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電話帳について
連絡先に電話番号やメールアドレスを連絡先として登録しておくと、
簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成したりできます。
また、Googleアカウントなどのオンラインアカウントの連絡先と同
期して、利用することもできます。

お知らせ

･ USIMカードや本機内、microSDカード、オンラインアカウント
の連絡先をインポート／コピーすることもできます（rP.110、
P.112）。
･ 本機に登録できる連絡先の件数は、本機の空き容量によって異なり
ます。
･ USIMカードに登録できる連絡先の件数は、50件（名前と電話番
号1件）です。

連絡先を登録する

1 ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」
連絡先一覧画面が表示されます（rP.105）。

2
･ 連絡先が1件も登録されていない場合は、「新しい連絡先を
作成」をタップします。「連絡先のインポート」をタップす
ると、連絡先をインポートできます（rP.110）。また、
「アカウントにログイン」をタップすると、オンラインアカ
ウントを設定できます（rP.123）。
･ 初回利用時は、使用するアカウントの選択画面が表示され、
連絡先の登録先を設定できます。
･ 使用するアカウントの選択画面で「本体」をタップすると
本機内、「SIM」をタップするとUSIMカードが登録先に設
定されます。本機にオンラインアカウントを設定している
場合は、登録先として表示されます。
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a登録先アカウント
連絡先を登録するアカウントを変更します。

b画像
画像を登録できます。
「写真を撮影」をタップすると、写真を撮影して登録できま
す。「プリセットから選択」をタップすると、あらかじめ用
意されている画像を選択して登録できます。「ギャラリーか
ら選択」をタップすると、本機やmicroSDカードに保存さ
れている画像を選択して登録できます。

cラベル
入力内容のラベル（種類）を選択できます。

d別のフィールドを追加
「チャット」「住所」「メモ」などの項目を追加できます。

e詳細情報フィールド
「名前」欄の場合は、「姓」「名」「ミドルネーム」などを入
力できます。「よみがな」欄の場合は、「姓のよみがな」「名
のよみがな」「ミドルネームのよみがな」を入力できます。

3 必要な項目を入力
「名前」、「よみがな」を入力する際は、フィールド横の を
タップして、詳細情報フィールドを開いて入力します。※

※：詳細情報入力時、以下のように入力すると、Googleアカ
ウントにコピーしたり、同期を行ったときに、よみがな
が消去されてコピー／同期されます。
-「姓のよみがな」を入力し、「姓」の欄が空白
-「名のよみがな」を入力し、「名」の欄が空白
-「ミドルネームのよみがな」を入力し「ミドルネーム」が
空白

b

連絡先登録画面

e

c

a

d

連絡先登録画面
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･ をタップすると、入力した項目を削除できます。

4 「保存」

お知らせ

･ 連絡先登録画面で「着信音」欄をタップすると、連絡先ごとの着信
音を設定できます。

連絡先を確認／編集する

連絡先一覧画面または連絡先詳細画面から、簡単な操作で電話をかけ
たり、メールを作成したりできます。

1 ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」
連絡先一覧画面が表示されます（rP.105）。

2 確認する連絡先をタップ
連絡先詳細画面が表示されます（rP.106）。

連絡先の登録内容を確認する
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a連絡先タブ
連絡先一覧画面が表示されます。

bダイヤルタブ
電話番号入力画面が表示されます（rP.87）。

c検索バー
名前などの一部を入力すると、検索された連絡先の一覧が表示さ
れます（rP.108）。

d見出し
連絡先が、五十音→アルファベットの順で分類表示されます。
･ よみがなの頭文字が数字や記号の場合は「#」、漢字の場合は
「他」として分類されます。

･ よみがなが空欄のとき、名前の頭文字がひらがなの場合は五十
音、記号や数字の場合は「#」として分類されます。

e連絡先
タップすると、連絡先詳細画面が表示されます（rP.106）。

fクイックコンタクトアイコン
タップすると、電話の発信やメール作成などができます。表示さ
れるアイコンは、連絡先の登録内容によって異なります。
･ 画像を登録した場合は、画像が表示されます。

g連絡先登録アイコン
タップすると、連絡先登録画面が表示されます（rP.103）。

hお気に入りタブ
お気に入り／グループ一覧画面が表示されます（rP.110）。

i検索アイコン
検索バーに移動します。検索バーで名前などの一部を入力すると、
検索された連絡先の一覧が表示されます（rP.108）。

jメニューアイコン
連絡先一覧画面のメニューが表示されます（rP.107）。

お知らせ

･ 7件以上の連絡先が登録されている場合は、連絡先一覧画面の右側
にインデックスが表示されます。インデックス上をスライドする
と、連絡先が登録されている見出しが画面中央に表示され、見出し
の検索ができます。

