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便利な機能

便利な機能について
次の便利な機能が利用できます。
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歩数計

歩数計を利用する
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。

歩数計：P.10-23

身体情報を設定する
.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。

1 aS「歩数計を使う」S%

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。

歩数計をご利用になる前に
.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。

3「身長」S%S身長入力

6 歩幅入力S%SA
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。

2 BS「設定」S%

S「身体情報」S%

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）
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歩数計を無効にする

1 歩数計画面でB

S「歩数計Off」S%

身体情報画面
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歩数計

歩行状況を確認する

1 歩数計画面で%
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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

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
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。
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

1 歩数計画面でBS「設定」
S%S「目標」S%

2「目標設定／編集」S%

10-4

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。

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。

カレンダー

カレンダーに予定を登録する
カレンダーを表示する

1 aS「カレンダーを見る」
S%

カレンダー：P.10-24

予定を登録する
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%

カレンダー画面

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

2「＜新規登録＞」S%
3 件名入力S%
4「固定」タブSカテゴリ選択

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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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%
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カレンダー

アラーム通知時刻の動作
アラーム通知時刻になると、アラームが
動作します。（お知らせランプが点滅）

予定を確認する

1 カレンダー画面で日付選択
S%

表示する情報を選ぶ
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。
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 あらかじめ本機に登録
情報
されている記念日など
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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。

予定一覧画面

2 予定選択S%
3 "S確認終了

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

／

）

カレンダー

誕生日の相手に電話をかける

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。
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
■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%
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目覚まし

目覚ましを利用する
目覚ましを設定する
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。

1 aS「目覚ましを使う」
便
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な
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S%

2 時入力（24時間制）S分入力

目覚まし：P.10-26

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%

S%

目覚まし画面
.設定が完了します。

.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。）
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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
種類や件名、
鳴動時間、スヌーズ動作、
バイブレータ（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

目覚まし

目覚まし設定時刻の動作
目覚まし設定時刻になると、目覚ましが
動作します。（お知らせランプが点滅）

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
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。
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

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。

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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電卓

電卓で計算する

1 aS「電卓を使う」S%
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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
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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）
.（小数点）
+／-（符号反転）

$
!
A
(
#

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。

地図

地図を利用する
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。

地図：P.10-27

地図利用時のご注意
. 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。
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

1 aS「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。
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3「はい」S%

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

現在地を確認する

1 地図画面で

「現在地付近の地図を読み込む」
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

位置メモを利用する
位置情報を登録する
現在地を新規登録する方法を例に説明
します。
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1 地図画面で

「その他の機能」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「位置メモ一覧」S%

.情報取得が完了すると現在地が表
示されます。

位置の履歴を確認する

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%

10-12

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

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

2「はい」S%S情報取得開始
S%

7%
8B

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

位置メモを削除する

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%

地図

位置ナビを利用する
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.1622）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。

位置情報を提供する
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、最
寄りの「ソフトバンクショップ」また
は「お問い合わせ先」
（AP.16-37）ま
でご連絡ください。

1 位置情報提供要求があれば

お知らせについて
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。
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.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。）

2 B（提供するとき）／
A（提供しないとき）
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ストップウォッチ

所要時間を計る
.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%

便
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10
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。
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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

経過時間をお知らせする

1 %S「便利な機能」S%

S「タイマーを使う」S%

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%

設定時間の動作
設定時間になると、アラームが動作し
ます。（お知らせランプが点滅）

Sタイマー終了

タイマー設定画面

2 分入力S秒入力S%

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。
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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。

10

タイマー画面
.Bを押すと、時間を変更できます。
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時報

時報を利用する

時報：P.10-28

時報を設定する
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%
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時報画面

2「有効／無効の設定」S%
S「On」S%

3「鳴らす時刻」S%

5 AS登録完了
6 "S時報設定終了
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
時報設定時刻になると、時報が動作し
ます。（お知らせランプが点滅）

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

4 時刻選択S%（

／
S時刻指定完了SA

10-16

）

1 時報画面で

「有効／無効の設定」S%
S「Off」S%SA

メモ帳

文字を登録する
メモ帳に登録する

1 %S「便利な機能」S%
S「メモ帳を使う」S%

メモ帳：P.10-29

メモ帳を確認する

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
メモ帳一覧画面

メモ帳を削除する

2「＜新規登録＞」S%
1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択
3 本文入力S%
SB
4 カテゴリ選択S%S登録完了 2「１件削除」S%
3「はい」S%
メモ帳を一時的に並べ替えるとき
■１件ずつ削除するとき

