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文字表示を変更する

文字サイズを変更する

メニューや文字入力時などの文字の大きさを変更できます。

設定 壁紙・ディスプレイ フォントサイズ

フォントサイズ設定画面が表示されます。

小 ／ 中 ／ 大 ／ 極大

文字サイズが変更されます。

待受画面の設定を変更する

待受画面設定について

待受画面設定リストの時計／カレンダーとウィジェット／アプリ
を同時に表示することはできません。

待受壁紙を変更する

設定 壁紙・ディスプレイ 待受画面

壁紙

壁紙設定画面が表示されます。

プリセット壁紙 ／ ライブ壁紙 ／ データフォルダ

画面に従って操作

設定が完了します。
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待受壁紙変更時の操作

本体メモリやSDカードに保存している画像を壁紙に
設定する

壁紙設定画面で データフォルダ 写真 ／ 画像 ／

マイ絵文字 ／ ファイルマネージャー 画像を選択

画像範囲を選択 （確定）

・画像範囲の選択時に を押すと、画像範囲を移動できます。
・画像範囲の選択時に を押すたびに、画像範囲の編集方法

（範囲移動／範囲変更）を切り替えられます。
・範囲変更時に を押すと、画像範囲の大きさを変更できま

す。 （左上／右下） と操作するごとに、範囲変更
の起点を切り替えられます。

・データによっては設定できないことがあります。

データのスライドショーを壁紙に設定する

壁紙設定画面で ライブ壁紙 オープンシャッフル

（設定） 各項目を設定 （確定）

・表示データや時間を設定してスライドショー表示させることが
できます。

時計を表示する

設定 壁紙・ディスプレイ 待受画面

待受画面の設定画面が表示されます。

時計 デジタル時計1 ／ デジタル時計2 ／ アナログ時

計 ／ 世界時計 ／ OFF

待受画面に時計が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ 世界時計 を選択したときは、都市を選択 と操作します。

カレンダーを表示する

設定 壁紙・ディスプレイ 待受画面

待受画面の設定画面が表示されます。

カレンダー カレンダー1ヶ月 ／ カレンダー2ヶ月 ／

OFF

待受画面にカレンダーが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
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ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目 説明

カレンダー カレンダーを表示します。

時計
アナログ時計／デジタル時計／世界時計を表
示します。

エコモード エコモードを確認できます。

メモ帳 メモを表示します。

設定 設定へのショートカットを表示します。

設定 壁紙・ディスプレイ 待受画面

待受画面の設定画面が表示されます。

（詳細設定）

ウィジェット／アプリ編集画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

空きスペースを選択 追加

ウィジェット／アプリ選択画面が表示されます。

ウィジェット

項目を選択

選択した空きスペースにウィジェットが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ウィジェット追加時の操作

ウィジェットの位置を移動する

ウィジェット／アプリ編集画面で移動するウィジェットを選択

並び替え で移動先を選択

ウィジェットを削除する

ウィジェット／アプリ編集画面で削除するウィジェットを選択

削除
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アプリを追加する

設定 壁紙・ディスプレイ 待受画面

（詳細設定）

ウィジェット／アプリ編集画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

空きスペースを選択 追加

ウィジェット／アプリ選択画面が表示されます。

アプリ

アプリを選択

選択した空きスペースにアプリが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アプリ追加時の操作

アプリの位置を移動する

ウィジェット／アプリ編集画面で移動するアプリを選択

並び替え で移動先を選択

アプリを削除する

ウィジェット／アプリ編集画面で削除するアプリを選択

削除
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着信時の動作を変更する

着信音やバイブレータ、着信LEDなどの設定をします。

電話着信時の設定をする

設定 サウンド・通知 着信音

OFF ／ プリセット ／ データフォルダ

画面に従って操作

設定が完了します。

電話着信設定時の操作

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを
設定する

サウンド・通知画面で 着信時バイブ

・ 着信時バイブ を押すたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを
設定する

サウンド・通知画面で バイブパターン パターンを選択

・パターンを選択 （確認）を押すと、バイブレータが動
作します。

電話着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

サウンド・通知画面で 着信LED カラーを選択

・カラーを選択 （確認）を押すと、着信LEDが点滅しま
す。

メール着信時の設定をする

設定 サウンド・通知 通知音

OFF ／ プリセット ／ データフォルダ

画面に従って操作

設定が完了します。

・ プリセット から通知音を設定しているときは、通知音を選

択 （確認）と操作すると、通知音を確認できます。
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文字を入力する

