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設定

音／バイブレータ設定

着信音に関する設定
共通操作

メインメニューから 設定
設定したい内容・操作

■■着信音を変更する
＞＞ サウンド・着信音設定7着信音選択7着信の
種類を選択7着信音7着信音の種類を選択7
フォルダを選択7着信音を選択

お買い上げ時
電話／TVコール：.
着信音1
メール：効果音.
(キラキラ)

■■待ちうた®を設定する（呼出音を変更する）※1

設定（カスタマイズ）

16

ー

＞＞ サウンド・着信音設定7待ちうた7項目を選択
■■着信音量を変更する
＞＞ サウンド・着信音設定7着信音量7着信の種類
を選択7?
zで音量を調節
■■着信音やメロディなどに立体的な音響効果を加え
ない
＞＞ サウンド・着信音設定7
ステレオ・3Dサウンド設定7OFF

レベル4

ON

■■イヤホンからのみ着信音を鳴らす※2

イヤホン＋.
＞＞ サウンド・着信音設定7イヤホン切替7イヤホン スピーカー
■■メール着信音の鳴動時間を変更する／指定しない

ON（鳴動時
＞＞ サウンド・着信音設定7メール鳴動設定7ON／
間：5秒）
OFF（7ONの場合、鳴動時間（秒）を入力）
■■着信を振動で知らせる
＞＞ 着信設定7バイブレータ7着信の種類を選択7
バイブレータのパターンを選択

16-2

OFF

※1	サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームペー
ジ（http://www.softbank.jp）などでご確認ください。
※2	イヤホンに設定していても、着信時の着信音やアラーム通知時
の通知音は、鳴り始めて約20秒後にイヤホンとスピーカーの両
方から聞こえるようになります。着信時やアラーム通知時以外
の音（デモ再生など）の場合は、終始イヤホンからのみ音が鳴
ります。

■■ あらかじめ登録されている主な着信音
曲名

作曲者名

Pinwheel
交響曲
時計

第101番

オリジナル
ニ長調

HAYDN FRANZ JOSEPH

JE TE VEUX

SATIE ERIK ALFREDI LE

葦笛の踊り

CHAJKOVSKIJ PETR ILICH

ハイ・ホオ

CHURCHILL FRANK E

騎士たちの踊り OP 64-13

PROKOFEV SERGEJ S

スワニルダのワルツ

DELIBES LEO CLEMENT
PHILIBERT

ピーターと狼

PROKOFEV SERGEJ S

上記の楽曲の作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記して
います｡ 曲名が長い場合､ 画面サイズの関係で曲名をすべて表示で
きないことがあります｡

設定

確認音／ボタンの音に関する設定
共通操作

画面表示に関する設定

メインメニューから 設定
設定したい内容・操作

■■ボタンを押したときの音を鳴らすかどうかを設定
する
＞＞ サウンド・着信音設定7ボタン確認音7
ON／OFF
■■充電開始／終了の音を鳴らさない
＞＞ 一般設定7電池7充電確認音7OFF

ディスプレイ設定

お買い上げ時
OFF

ON

共通操作

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■待受画面の壁紙を変更する
＞＞ メインディスプレイ7待受画面7画像の種類を
選択（7フォルダを選択）7画像を選択

（ZP.16-23）

■■待受画面の壁紙にカレンダーをつける

■■待受画面の壁紙の画像を指定したフォルダから
順不同に設定する
＞＞ メインディスプレイ7待受画面7ランダム待受
7フォルダを選択71時間ごとに変更／日替わり

ー

ー

■■発信／メール送信時の画面を変更する
＞＞ メインディスプレイ7発信の種類を選択7
フォルダを選択7画像を選択

（ZP.16-23）

設定（カスタマイズ）

＞＞ メインディスプレイ7待受画面7カレンダー7
表示パターンを選択7背景画像あり／
背景画像なし（7背景画像ありの場合、フォル
ダを選択7画像を選択）

16

■■着信／メール受信時の画面を変更する
＞＞ メインディスプレイ7着信の種類を選択7
着信画面※17画像の種類を選択7フォルダを選
択7画像を選択

（ZP.16-23）

■■電池アイコン／アンテナアイコンの種類を変更する
＞＞ メインディスプレイ7電池アイコン／
アンテナアイコン7アイコンのパターンを選択

パターン1

16-3

■■スタートアップ画面を変更する
ー

＞＞ メインディスプレイ7スタートアップ画面7
OFF／メッセージ／ピクチャー／ムービー※2
■■画面の配色を変更する
＞＞ カラーテーマ設定7色を選択
■■英語表示に変更する
＞＞ Language7English
■■本機を開いたときに新着情報を表示する
＞＞ オープン新着表示7ON

設定（カスタマイズ）

16
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時計表示に関する設定
共通操作

（ZP.16-23）

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
4メインディスプレイ4時計
設定したい内容・操作

日本語

■■待受時計の表示パターンを変更する※1

OFF

＞＞ 待受時計7S[パターン]7パターンを選択7
*
z[確定]