連絡先一覧画面の見かた

連絡先一覧画面
g
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a戻るアイコン
連絡先一覧画面に戻ります。

b画像
登録した画像が表示されます。

c電話番号
タップすると、電話を発信できます。
･ ロングタッチすると、クリップボードに電話番号をコピーでき
ます。
･ 電話番号が複数登録されている場合は、ロングタッチすると基
本電話番号を設定できます（rP.108）。

dメールアドレス
タップすると、メールを作成できます。
･ ロングタッチすると、クリップボードにメールアドレスをコ
ピーできます。
･ メールアドレスが複数登録されている場合は、ロングタッチす
ると基本メールアドレスを設定できます（rP.109）。

e編集アイコン
タップすると、連絡先を編集できます（rP.108）。

fお気に入りアイコン
タップすると、連絡先をお気に入りに追加／お気に入りから削除
できます（rP.109）。

g発信アイコン
タップすると、電話を発信できます。

hSMSアイコン
タップすると、SMSを作成できます（rP.130）。

iメニューアイコン
連絡先詳細画面のメニューが表示されます（rP.108）。

お知らせ

･ 電話番号やメールアドレス以外の登録項目をタップしても、登録内
容に対応した操作ができます。

連絡先詳細画面の見かた

連絡先詳細画面
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連絡先一覧画面で をタップすると、次のメニューが表示されます。

連絡先一覧画面のメニュー

項目 説明
表示する連絡先 連絡先を登録先ごとに切り替えて表示しま

す。
･「電話番号ありの連絡先のみ」にチェック
を付けると、電話番号が登録された連絡
先のみ表示できます。
･「SIM連絡先を表示」の をタップし
て にすると、USIMカードに保存さ
れている連絡先が表示されなくなります。
･「すべての連絡先」を選択すると、すべて
の登録先に保存されている連絡先を表示
します。
･「カスタマイズ」→登録先をタップ→表示
するグループにチェックを付ける→
「OK」をタップすると、各登録先の表示
する連絡先を設定できます。

インポート／エクス
ポート

連絡先のインポート／エクスポートや、
Bluetooth®やメールなどを使って共有を
行います（rP.110、P.112）。

アカウント 連絡先データを自動的に同期させるかどう
かを設定します。

削除 連絡先を削除します。
･ 連絡先を削除すると、ステータスバーに

が表示されます。

設定 重複連絡先の
削除

重複した連絡先を検索して削除します。

連絡先のコ
ピー

連絡先を別のアカウントにコピーします。

マイプロ
フィールを設
定／マイプロ
フィールの表
示

マイプロフィールを登録／編集します。
･ 初期設定で「携帯端末の所有者」を設定
した場合には、マイプロフィールの詳細
画面とマイプロフィールの登録／編集画
面の名前欄に設定した所有者の姓名が表
示されます。
･ 初期設定で「携帯端末の所有者」を設定
しなかった場合には、設定項目には「マ
イプロフィールを設定」と表示されます。
タップするとマイプロフィールの登録／
編集画面で自分のプロフィールを登録で
きます。
･ マイプロフィールの詳細画面で をタッ
プすると、自分のプロフィールを編集で
きます。
･ マイプロフィールの詳細画面で →「削
除」→「削除」をタップすると、マイプ
ロフィールを削除できます。設定してい
るアカウントによっては、アカウントか
らの連絡先の削除確認メッセージが表示
される場合があります。内容を確認のう
え、削除操作を行ってください。

本体 本機に登録されている連絡先の件数が表示
されます。

項目 説明
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連絡先詳細画面で をタップすると、次のメニューが表示されます。
･ 連絡先の登録状況などによって、表示される項目は異なります。