本機の文字入力は、ボタン操作で行います。お買い上げ時の入力方
法で説明します。

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。
ダイヤルボタンに割り当てられた文字について詳しくは、「文字入
力用ボタン一覧」を参照してください。

・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、

を押します。

文字入力／変換時の操作

文末で改行する

文字入力画面で

文の途中で改行する

文字入力画面で

文末にスペースを入れる

文字入力画面で

確定した文字列の途中にスペースを入れる

文字入力画面でスペースが出てくるまで ／

・数字以外の文字種でスペースを入れることができます。

入力中の文章に情報を引用して追加する

文字入力画面で （メニュー） 呼出 引用項目を

選択

文字種が「ひらがな漢字」（ ）のまま、カタカ
ナや英数字を入力する

文字入力画面でひらがなを入力 （英数カナ）

・変換候補にカタカナや英数字が表示されます。

変換モードを変更する

文字入力画面でひらがなを入力 （通常変換／予測変
換）

変換する範囲を調整する

文字入力画面でひらがなを入力 で変換範囲を調整

字数指定予測を利用する

文字入力画面でひらがなを入力 変換候補

を選択

・ 字数指定予測 が設定されているときに利用できます。

・文字列の後半を「○」（ワイルドカード）に置き換えること
で、予測変換候補を絞り込むことができます。

・「○」の数で単語の長さを指定できます。「○」は で追加
できます。

文字種を変更する

設定できる文字種は次のとおりです。

マーク 説明

ひらがな漢字

半角英字

半角数字

半角カタカナ

全角英字

全角数字

全角カタカナ

文字入力画面で

利用できる文字種一覧が表示されます。

文字種を選択

文字種が変更されます。



52

ひらがなを入力する

「ひらがな漢字」の文字種で、「かがみ」と入力する方法を例に説
明します。

文字入力画面で （1回：か） （1回：

か） （1回：が） （2回：み）

「かがみ」が入力されます。

・文字入力中に を押すと、入力中の文字が逆順に表示されま
す。

漢字を入力する

「ひらがな漢字」の文字種で入力した「かがみ」を「鏡」に変換す
る方法を例に説明します。

文字入力画面で「かがみ」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。

・文字入力中に を押すと、入力中の文字が逆順に表示されま
す。

で「鏡」を選択

「鏡」が入力されます。

・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。

・文字確定直後に を押すと、変換前の表示に戻ります。

変換候補について

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。
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カタカナを入力する

文字種を「ひらがな漢字」から「全角カタカナ」に切り替えて、
「クッキー」と入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で アイウ

（3回：ク） （3回：ツ） （1

回：ッ） （2回：キ） （5回：ー）

「クッキー」が入力されます。

・文字入力中に を押すと、入力中の文字が逆順に表示されま
す。

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力
する

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力します。

・マイ絵文字はメール作成のときに利用できます。
・文字種によっては、操作できないことがあります。
・「うれしい」や「かなしい」など、感情を示す言葉を入力する

と、関連する絵文字が予測候補として表示されることがありま
す。

文字入力画面で （ ・＆）

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字の入力画面（履歴があると
きは、入力履歴画面）が表示されます。

／ を押して文字種を選択 ／ を押してカ
テゴリを選択

カテゴリごとに絵文字などの一覧が表示されます。

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を選択

文字が入力されます。

・絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を連続して入力するときは、

（連続選択）を押します。
・文字種にかかわらず、絵文字は全角で入力されます。
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定型文を入力する

定型文を呼び出すことで、簡単に文字を入力できます。

文字入力画面で （メニュー） 呼出 定型文

定型文メニュー画面が表示されます。

定型文の種類を選択

定型文一覧が表示されます。

定型文を選択

定型文が入力されます。

自由定型文を登録する

文字入力画面で （メニュー） 文字入力設定 定

型文 登録したい自由定型文の番号を選択 （メ

ニュー） 編集 文字を入力

・定型文メニュー画面で 自由定型文 を選択すると、登録した定

型文が利用できます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。主な設定項目は、次のとお
りです。

項目 説明

変換モード 文字入力時の変換方法を設定できます。

候補内キー操作 変換候補文字のキー操作を設定できます。

候補学習
変換候補リストから確定した文字を学習する
かどうかを設定します。

字数指定予測
字数指定予測機能を利用するかどうかを設定
します。

自動スペース
入力

半角英字入力時に、変換候補の単語を選択す
るとスペースを自動入力するかどうかを設定
します。

自動大文字変換
半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大
文字に変換するかどうかを設定します。