※1	◦メール受信選択時は、メール着信画面を選択します。
		◦変更したメール着信画面は、続きを受信したり、サーバー
メール操作をしたときに表示されます。（新着メール受信の画
面は変更できません。）
※2	◦ピクチャー、ムービーを選択した場合：フォルダを選択7
画像を選択
		◦メッセージを選択した場合：メッセージを入力

お買い上げ時
パターン6

■■待受時計の表示位置を変更する※1※2
＞＞ 待受時計7A[位置]7パターンを選択7
*
z[確定]

パターン1

■■待受時計の表示サイズを変更する※1
＞＞ 待受時計71[サイズ]7表示パターンを選択
7*
z[確定]
■■待受時計の曜日を英語表示に変更する※1
＞＞ 待受時計7F[曜日]7英語7*
z[確定]

大きく表示
日本語

■■画面右上（横画面表示の場合は右下）に表示され
るアイコン時計の表示パターンを変更する
パターン6
＞＞ アイコン時計7パターンを選択
※1	待受時計を選んでA[デモ]を押すと、実際に表示される時計を
確認できます。
※2	◦設定を変更しても、以下の場合はパターン1で表示されます。
・ 待受画面にカレンダーや世界時計、事業者名を表示中
・ 日時設定のタイムゾーンがGMT +9以外
・ プライバシーキーロック中、操作ロック中
		◦表示サイズが大きく表示または小さく表示の場合は、待受画面
上で手動で表示位置を変更することもできます。（ZP.1-19)

文字に関する設定
共通操作

メインメニューに関する設定

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時
フォント1

■■発着信時に表示される番号の書体を変更する

■■メインメニューを拡大メニューにする
―
パターン1

＞＞ 拡大メニュー7YES※／NO
■■好きな画像をメインメニューのメニューアイコン
に設定する
＞＞ カスタマイズ7メニューを選択7フォルダを選
択7画像を選択

お買い上げ時
カラフル
ー

ー

■■好きな画像をメインメニューの背景に設定する
＞＞ カスタマイズ7背景イメージ7フォルダを選択
7画像を選択

ー

※	YESを選択した場合、メール、電話帳、発着信履歴等の文字を特
大文字表示に設定します。

設定（カスタマイズ）

＞＞ 発着信番号表示設定7パターン2

■■メインメニューのパターンを変更する
＞＞ パターンを選択

■■文字のフォント（書体）をダウンロードする
＞＞ フォント設定7Y!ケータイで探す7YES7
画面の指示に従って操作

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
4メニューアイコン設定
設定したい内容・操作

■■文字のフォント（書体）を変更する
＞＞ フォント設定7フォルダを選択7フォントを選
んでA[適用]

共通操作

16
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設定

バックライトに関する設定
共通操作

メインメニューから 設定4ディスプレイ設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■通常時のバックライトの点灯／消灯／待受画面
での省電力モード設定を変更する※
ON＋点灯時間
15秒＋省電力
＞＞ バックライト設定7通常時7ON（点灯）
／
OFF（消灯）（7ONの場合、点灯時間を選択） 移行時間15秒
7省電力移行時間を入力
■■充電時のバックライトを常時点灯させる
＞＞ バックライト設定7充電時7常時点灯

設定（カスタマイズ）

16

標準

■■バックライトの点灯範囲をディスプレイのみに
設定する
液晶＋ボタン
＞＞ バックライト設定7範囲7液晶
■■バックライトの明るさを調節する
＞＞ バックライト設定7明るさ7明るさを選択

レベル3

■■バックライトがふんわりと点灯しないようにす
る
ON
＞＞ バックライト設定7ふんわり点灯7OFF
■■バックライトの明るさに合わせて画質補正を行
わないようにする
ON
＞＞ 液晶AI7OFF
※	画面操作中（待受画面表示中やS!アプリ実行中以外）にTを長
押しすると、ON／OFFの切り替えができます。ONにすると、
待受画面に「 」が表示されます。
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共通操作

マナーモード設定
メインメニューから 設定4着信設定
4マナーモード設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■環境や状況に合ったマナーモードを設定する
＞＞ マナーモード／スーパーサイレント／.
ユーザー作成（7ユーザー作成の場合、各項目
の設定を行う7A[完了]）

マナーモード

■■ 各モードのお買い上げ時の設定内容
マナーモード スーパーサイレント 運転中モード
簡易留守録
簡易留守録
簡易留守録
ON
設定値
設定値
バイブレータ
ON
ON
OFF
音量（電話着信／メール着信／アラーム）
消去
消去
消去
録音データ確認音
ON
OFF
ON
ボタン確認音
OFF
OFF
OFF
通話中マイク感度
アップ
アップ
アップ
低電圧アラーム（電池切れアラーム）
OFF
OFF
OFF

ユーザー作成
OFF
ON
消去
ON
OFF
アップ
OFF

設定
共通操作

着信に関する設定

設定

メインメニューから 設定4着信設定
設定したい内容・操作

■■着信時のボタン動作（Z下記）を変更する
＞＞ 着信アンサー設定7クイックサイレント／OFF
■■本機を開くだけで着信に応答する
＞＞ オープン設定7電話／TVコール7着信応答

共通操作

お買い上げ時
エニーキー.
アンサー
着信継続

時計設定
メインメニューから 設定4時計設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■日時を設定する※