【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。

■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%
チェックをすべて解除するとき
3で「全解除」S%

■すべて削除するとき

1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択
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SBS「設定／管理」S%

2「全件削除」S%
3「はい」S%

10-17

録音

音声を録音／再生する
音声を録音する
.録音中に電池残量が不足すると、録音
が中止されます。
「電
.通話中に相手の声を録音するときは、
話を録音する」を利用してください。

便
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2 %S録音開始
3 %S録音終了

S「声を録音する」S%

.「長時間録音」のときは、自動的
に保存されます。

4「保存」S%

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
録音画面

音声を再生する

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%

1 %S「便利な機能」S%

10
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録音：P.10-29

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%

再生画面でできるおもな操作
音量調節

a／b

一時停止／再開

%

再生中止

$

拡大鏡

拡大鏡を使う

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

拡大鏡画面でできるおもな操作
拡大率変更

a／b

明るさ調整

c／d

便
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10
拡大鏡画面
.見たいものから 10cm 程度離して
見てください。
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バーコード読み取り

バーコードを読み取る
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。

便
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1 %S「写真や音楽」S%

10

3 バーコードを画面中央に表示

S「カメラ便利機能」S%

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

2「バーコードを読み取る」
S%

ピント
調整バー
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。
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バーコード読み取り：P.10-30

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おもな操作
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

ラクラク瞬漢ルーペ

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

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。

4%

.漢字によっては、読み取れないことが
あります。

5%
6 辞書選択S%S「検索」S%
7 目的の単語など選択S%

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

.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。

.詳細画面が表示されます。

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おもな操作

ルーペ

読み取り画面

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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名刺読み取り

名刺を読み取る

便
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名刺読み取り：P.10-32

名刺を読み取り、電話帳に登録でき
ます。

4%

.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。

5 %S読み取り結果表示

.読み取りを中止するときは、A
を押します。

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

読み取り結果画面

6 %SA

.電話帳に登録されます。

読み取り結果に最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「写真：」に登
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おもな操作

読み取り画面
.名刺を画面の枠に合わせてくだ
さい。
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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

応用操作
歩数計
歩数計カレンダー aS「歩数計を使う」S%SAS日付
を確認したい
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 aS「歩数計を使う」S%SBS「累
たい
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 aS「歩数計を使う」S%SBS「累
トしたい
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。

目標達成アナウン /aS「歩数計を使う」S%S
スを変更したい
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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１ 日 の 歩 数 を リ aS「歩数計を使う」S%SBS「設
セットする時刻を 定」S%S「歩数リセット時刻」S%S
設定したい
時刻入力S%S「はい」S%
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応用操作

カレンダー
■カレンダー表示設定
指定した日のカレン /aS「カレンダーを見る」S%
ダーを表示したい 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%

便
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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 /aS「カレンダーを見る」S%
たい
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 aS「カレンダーを見る」S%S日付
けたい
選択SASスタンプ選択S%
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オリジナルの祝日を /aS「カレンダーを見る」S%
登録／編集したい 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 aS「カレンダーを見る」S%SBS
示したい
「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%（ ／
）

応用操作

■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。

その他の項目を登 /aS「カレンダーを見る」S%
録したい
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%

その他の項目を登 /aS「カレンダーを見る」S%
録したい
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。

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 aS「カレンダーを見る」S%S日付選
編集したい
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

■カテゴリ設定
カテゴリを編集し /aS「カレンダーを見る」S%
たい
SBS「カレンダー設定」S%S「カ
テゴリ設定」S%S下記の操作
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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
%

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。

10-25

応用操作

■アラーム
アラーム音量を変 aS「カレンダーを見る」S%SBS
更したい
「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 aS「カレンダーを見る」S%SBS
したい
「アラーム動作設定」S%S「振動：」S
%S動作選択S%
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マナーモード設定 aS「カレンダーを見る」S%SBS
時にアラームを鳴 「アラーム動作設定」S%S「マナーモー
らしたい
ド時の設定：」S%S「鳴らす」S%S
「はい」S%