自動カーソル
移動

文字入力後、自動でカーソルが移動するまで
の間隔を設定します。

文字入力画面で （メニュー） 文字入力設定 入力設

定

文字入力設定画面が表示されます。

文字入力設定利用時の操作

メインの変換モードを選択する

文字入力設定画面で 変換モード 予測変換 ／ 通常変

換

・ 通常変換 に設定したときは、 字数指定予測 、 自動スペー

ス入力 がOFFになります。

変換候補選択時のキー操作の方法を設定する

文字入力設定画面で 候補内キー操作 上下左右キー操

作 ／ 上下キー操作

候補学習を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 候補学習

・ 候補学習 を押すたびに、設定（ ）／解除（ ）

が切り替わります。
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字数指定予測を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 字数指定予測

・ 字数指定予測 を押すたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

半角英字入力時に変換候補から英単語を選択したと
き、半角スペースを自動で挿入するかどうかを設定
する

文字入力設定画面で 自動スペース入力

・ 自動スペース入力 を押すたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

半角英字入力時に文頭の文字を自動で大文字にする
かどうかを設定する

文字入力設定画面で 自動大文字変換

・ 自動大文字変換 を押すたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

文字入力中に、入力中カーソルが移動するまでの時
間を設定する

文字入力設定画面で 自動カーソル移動 速い（0.5秒）

／ 普通（1.0秒） ／ 遅い（1.5秒）

・ OFF に設定すると、入力中カーソルは表示されません。

学習辞書の内容をすべて消去する

文字入力画面で （メニュー） 文字入力設定 リ

セット 学習辞書リセット はい

文字入力設定をリセットする

文字入力画面で （メニュー） 文字入力設定 リ

セット 設定リセット はい

文字を編集する

文字を消去／修正する

「今日は、楽しかったです」を「今日はとても楽しかったです」に
修正する方法を例に説明します。

文字入力画面で で消去する文字の左にカーソルを移動

カーソルの右側の文字が消えます。

・カーソルの右側に文字が無い場合は、カーソル左側の文字が1文字
消えます。

「とても」を入力

修正が完了します。

文字をすべて消去する

文字入力画面で入力した文字の文頭／文末にカーソルを移動

（長押し）

・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

初の文字の左側にカーソルを移動 （長押し）と操作
します。
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文字を移動／複写する

「とても今日は楽しかったです」を「今日はとても楽しかったで
す」に修正する方法を例に説明します。

・アプリにより、画面に表示される操作項目の文言が異なる場合が
あります。

文字入力画面で （メニュー） 範囲選択（コピー他）

開始文字の左にカーソルを移動 （始点） 終了文字の

右にカーソルを移動 （終点）

切り取り

・ コピー を選択すると選択範囲をコピーします。

・範囲選択をやり直すときは、 （キャンセル）を押します。

で貼り付ける位置を選択 （メニュー） 貼り付け

切り取られた文字が貼り付けられます。

よく使う単語を登録する（学習辞書）

単語を登録する

学習辞書に単語を登録すると、変換候補に表示されるようになりま
す。

文字入力画面で （メニュー） 文字入力設定 単語登

録

単語登録一覧画面が表示されます。

・文字入力画面で （メニュー） 範囲選択（コピー他）

辞書に登録したい範囲を選択 単語登録 と操作しても、単

語を辞書に登録できます。

（メニュー） 新規登録

単語と読みを入力 （保存）

単語が登録されます。

学習辞書利用時の操作

登録した単語を修正する

単語登録一覧画面で単語を選択 （メニュー） 編

集 単語／読みを修正 （保存）
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登録した単語を1件削除する

単語登録一覧画面で単語を選択 （メニュー） 削

除 1件削除 はい

登録した単語を選択して削除する

単語登録一覧画面で （メニュー） 削除 選択

削除 単語を選択 （ 表示） （削

除） はい

・単語を選択中に （メニュー） 全選択 ／ 全解除 と操

作すると、すべての単語を選択（ ）／解除（ ）できま
す。

電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。
メールアドレスだけではなく、誕生日などを登録することもできま
す。
また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。