ー

＞＞ 日時設定7年、月、日、時刻を入力
■■世界各国の時刻を表示する
＞＞ 世界時計表示7ON7X
zで地域を選択

OFF

■■電話帳の相手から着信があったときに画像を表示
しない
ON
＞＞ 電話帳画像表示7OFF

■■各地の時刻を1時間進めて表示する（サマータイ
ム設定）

■■イヤホン接続中の着信には一定時間後に自動応答
する
OFF
＞＞ 自動応答7ON7呼び出し時間を入力

■■他の機能を操作中にアラームを通知させないよう
にする
通知優先
＞＞ アラーム通知設定7操作優先

■■通話中に着信があったときの動作を変更する

■■Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を補
正しない

通常着信

■■ 着信アンサー設定のボタン動作内容
エニーキー 以下のボタンを押すと、通話を開始します。
アンサー
音声電話：*
z、J、P～O、G、H、K、
A、1、F、<
z
TVコール：*
z、J

ON

＞＞ 時刻補正設定7OFF
※	本機能で設定できるのは、2000年1月1日09時00分から
2037年12月31日23時59分までです（タイムゾーンが
「GMT+9」の場合）。

設定（カスタマイズ）

＞＞ 着信動作選択7転送電話／着信拒否

OFF

＞＞ サマータイム設定7ON

16

クイック
以下のボタンを押すと、着信音やバイブレータを止め
サイレント ます。
音声電話／TVコール：P～O、G、H、K、
A、1、F、<
z
OFF

以下のボタンを押すと、通話を開始します。
音声電話／TVコール：*
z、J

Aに[留守録]が割り当てられているとき（画面下部に表示）は、

録音／録画を開始します。
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設定

通話設定

■■保留音を設定する
＞＞ 通話設定7保留音設定7応答保留音／
通話中保留音7保留音を選択

通話時間／料金に関する設定
共通操作

メインメニューから 設定4通話設定
設定したい内容・操作

■■周囲の騒音を抑えずに通話する
お買い上げ時

■■通話時間／料金を表示する

※

ー

＞＞ 通話時間・料金

設定（カスタマイズ）

16

＞＞ 積算リセット7端末暗証番号を入力7
積算時間リセット／積算通話料金リセット7
YES（7積算通話料金リセットの場合、PIN2
コードを入力）

■■通話中に本機を閉じたときの動作を変更する
＞＞ 通話設定7クローズ時動作設定7ミュート／保留※

＞＞ 通話設定7再接続機能7アラームなし／
アラーム低音

アラーム高音

アラーム高音

■■サービスダイヤルを利用する
（現在、この機能には対応しておりません。）

ー

■■イヤホンで電話をかけるときの相手を指定する

メインメニューから 設定

■■受話音量を変更する

■■電波が悪く通話が途切れたときに再接続するまで
のアラームを変更する

ON

＞＞ 通話設定7サービスダイヤル7サービスダイヤ
ルを選択7J

発着信に関する設定

＞＞ 通話設定7受話音量7?
zで音量を調節

16-8

ー

※	通話料金表示機能は、契約の内容により利用できない場合があり
ます。

設定したい内容・操作

■■電波が悪く通話が途切れそうなときのアラームを
変更する
＞＞ 通話設定7通話品質アラーム7アラームなし／
アラーム低音

■■積算時間／積算通話料金をリセットする

共通操作

＞＞ 通話設定7ノイズキャンセラ7OFF

応答保留音：
応答保留音1
通話中保留
音：主よ人の
望みの喜びよ

お買い上げ時
レベル4
終話

＞＞ 一般設定7イヤホンスイッチ発信設定7
音声発信7相手を検索7相手を選択

OFF

※	保留を選択した場合：スピーカー鳴動する／
スピーカー鳴動しない（保留音をスピーカーから流す／流さない）

設定
共通操作

イルミネーション設定

設定

メインメニューから 設定4イルミネーション
設定したい内容・操作

■■着信（電話／TVコール／メール）の種類別に
イルミネーションを設定する

お買い上げ時

文字入力方式に関する機能
共通操作

（ZP.16-23）

＞＞ 着信7着信の種類を選択7カラーを選択
■■不在着信や新着メールがあるときのイルミネー
ションを設定する
＞＞ 不在・未読7確認後に消灯／OFF
■■本機を閉じたときのイルミネーションを設定する
■■通話中／ミュージック再生中／Bluetooth®通信中
のイルミネーションを設定する

設定したい内容・操作
24時間後に
消灯
（ZP.16-23）
ー

＞＞ 機能を選択7ON／OFFまたはカラーを選択
■■設定したイルミネーションを確認する※
＞＞ 設定確認

メインメニューから 設定4一般設定
4文字入力方式

ー

※	着信時、通話中、クローズ時のイルミネーションの設定内容を確認
できます。

■■利用する文字入力方式を変更する
＞＞ 入力方式切替72タッチ方式

お買い上げ時
かな方式

■■候補リストに予測候補と関係予測候補を表示しな
ON.
い
（表示する）
＞＞ 予測機能7OFF
■■変換機能で学習した内容をすべて消去する

ー

＞＞ 学習履歴初期化7端末暗証番号を入力7YES

文字変換に関する設定
共通操作

文字入力中にc
S[メニュー]4文字入力設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■候補リストに予測候補と関係予測候補を表示しな
予測機能ON.
い
（表示する）
＞＞ 予測機能OFF
■■入力した文字を自動的に確定させる
＞＞ キー入力確定時間7速度を選択