※：操作状況によっては「SIMにコピー」／「（オンラインアカウン
ト）にコピー」と表示される場合があります。

連絡先に登録されている名前などの一部を入力して、目的の連絡先を
検索できます。

1 連絡先一覧画面で検索バーをタップ

2 検索ボックスに名前などの一部を入力
検索結果が表示されます。確認する連絡先をタップする
と、連絡先詳細画面が表示されます。

1 連絡先詳細画面で
連絡先編集画面が表示されます。

2 入力内容を編集

3 「保存」

基本電話番号は、他のアプリケーションから連絡先にアクセスして電
話番号を引用するときなどに、優先的に使用されます。

1 連絡先詳細画面で、基本電話番号として使う電話
番号をロングタッチ

設定 （オンラインア
カウント名）

本機にオンラインアカウントを設定してい
るときに表示され、アカウントに登録され
ている連絡先の件数が表示されます。

SIM 本機にUSIMカードが挿入されているとき
に表示され、USIMカードに登録されてい
る件数と保存可能件数が表示されます。

連絡先詳細画面のメニュー

項目 説明
削除 連絡先を削除します。
共有 連絡先をBluetooth®やメールなどを使って

共有します。
コピー※ 連絡先を本機内、USIMカードまたはオンラ

インアカウントにコピーします。
全ての着信をボイス
メールへ転送

連絡先の相手からかかってきた電話を、留守
番電話センターに転送するかどうかを設定し
ます。

連絡先の統合 複数の連絡先を統合して1つの連絡先にまと
めます（rP.109）。

連絡先を分割 統合した連絡先を解除します。
ホーム画面に配置 ホーム画面に連絡先を配置します。

項目 説明 連絡先を検索する

連絡先を編集する

基本電話番号を設定する
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2 「デフォルトに設定」
電話番号の後ろにチェックマークが表示されます。
･ 基本電話番号を解除する場合は、基本電話番号をロング
タッチ→「デフォルトを解除」をタップします。

基本メールアドレスは、他のアプリケーションから連絡先にアクセス
してメールアドレスを引用するときなどに、優先的に使用されます。

1 連絡先詳細画面で、基本メールアドレスとして使
うメールアドレスをロングタッチ

2 「デフォルトに設定」
メールアドレスの後ろにチェックマークが表示されます。
･ 基本メールアドレスを解除する場合は、基本メールアドレ
スをロングタッチ→「デフォルトを解除」をタップします。

複数の連絡先を統合して1つの連絡先にまとめることができます。複
数に分かれた同一人物の連絡先をまとめる場合などに便利です。

1 連絡先詳細画面で →「連絡先の統合」

2 統合する連絡先をタップ
･ 統合を解除するには、連絡先詳細画面で →「連絡先を分
割」→「OK」をタップします。

よく使う連絡先をお気に入りとして登録しておくと、簡単に呼び出す
ことができます。

1 連絡先一覧画面でお気に入りに追加する連絡先を
タップ

2 （グレー）
（グレー）が （色あり※）に変わり、連絡先がお気に

入りに追加されます。
･ お気に入りから削除する場合は、 （色あり※）をタップ
します。

※：表示されるアイコンの色は、本体のカラーによりお買い
上げ時の設定が異なります。

お知らせ

･ ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→「お気に入り」タ
ブをタップ→「追加」→お気に入りに追加する連絡先にチェックを
付ける→「追加」をタップしても、お気に入りに追加できます。
･ ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→「お気に入り」タ
ブをタップ→ →「お気に入りから削除」→削除する連絡先に
チェックを付ける→「削除」をタップしても、お気に入りから削除
できます。

基本メールアドレスを設定する

複数の連絡先を統合する

連絡先をお気に入りに追加する
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1 ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→
「お気に入り」タブをタップ
お気に入り／グループ一覧画面が表示されます。

2 確認する連絡先をタップ

連絡先を利用／管理する

1 連絡先一覧画面で電話をかける連絡先をタップ

2 電話番号／ をタップ
選択した電話番号に電話がかかります。

1 連絡先一覧画面でメールを送信する連絡先をタップ

2 メールアドレスをタップ→メール作成に使用する
アプリケーションをタップ
以降の操作については、「Gmail」（rP.137）／「Eメー
ルを作成／送信する」（rP.141）をご参照ください。

1 連絡先一覧画面でSMSを送信する連絡先をタップ

2 「SMS送信」／
複数の携帯電話番号が登録されている場合は、携帯電話番
号の選択画面で利用する携帯電話番号をタップします。
以降の操作については、「SMSを作成／送信する」
（rP.130）をご参照ください。

