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。

/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

その他の項目を登 /cS「電話帳に追加する」S
録したい
%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

個別の振動を有効にする
「 On ／ Off設定」S%S「 On 」S%
S$

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

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$

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%

3
共
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写真を登録して着 /cS「電話帳に追加する」S
信時に表示したい %S基本項目入力S%S「他の項目を
入力する」S%S「写真：」S%S下
記の操作
写真を選択する
「写真を選択する」S%S写真選択S%
写真を撮影する
「写真を撮影する」S%S被写体を画面に
表示S%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 cS「電話帳に追加する」S%S基本
定したい
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%
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応用操作

■電話帳編集／グループ関連

3
共
通
操
作

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 %S「電話機能」S%S「電話の設定
名を変更したい
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 %S「電話機能」S%S「電話の設定
のマークを変更し をする」S%S「電話帳グループの設定」
たい
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 %S「電話機能」S%S「電話の設定
を並べ替えたい
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。
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電話帳のグループ %S「電話機能」S%S「電話の設定
をリセットしたい 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 /cS「電話帳を見る」S%S
を作成したい
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 cS「電話帳を見る」S%S電話帳選
話をかけたい
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

■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%

自動保存設定の内 /%S「電話機能」S%S「S!
容を変更したい
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。

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%

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。

電話帳の登録件数 %S「電話機能」S%S「電話の設定
を確認したい
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 %S「電話機能」S%S「S!電話帳バッ
除したい
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
%

3
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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
電話帳

3
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3 表示されない

設定した写真（画像）が着信時に
. 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、写真
（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。
）
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グループ名が16文字まで入力で

3 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。