設定（カスタマイズ）

＞＞ クローズ7OFF／カラーを選択

文字入力に関する設定

16

OFF
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メール本文入力中の変換候補に関する設定
共通操作

メインメニューから メール4設定4一般設定
設定したい内容・操作

■■書き始め予測機能を利用しない
＞＞ 書き始め予測7OFF
■■返信時自動学習機能を利用する
＞＞ 返信時自動学習7学習する

お買い上げ時
ON
（利用する）
学習しない

設定
共通操作

電話帳設定
メインメニューから 電話機能4設定
設定したい内容・操作

■■新規登録時の保存先を変更する
＞＞ 保存先設定7USIM／毎回確認
■■検索方法を指定する
＞＞ 検索方法7検索方法を選択
■■文字のサイズを変更する
＞＞ 文字サイズ設定7電話帳／通話履歴7拡大表示
■■電話帳に登録した画像は転送できないようにする

設定（カスタマイズ）

16
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＞＞ 電話帳画像転送7しない

お買い上げ時
本体
あかさたな・
ヨミガナ
標準表示
する※

※	する設定時は、画像を赤外線送信／Bluetooth®送信できます。

設定
共通操作

ボイスダイヤル設定

設定

メインメニューから 設定4一般設定4ボイス設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■呼び出した電話番号に自動で電話をかけられるよ
うに設定する
OFF
＞＞ ボイスダイヤル自動発信7ON
■■イヤホンマイクやBluetooth®ヘッドセットを
使ってボイスダイヤルを利用できるように設定
する
＞＞ ボイスイヤホン発信7ON

TVコール設定

設定メニューでできる設定
共通操作

メインメニューから 設定4TVコール
設定したい内容・操作

■■受信画像の画質を変更する
＞＞ 受信画質7画質優先／動き優先

OFF

お買い上げ時
標準

■■相手に送信する画像を変更する

■■相手の声が受話口から聞こえるようにする
＞＞ スピーカーホン7OFF
■■TVコールでつながらないときに自動的に音声電
話に切り替えて発信する

ON
（スピーカー
から聞こえ
る）
OFF

＞＞ 音声自動再発信7ON
■■TVコール中の送受信画像の表示を切り替える
＞＞ 画面切替7項目を選択

受信画像大

設定（カスタマイズ）

＞＞ 画像選択7画像の種類を選択7自作を選んで
内蔵
S[メニュー]7設定内容変更7フォルダを選択7
ファイルを選択7画像を確認するにはA[デモ]

16

16-11

設定

TVコール中にできる設定
共通操作

TVコール中にc
S[メニュー]4TVコール設定
設定したい内容・操作

■■受信画像の画質を変更する
＞＞ 受信画質7画質優先／動き優先
■■画面の明るさを変更する
＞＞ 明るさ調節7レベルを選択

お買い上げ時
標準
0

■■周囲の環境に合わせて送信画像の色合いを調節す
る
オート
＞＞ ホワイトバランス7項目を選択

設定（カスタマイズ）

■■送信画像の色調を変更する
＞＞ 色調切替7色調を選択
■■暗いところでも送信画像を鮮明にする
＞＞ ナイトモード7ON
■■フォーカスの設定をする
＞＞ フォーカス設定7接写

16

通常

共通操作

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

■■起動時の表示方向を変更する
＞＞ 表示/操作設定7画面表示設定7
ノーマルスクリーン（縦画面）
■■画面の表示内容を変更する
＞＞ 表示/操作設定7映像/字幕表示設定7
映像+データ放送／映像拡大+データ放送
＞＞ 表示/操作設定7横画面字幕位置設定7
上部に表示
＞＞ 表示/操作設定7アイコン常時表示設定7OFF

映像+字幕+
データ放送

下部に表示
ON

■■視聴中に本機を閉じたときの動作を変更する
風景

＞＞ 表示/操作設定7クローズ視聴動作設定7
中断／終了
■■映像の描画を自動的に補正する機能を動作させる
＞＞ 映像設定7モバイルWスピード7ON
■■視聴時の画質を変更する
＞＞ 映像設定7画質モード設定7画質を選択
■■視聴中のバックライトの点灯時間を設定する
＞＞ バックライト設定7時間設定7点灯時間（分）を入力
■■小さな音が自動的に大きくなる設定を無効にする
＞＞ サウンド効果7自動音量設定7OFF
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フルスクリーン
（横画面）

■■横画面表示時の字幕の表示位置を変更する

■■横画面表示でのガイドを表示しない
OFF

お買い上げ時

継続
OFF
ダイナミック
常時点灯
ON

■■イヤホンやBluetooth®機器からの音を原音に
近づける

■■放送用保存領域の情報を削除する
OFF

＞＞ 放送用保存領域消去7（系列チャンネルを選ん
で）S[メニュー]7削除71件削除／全削除
（7全削除の場合、端末暗証番号を入力）7YES

OFF

■■ユーザー設定の各種設定を初期化する

＞＞ サウンド効果7リ．マスター設定※17ON
■■イヤホンやBluetooth®機器からの音に
リスニングの効果を変更する
＞＞ サウンド効果7リスニング設定※17効果を選択
■■イヤホンやBluetooth®機器からの音響効果を変
更する
＞＞ サウンド効果7イコライザー設定 7音響効果を
選択
※1