USIMカードや設定しているアカウント、microSDカードに保存さ
れた連絡先を本機の連絡先に取り込みます。
･ インポートした連絡先と本機の連絡先を比較して、姓名が類似して
いると判断されたり、電話番号／メールアドレスが一致したりした
場合は、連絡先の重複と認識され、インポートした連絡先が登録済
みの連絡先に自動的に統合されます。
･ 連絡先が統合された場合、姓名は一番長いものが優先されます。そ
の他の項目で同一のものは1つの情報にまとめられ、内容が異なる
場合は別の項目として保存されます。
･ 統合を解除する場合は、統合を解除する連絡先詳細画面で →「連
絡先を分割」→「OK」をタップします。

お気に入りの連絡先を確認する

連絡先から電話をかける

連絡先からメールを作成する

連絡先からSMSを作成する

連絡先をインポートする
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USIMカードに保存された連絡先を、本機の連絡先に取り込みます。

1 連絡先のデータが保存されているUSIMカードを本
機に取り付ける

2 連絡先一覧画面で →「インポート／エクスポー
ト」→「SIMカードからインポート」

3 インポートする連絡先にチェックを付ける→「イ
ンポート」→連絡先のインポート先をタップ
･ 本機にオンラインアカウントを設定している場合は、イン
ポート先として表示されます。

お知らせ

･ USIMカードからインポートできる項目は、名前と電話番号（1件）
のみです。

Googleアカウントに連絡先を登録している場合、本機でその
Googleアカウントを設定すると、自動的に連絡先が登録されます。
･ 本機で連絡先を削除した場合、インポート元にエクスポートしたり
アカウント同期を実行すると、インポート元やアカウント側の連絡
先からも削除されます。複数のアカウントを設定し、アカウントに
登録された連絡先が統合された場合、その連絡先を削除すると、す
べてのアカウントから削除されます。

内部ストレージ／microSDカードにファイルとして保存された連絡
先を、本機の連絡先に取り込みます。

1 microSDカードからインポートする場合は、連絡先
のデータが保存されているmicroSDカードを本機に
取り付ける

2 連絡先一覧画面で →「インポート／エクスポー
ト」→「ストレージからインポート」

3 インポート先を選択→インポートするvCardファ
イルにチェックを付ける→「OK」
･ 本機にオンラインアカウントを設定している場合は、イン
ポート先として表示されます。

お知らせ

･ インポートできるファイル形式は、vCard形式（拡張子：vcf）の
みです。

USIMカードから連絡先を取り込む

Googleアカウントから連絡先を取り込む

内部ストレージ／microSDカードから連絡先を取
り込む
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Bluetooth®対応の別の機器にファイルとして保存された連絡先を、
Bluetooth®経由で本機の連絡先に取り込みます。

1 連絡先一覧画面で →「インポート／エクスポート」

2 「別の端末からインポート」→「次へ」

3 「次へ」→連絡先が保存されている機器をタップ→
「ペア設定する」（rP.186）
･ 相手機器でペア設定とアクセス許可の操作を行うと、連絡
先のインポート先確認画面が表示されます。

4 インポート先を選択
･ 本機にオンラインアカウントを設定している場合は、イン
ポート先として表示されます。

お知らせ

･ 操作2で「Bluetoothをサポートしない」→「次へ」をタップする
と、Bluetooth®非対応の他の機器からのインポート方法が表示さ
れます。

本機の連絡先を、USIMカードや設定しているアカウント、microSD
カードにエクスポートします。
･ 本機で連絡先を削除した場合、インポート元にエクスポートしたり
アカウント同期を実行すると、インポート元やアカウント側の連絡
先からも削除されます。
･ 統合を解除する場合は、統合を解除する連絡先詳細画面で →「連
絡先を分割」→「OK」をタップします。

内部ストレージに保存された連絡先を、USIMカードにエクスポート
します。

1 連絡先一覧画面で →「インポート／エクスポー
ト」→「SIMカードにエクスポート」

2 連絡先のエクスポート元を選択→エクスポートす
る連絡先にチェックを付ける→「エクスポート」
→「OK」
･ 本機にオンラインアカウントを設定している場合は、連絡
先のエクスポート元として表示されます。

Bluetooth®経由で連絡先を取り込む 連絡先をエクスポートする

USIMカードにエクスポートする
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お知らせ

･ USIMカードに登録できる連絡先の件数は、50件（名前と電話番
号1件）です。エクスポートする連絡先に複数の電話番号が登録さ
れている場合は、電話番号ごとに別の連絡先として保存されます。