■カレンダー管理
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 /aS「カレンダーを見る」S%
とめて削除したい 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%
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予定件数を確認し aS「カレンダーを見る」S%S確認
たい
する日付選択SBS「件数確認」S%
予定をすべて削除 aS「カレンダーを見る」S%SBS
したい
「削除」S%S「全件」S%S「はい」
S%

目覚まし
■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。
その他の項目を登 /aS「目覚ましを使う」S%
録したい
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 aS「目覚ましを使う」S%S目覚ま
容を編集したい
し選択SAS編集項目選択S%S登録
と同様の操作で編集

応用操作

■その他の設定
マナーモード設定 aS「目覚ましを使う」S%SBS
時に目覚ましを鳴 「マナーモード時の設定」S%S「鳴ら
らしたい
す」S%
世界時計の時刻で aS「目覚ましを使う」S%SBS
目覚ましを設定し 「世界時計連動設定」S%S「連動する」
たい
S%

電卓
計算結果をコピー 計算結果表示中にBS「コピー」S%
したい
通貨の換算レート aS「電卓を使う」S%SBS「換算」
を設定したい
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

a S 「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 aS「地図を見る」S%S「その他の機
送信したい
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 /aS「地図を見る」S%S「詳
URLを変更したい 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%
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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 aS「地図を見る」S%S「詳しい設
止したい
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 aS「地図を見る」S%S「詳しい設
法を設定したい
定」S%S「位置情報を送るときの設定」
S%S送信方法選択S%
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応用操作
位置メモ／位置履 /aS「地図を見る」S%S「そ
歴を利用したい
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%
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.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 aS「地図を見る」S%S「その他の
モに登録したい
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 aS「地図を見る」S%S「その他の
たい
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。
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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 %S「便利な機能」S%S「時報を設
動させたい
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 %S「便利な機能」S%S「時報を設
時に時報を鳴らし 定する」S%S「詳しい設定」S%S
たい
「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 %S「便利な機能」S%S「時報を設
時報を設定したい 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

応用操作

メモ帳

録音

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

長時間録音したい

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 %S「便利な機能」S%S「メモ帳を
から文字列を検索 使う」S%Sメモ帳選択SBS「文字
したい
列検索」S%S文字列入力S%
メモ帳をメール本 %S「便利な機能」S%S「メモ帳を
文に挿入したい
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。

%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 %S「便利な機能」S%S「声を録音
付したい
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 %S「便利な機能」S%S「声を録音
存先を変更したい する」S%SBS「保存先設定」S%
S保存先選択S%
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.「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。

メモ帳の登録件数 %S「便利な機能」S%S「メモ帳を
を確認したい
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 %S「便利な機能」S%S「メモ帳を
を確認したい
使う」S%Sメモ帳選択SBS「詳細
情報」S%
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応用操作

バーコード読み取り
文字入力中にバー /文字入力画面でBS「読み取
コードを読み取り り」S%S「バーコードを読み取る」S
たい
%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
%
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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 %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
して読み取りたい 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 %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
録したい
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%
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メールアドレスな %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
どを電話帳に登録 利機能」S%S「バーコードを読み取る」
したい
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 %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
データを確認したい 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。

応用操作
読み取り結果を利 /%S「写真や音楽」S%S「カ
用したい
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 %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
したい
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 %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
保存したい
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 %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
表示／再生したい 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 /%S「写真や音楽」S%S「カ
メール本文に貼付 メラ便利機能」S%S「バーコードを読
したい
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。
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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。
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応用操作
各 種 文 字 列 を コ /%S「写真や音楽」S%S「カ
ピーしたい
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%
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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 文字入力画面でBS「読み取り」S%
の読み取り結果を S「ラクラク瞬漢ルーペを使う」S%S
貼付したい
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%
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読 み 取 り 結 果 を /%S「写真や音楽」S%S「カ
メール本文に貼付 メラ便利機能」S%S「名刺を読み取る」
したい
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 %S「写真や音楽」S%S「カメラ便
ピーしたい
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
録音

バーコード／名刺読み取り

3 正しく録音できない

3 バーコードがうまく読み取れない

. 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
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. 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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