＞＞ TV設定リセット7端末暗証番号を入力7YES
■■ユーザー設定の各種設定を確認する
ノーマル

■■電池残量が少なくなったときに録画を終了する
録画を継続する

■■視聴中に着信があったときに自動的に録画を開始
する
OFF
＞＞ 録画設定7視聴中着信録画設定7ON
■■データ放送サイトの画像を表示しない
＞＞ データ放送設定7画像表示7表示しない

表示する

■■データ放送／データ放送サイトの効果音を鳴らさ
ない
ON
＞＞ データ放送設定7効果音7OFF
■■データ放送で確認画面を表示する
＞＞ データ放送設定7確認表示初期化7YES
■■省電力モードに設定する※2
＞＞ ECOモード7YES
■■チャンネルリストを初期化する
＞＞ チャンネル設定初期化7端末暗証番号を入力7
YES

ー
ー

※1	リ．マスター／リスニング／イコライザー設定について
（ZP.5-7）
※2	解除するには同様の操作を行います。また、設定時は以下が自
動的に設定され変更できません。解除後、設定内容は元に戻り
ます。
		 モバイルWスピード：OFF
		 画質モード設定：ノーマル
		 リ．マスター設定：OFF
		 リスニング設定：OFF
		 イコライザー設定：ノーマル

設定（カスタマイズ）

＞＞ 録画設定7電池少量時録画設定7
録画を終了する

＞＞ TV設定確認

ー

16
ー

解除
ー
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設定

カメラ設定

■■撮影する被写体によって設定を切り替える

設定の変更は撮影前に行ってください。簡単なボタン操作で切り

替えられる機能もあります。（ZP.6-5）
カメラモードや画像サイズ、撮影モードにより、利用できない場

合があります。
共通操作

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

ー

＞＞ カメラモード切替7モードを選択

設定（カスタマイズ）

16

■■場面に適した撮影モードを設定する
＞＞ 撮影モード（ZP.6-10）

■■撮影サイズを変更する
＞＞ 記録画素数7画像サイズを選択
■■動画の保存容量を変更する
＞＞ 動画容量7メールモード(小)／長時間
■■露出を補正する
＞＞ 撮影設定7露出補正7明るさを選択

＞＞ 撮影設定7カラーモード7項目を選択
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■■画質を変更する

スーパーファ
イン

＞＞ 撮影設定7クオリティ7項目を選択
■■フレームを付けて撮影する

■■撮影時のシャッター音を変更する
＞＞ 撮影設定7シャッター音選択7シャッター音を
選択

カメラ：.
インテリジェ
ントオート
ビデオカメラ：
通常撮影

■■蛍光灯の近くなどで撮影するときに、交流電源の
周波数を選択して画面のちらつきを軽減する

カメラ：待受
ビデオカメラ：
QVGA

＞＞ 保存設定7保存先7microSD

メールモード
(大)
±0

■■撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整
する
オート
＞＞ 撮影設定7ホワイトバランス7項目を選択
■■画像の色調を変更する

顔認識

＞＞ 撮影設定7フレーム撮影7ON7フレームを選択 OFF
7撮影する

お買い上げ時

■■カメラモードを切り替える

＞＞ 撮影設定7フォーカスモード7項目を選択
（ZP.6-11）

標準

＞＞ 撮影設定7ちらつき補正設定7
モード1(50Hz地域)／モード2(60Hz地域)
■■保存先を変更する※
■■撮影後、自動的に保存する

※

＞＞ 保存設定7自動保存7ON
■■設定時間後に自動的に撮影する
＞＞ セルフタイマー（ZP.6-9）

シャッター音1

自動

本体
OFF（自動的
に保存しない）
OFF

■■連写撮影の設定を変更する

ー

＞＞ 連写設定（ZP.6-7）
■■音声を録音しない
＞＞ 撮影種別設定7映像のみ
■■撮影画面のサイズを変更する
＞＞ 表示サイズ設定7画面サイズで表示

通常
等倍表示

■■メール添付モードに変更する
＞＞ メール添付モード7YES
■■撮影画面のアイコンを表示しない
＞＞ アイコン表示7OFF
■■メモリ容量を確認する
＞＞ メモリ容量確認

ー
ON.
（表示する）
ー

※	動画容量設定を長時間に設定すると、保存先設定はmicroSD、
自動保存設定はONに固定され、変更できません。

設定
共通操作

S!速報ニュース設定
メインメニューから ニュース/エンタメ
4S!速報ニュース4設定
設定したい内容・操作

■■S!速報ニュース一覧の速報の自動更新間隔を変
更する／自動更新しない※1※2

お買い上げ時
1時間毎

＞＞ 自動更新設定7速報7更新間隔を選択／OFF
■■S!速報ニュース一覧の一般を1日1回自動更新
しない
＞＞ 自動更新設定7一般7OFF

ON（自動更新
する）※1※2

■■S!速報ニュースのコンテンツを全件削除する
＞＞ S!速報ニュース一覧消去7YES7端末暗証番号
を入力
■■画像データを表示する
＞＞ 画像表示取得設定7ON
■■S!速報ニュースをショートカットに登録する
＞＞ ショートカット登録7YES