本機で管理している連絡先を、内部ストレージ／microSDカードに
バックアップできます。
･「データ保存先設定」（rP.61）が「内部ストレージ」の場合は、
連絡先のファイルは内部ストレージにエクスポートされます。
microSDカードにエクスポートする場合は、「データ保存先設定」
を「SDカード」に設定してから操作してください。

1 連絡先一覧画面で →「インポート／エクスポー
ト」→「ストレージにエクスポート」

2 「エクスポート」

3 エクスポートする連絡先の保存先にチェックを付
ける→「OK」
･ 本機にオンラインアカウントを設定している場合は、エク
スポートする連絡先の保存先として表示されます。

お知らせ

･ 連絡先は、vCard形式（拡張子：vcf）でエクスポートされます。

Bluetooth®やメールなどを経由して連絡先を共有（エクスポート）
します。

1 連絡先一覧画面で →「インポート／エクスポー
ト」

2 「連絡先の共有」

3 共有する連絡先を選択→「共有」→共有に使用す
るアプリケーションをタップ
･「Bluetooth」の場合は、共有するデバイスを選択します。
検出されたデバイス側で接続の承認とアクセス要求の許可
を行うと連絡先が共有（エクスポート）されます。
･「メール」／「Gmail」の場合は、メールにvCard形式（拡
張子：vcf）のファイルを添付して送信します。
･「ドライブ」の場合は、Googleドライブのマイアカウント
にアップロードされます。

内部ストレージ／microSDカードにエクスポート
する

連絡先を共有（エクスポート）する
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連絡先をグループ分けして管理できます。

1 ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→
「お気に入り」タブをタップ
お気に入り／グループ一覧画面が表示されます。

2 →「グループの作成」
･ 本機にオンラインアカウントを設定している場合は、アカ
ウントの選択画面が表示されます。「本体」をタップすると
本機内の、オンラインアカウントをタップするとオンライ
ンアカウントのグループを追加できます。

3 グループの名前を入力

4 「メンバーを追加」→追加する連絡先にチェックを
付ける→「追加」
･ をタップすると、追加した連絡先を削除できます。

5 「保存」

お知らせ

･ お気に入り／グループ一覧画面でグループをタップ→「メンバーを
追加」をタップしても、グループにメンバー（連絡先）を追加でき
ます。メンバー（連絡先）が登録されている場合は、 →「メン
バーを追加」をタップして追加できます。

1 お気に入り／グループ一覧画面で →「グループ
の削除」

2 削除するグループにチェックを付ける→「削除」
→「削除」

お知らせ

･ お気に入り／グループ一覧画面で削除するグループをロングタッ
チ→「削除」→「削除」をタップしても、グループを削除できます。

グループを利用する

グループを追加する

グループを削除する
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1 お気に入り／グループ一覧画面で編集するグルー
プをタップ
グループ詳細画面が表示されます。グループ詳細画面に
は、グループに登録した連絡先が表示されます。

2
3 登録内容を編集→「保存」

お知らせ

･ お気に入り／グループ一覧画面で編集するグループをロングタッ
チ→「編集」をタップしても、グループを編集できます。
･ グループの連絡先を削除するには、グループ詳細画面で →「メ
ンバーを削除」→削除する連絡先にチェックを付ける→「削除」を
タップするか、グループ詳細画面で削除する連絡先をロングタッチ
→「グループから削除」をタップします。

1 お気に入り／グループ一覧画面でSMS／メールを
送信するグループをタップ
グループ詳細画面が表示されます。グループ詳細画面に
は、グループに登録した連絡先が表示されます。

2 （SMS）／ （メール）
連絡先の選択画面が表示されます。

3 SMS／メールを送信する連絡先にチェックを付け
る→「選択」→メールの場合は使用するアプリ
ケーションをタップ
以降の操作については、「SMSを作成／送信する」
（rP.130）／「Gmail」（rP.137）／「Eメールを
作成／送信する」（rP.141）をご参照ください。

お知らせ

･ お気に入り／グループ一覧画面でグループをロングタッチ→
「SMS送信」／「メール送信」をタップしても、SMS／メールを
作成できます。

グループの登録内容を編集する

グループからSMS／メールを作成する
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