ー
OFF.
（表示しない）

設定（カスタマイズ）

■■S!速報ニュース一覧の特別を4時間ごとに自動更
OFF（自動.
新する※1※2
更新しない）
＞＞ 自動更新設定7特別7ON

16

登録あり

※1	更新時刻に通話などをしていたときは、次回の更新時刻まで自
動更新されません。
※2 自動更新中のTVコール着信は拒否されます。
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設定
共通操作

Bluetooth®に関する設定
メインメニューから ツール4Bluetooth
4マイデバイス設定
設定したい内容・操作

■■電話帳送信時の認証と暗号化の設定をする
＞＞ セキュリティ設定7セキュリティ設定有り7
暗号化有り
■■電話帳全件送信時にパスワードを入力する
＞＞ 全件転送パスワード設定7パスワード有り

設定（カスタマイズ）

16

※1	プライベートモード設定時は、発信／着信応答を行った機器側
で通話します。
※2	デバイス名称、Bluetooth®アドレス、デバイス種別、対応プロ
ファイルが表示されます。デバイス名称を変更するには：A[編集]

■■本機周辺のBluetooth®機器を検索する時間を
設定する

お買い上げ時
セキュリティ
設定無し
パスワード無し
5秒

＞＞ 検索時間7検索時間（秒）を入力
■■接続中のヘッドセット機器やハンズフリー機器に
着信音を送信しない
ON
＞＞ 着信音送出設定7OFF
■■ヘッドセット機器やハンズフリー機器で通話中に
Bluetooth®が切断されたときに本機で通話を継
通話終了
続する
＞＞ 切断時通話設定7本体で通話継続
■■ヘッドセット機器を接続していても常に本機から
発信する
有効
＞＞ ヘッドセット操作による発信7無効
■■ハンズフリー機器接続中に発信／着信応答した場
プライベート
合、常にハンズフリー機器側で通話する
モード※1
＞＞ ハンズフリー設定7ハンズフリーモード
■■本機搭載のBluetooth®情報を確認する
＞＞ デバイス情報※2
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ー

設定
共通操作

簡易位置情報に関する設定

設定

メインメニューから ツール4簡易位置情報4設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■位置情報を自動的に送信する

確認する.
＞＞ 位置情報送信設定7端末暗証番号を入力7
（毎回確認画面
確認しない（確認画面を表示しないで位置情報 を表示させる）
を送信する）
■■測位完了後に測位要求の受信を通知する画面を表
示しないようにする

表示する

■■位置情報の送信要求時の着信音やバイブレータ、 着信音選択：.
着信音2
鳴動時間を設定する
バイブレータ選
＞＞ 測位要求着信設定7着信音選択／
バイブレータ選択／鳴動時間設定7各項目の操作 択：パターン1
鳴動時間設定：
5秒

一般設定
共通操作

メインメニューから メール4設定4一般設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■文字サイズを変更する※1
＞＞ メール表示設定7文字サイズ設定7縮小表示／
拡大表示
■■本文表示画面や送信プレビュー画面を?
zでスク
ロールする単位を変更する
＞＞ メール表示設定7スクロール設定7
1/2ページスクロール／1ページスクロール
■■メール一覧画面に表示される送信元／送信先の表
示方法を変更する
＞＞ メール表示設定7アドレス表示設定7
アドレス表示
■■返信時の本文引用設定を変更する
＞＞ 本文引用設定7項目にチェック7A[完了]

■■ファイル添付時の圧縮サイズを変更する／
圧縮しない※3

標準表示

1行スクロール

名前表示※2
SMS：.
引用しない
S!メール／
PCメール：
引用する

設定（カスタマイズ）

＞＞ 位置提供完了表示7端末暗証番号を入力7
表示しない

メール設定

16

500KB

＞＞ 画像圧縮設定7サイズを選択／OFF
■■常に配信確認をする
（宛先がソフトバンク携帯電話の場合のみ）
＞＞ 配信確認7ON

OFF.
（確認しない）
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■■迷惑メールの申告先を変更する
＞＞ 迷惑メール設定7迷惑メール申告先7*
z[編集]
7申告先を編集7A[完了]7YES

stop@meiwaku.
softbankmobile.
co.jp

■■迷惑メールの申告先を初期化する
＞＞ 迷惑メール設定7迷惑メール申告先7
S[メニュー]7初期アドレスに戻す7A[完了]
7YES
■■送信ボックスの容量がいっぱいのときに自動で
メールを削除しないようにする

―

S!メールに関する設定
ON

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

設定（カスタマイズ）

16

＞＞ 自動削除設定7受信メール自動削除7
ON(既読のみ自動削除)／OFF

ON.
（全て自動削
除）

■■他の機能の操作中でもメール受信画面を表示する 操作優先
（テロップを
＞＞ 受信動作設定7受信画面表示設定7通知優先
表示する）
■■メール受信画面に送信元を表示しない
＞＞ 受信動作設定7送信元表示設定7OFF

ON.
（表示する）

■■メールテロップで表示する送信者情報を変更する
／テロップ表示をしない
差出人+
件名※4
＞＞ 受信動作設定7メールテロップ表示設定7
受信通知のみ／OFF
■■メール送信中の画面を表示しない※5
＞＞ 送信中表示設定7OFF

ON
（表示する）

■■圏外などで送信できなかったメールの再送予約を
ON.
しない
（予約する）
＞＞ 自動再送設定7OFF
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※1	変更しても、S!メールの件名、作成中のSMSの文字サイズは変
わりません。プレビューすると、設定したサイズになります。
※2	電話帳に登録されている場合のみ
※3 JPEGファイルの場合のみ
※4 件名は、送信者が電話帳登録されている場合のみ表示されます。
※5 S!メール／PCメールの場合のみ

共通操作

メインメニューから メール4設定4S!メール設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■送信したS!メールの返信先アドレスを常に指定する
＞＞ 送信設定7返信先アドレス設定7ON7返信先ア OFF
ドレス入力の欄を選択7返信先アドレスを選択 （指定しない）
／入力7A[完了]
■■S!メール作成時に自動的に署名を挿入する

OFF
＞＞ 送信設定7署名設定7ON／新規作成のみON7
（挿入しない）
署名の欄を選択7署名を入力7A[完了]
■■送信するS!メールの最大サイズを変更する
＞＞ 送信設定7メール作成サイズ設定7300KB

2MB

■■楽デコで挿入する絵文字の量を増やす／減らす
＞＞ 送信設定7楽デコ設定7絵文字挿入量7多い／
少ない
■■楽デコで文字色を変更する
＞＞ 送信設定7楽デコ設定7文字色変更7変更する

標準
変更しない

■■楽デコで文字サイズを変更する
＞＞ 送信設定7楽デコ設定7文字サイズ変更7
変更する

変更しない

■■楽デコで背景色を変更しない
＞＞ 送信設定7楽デコ設定7背景色変更7
変更しない

変更する

■■受信するS!メールのサイズを制限する

制限なし
(2MB)

＞＞ 受信設定7受信サイズ制限7制限あり(300KB)
■■S!メールを自動受信しない／自動受信するサイズ
を制限する
＞＞ 受信設定7自動受信サイズ設定7自動受信しない
／300KB以内自動受信

1MB以内.
自動受信

＞＞ 受信設定7サウンド自動再生7ON

共通操作

メインメニューから メール4設定4PCメール設定
4新着チェック設定
設定したい内容・操作

全てのメール

■■自動新着チェックの間隔／条件を設定する

※1 Disney Mobileからのメールも自動受信の対象となります。
※2 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。

ON※
2時間毎

■■自動新着チェックを無効にする時間を設定する／ ON.
（開始時刻：
設定しない
22:00／.
＞＞ 新着チェック無効時間7ON／OFF
終了時刻：
（7ONの場合、時間を入力）
6:00）
※	アカウントを登録した時点で、そのアカウントに対する設定は.
自動的にONになります。
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＞＞ 新着チェック間隔7間隔を選択／電源ON時
■■海外で自動的に新着PCメールをチェックする

OFF.
（再生しない）

お買い上げ時

■■自動的に新着PCメールをチェックしない

設定（カスタマイズ）

■■添付サウンドを自動的に再生する※2

新着チェック設定はPCメールのアカウントが設定されていないと

利用できません。

＞＞ 自動新着チェック7アカウントを選択
（選択するたびにON／OFF切替）7A[完了]

■■自動受信するS!メールの種類を制限する
＞＞ 受信設定7自動受信対象設定7指定したメール
7電話帳登録済みアドレス／
SoftBank内メールのみ※1にチェック7
A[完了]

PCメールに関する設定

＞＞ ローミング時チェック7ON

OFF
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設定

SMSに関する設定
共通操作

メインメニューから メール4設定4SMS設定
設定したい内容・操作

お買い上げ時

■■SMSセンター番号を変更する※
＞＞ SMSセンター番号7*
z[選択]7SMSセンター
番号を入力7A[完了]

+819066519300

■■本文は常に半角英数で入力する

日本語入力.
(70 文字)

＞＞ SMS本文入力設定7半角英数入力(160 文字)

※	ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないでく
ださい。変更するとSMSが送信できなくなることがあります。

設定（カスタマイズ）
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インターネット設定

画面表示／情報メモリに関する設定
Yahoo!ケータイ
共通操作

メインメニューから Yahoo!4設定

PCサイトブラウザ
共通操作

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

■■表示画面の文字サイズを変更する

緊急速報メールに関する設定
共通操作

＞＞ 文字サイズ7サイズを選択
■■情報画面をスクロールする単位を変更する
＞＞ スクロール単位7全画面スクロール／
半画面スクロール

メインメニューから メール4設定
4緊急速報メール受信設定
設定したい内容・操作

■■緊急速報メールを受信しない
＞＞ 受信設定7OFF
■■緊急速報メールの専用着信音を確認する
＞＞ 着信音確認7緊急地震速報／災害・避難情報

お買い上げ時
ON.
(受信する）
―

■■画像を表示しないようにする
＞＞ 画像・音設定7画像表示7表示しない
■■音を再生しないようにする
＞＞ 画像・音設定7音再生7再生しない
■■ポインタの動く速度（スクロール速度）を変更す
る※1

お買い上げ時
標準
一行スクロー
ル
表示する
再生する
中速

＞＞ ポインタ速度設定7高速／低速
■■キャッシュメモリに一時保存された情報を消去
する
＞＞ メモリ操作7キャッシュ消去7YES
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ー

■■サーバー側でお客様を識別するための情報
（Cookie）を消去する

ー

Yahoo!ケータイ

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

ー

＞＞ メモリ操作7認証情報消去7YES
■■ダウンロードしたデータの保存先をmicroSD
カード優先に変更する※2
＞＞ 保存先設定7microSD優先
■■PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイと
の切替時に警告画面を表示しない※1

※1 PCサイトブラウザの場合のみ
※2 Yahoo!ケータイの場合のみ

本体メモリ.
優先

ON.
（表示する）

共通操作

メインメニューから Yahoo!4設定4セキュリティ

PCサイトブラウザ
共通操作

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

■■本機の製造番号を自動的に送信しない
＞＞ 製造番号通知7OFF

お買い上げ時
ON.
（送信する）

設定（カスタマイズ）

＞＞ 警告画面表示設定7PCサイトブラウザ（起動
時）／Yahoo!ケータイ（切替時）7OFF

セキュリティに関する設定

■■情報画面の移動時にリンク元のページ（Referer
ON.
ページ）を送出しない
（送信する）
＞＞ Referer送出7OFF
■■Cookieを保存しない／毎回確認する
＞＞ Cookie設定7OFF／毎回確認

ON.
（保存する）

■■ルート証明書（認証機関が発行した電子的な証明
書）を確認する

ー

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

ブラウザ終了
まで保持

16

■■セキュリティで保護されている情報画面に接続す
るときに確認画面を表示しないようにする
ON
＞＞ セキュア接続表示7OFF
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設定

初期化／設定リセットに関する設定

共通操作

Yahoo!ケータイ
共通操作

■■起動中の音量を変更する

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

■■各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻す

設定（カスタマイズ）

＞＞ 設定リセット7YES7端末暗証番号を入力
■■保存内容をすべて消去し、各種設定内容をお買い
上げ時の状態に戻す
＞＞ ブラウザ初期化7YES7端末暗証番号を入力

16
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メインメニューから S!アプリ4S!アプリ設定
設定したい内容・操作

メインメニューから Yahoo!4リセット

PCサイトブラウザ
共通操作

S!アプリ設定

お買い上げ時
ー
ー

＞＞ 音量設定7?
zで音量を調節
■■起動中のバックライトを常に点灯／消灯させる※1
＞＞ バックライト設定7常時点灯／常時消灯
■■S!アプリのバイブレーション動作を無効にする
＞＞ バイブ設定7OFF

お買い上げ時
レベル4
通常設定連動※2
ON（有効）

■■他の携帯電話などで利用したmicroSDカードの
S!アプリ情報を更新する
＞＞ microSDシンクロ
※1 S!アプリ起動中は完全には消灯しません。
※2 通常のバックライト設定（ZP.16-6）に従います。

ー

本体色ごとのお買い上げ時の設定内容
下記の設定は、本体色によってお買い上げ時の設定が異なります。
各設定の操作手順は、各設定のページを参照してください。

設定項目
電話
着
イルミネー
TVコール
信
ション設定.
メール
（ZP.16-9）
クローズ

レッド

ブルー

ブラック

ゴールド

チェリー
ピンク

ライト
ピンク

A-Flash

A-Flash

D-Flash

D-Flash

D-Flash

E-Flash

C-Flash

A-Signal

A-Signal

D-Signal

D-Signal

D-Signal

E-Signal

C-Signal

C-Signal

A-Knock

A-Knock

D-Knock

D-Knock

D-Knock

E-Knock

C-Knock

C-Knock

Close-02

Close-02

Close-01

Close-01

Close-01

Close-04

Close-07

Close-07
ライト
ピンク

ペール
ミント

発信／.
送信時の画像
ディスプレイ （電話／TVコール ホワイト
設定.
／メール）
（ZP.16-3
着信／.
～6）
受信時の画像
ホワイト
（電話／TVコール
／メール）
カラーテーマ

ホワイト

ホワイト

C-Flash

ホワイト

レッド

ブルー

ブラック

ゴールド

チェリー
ピンク

ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック

ホワイト

ピンク

ピンク

ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック

ホワイト

ピンク

ピンク

ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック

ゴールド

ピンク

ピンク

設定（カスタマイズ）

待受画面

ペール
ミント
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各種機能の設定内容を確認する
メインメニューから 設定4一般設定4設定確認
■■ 確認できる設定内容
・バックライト設定
・ビューブラインド
・受話音量
・しっかりトーク
・ノイズキャンセラ
・3G/GSM選択
お買い上げ時の設定から変更されている項目には「★」マークが

付きます。

設定（カスタマイズ）
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