電話帳利用時のご注意

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、故障、修理、機種変更などの
際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性がありま
す。
大切な連絡先などは、定期的にバックアップ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。

新しい連絡先を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス（いずれかの入力は必
須）、グループを登録する方法を例に説明します。

（長押し）

電話帳編集画面が表示されます。

姓 ／ 名 姓／名を入力

よみがなが自動的に入力されます。
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電話欄の 電話番号 電話番号を入力

メール欄の メールアドレス メールアドレスを入力

グループ欄の グループ名 グループを選択 （

表示） （登録）

・グループの作成方法について詳しくは、「電話帳のグループを設
定する」を参照してください。

（登録）

連絡先が登録されます。

連絡先登録時の操作

写真を登録する

電話帳編集画面で データフォルダ ／ フォト撮影

画面に従って操作

・ 設定なし を選択すると、写真は登録されません。

電話／メール／住所／ウェブサイトの種別を変更す
る

電話帳編集画面で電話／メール／住所／ウェブサイト欄の 携

帯 ／ 自宅 を選択 登録する種別を選択

住所を登録する

電話帳編集画面で住所欄の 郵便番号 ／ 国 ／ 都道府県

／ 市町村 ／ 番地 内容を入力

誕生日を登録する

電話帳編集画面で誕生日欄の 日付 誕生日を入力

（確定）

会社／役職を登録する

電話帳編集画面で会社／役職欄の 会社 ／ 役職 内容を

入力

ウェブサイトを登録する

電話帳編集画面でウェブサイト欄の URL URLを入力

メモを登録する

電話帳編集画面でメモ欄の メモ 内容を入力

音声着信／メール着信時の着信音を設定する

電話帳編集画面で 着信設定 着信音 端末設定に従

う ／ プリセット ／ データフォルダ 画面に従って操

作

・ 端末設定に従う を選択したときは、共通設定に従って動作し

ます。
・ プリセット から着信音を設定しているときは、着信音を選

択 （確認）と操作すると、着信音を確認できます。
・ OFF に設定すると、着信音は動作しません。

音声着信／メール着信時のバイブレータのパターン
を設定する

電話帳編集画面で 着信設定 バイブパターン パター

ンを選択

・ 端末設定に従う を選択したときは、共通設定に従って動作し

ます。
・ OFF に設定すると、バイブレータは動作しません。
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音声着信／メール着信時に点滅させる着信LEDの色
を設定する

電話帳編集画面で 着信設定 着信LED カラーを選

択

・ 端末設定に従う を選択したときは共通設定に従って動作しま

す。
・ OFF に設定すると、着信LEDは点灯しません。

連絡先を通常時に表示しないように設定する（シー
クレット設定）

電話帳編集画面で シークレット設定 （ 表示）

・ シークレット設定 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

電話帳のグループを設定する

電話機能 電話帳グループ設定

電話帳グループ設定画面が表示されます。

（メニュー） グループ追加

グループ編集画面が表示されます。

・作成済みのグループを選択 （メニュー） グループ編

集 と操作すると、グループを編集できます。

グループ名 ／ メンバー登録 ／ 着信設定 各項目を設

定 （登録）

グループが設定されます。

電話帳のグループ設定時の操作

電話帳のグループ名を変更する

グループ編集画面で グループ名 グループ名を入

力
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グループに連絡先を追加する

グループ編集画面で メンバー登録 登録する連絡先を選

択 （ 表示） （確定）

・登録する連絡先を選択 を押すたびに、選択（ ）／

解除（ ）が切り替わります。
・連絡先を選択中に （メニュー） 詳細表示 と操作する

と、連絡先の詳細が表示されます。
・メンバー登録画面で （メニュー） 全選択 ／ 全解除

と操作すると、連絡先の全選択／全解除ができます。

電話帳のグループ別に着信音を設定する

グループ編集画面で 着信設定 着信音 プリセッ

ト ／ データフォルダ 画面に従って操作

・ 端末設定に従う を選択したときは、共通設定に従って動作し

ます。
・ プリセット から着信音を設定しているときは、着信音を選

択 （確認）と操作すると、着信音を確認できます。
・ OFF に設定すると、着信音は動作しません。

電話帳のグループ別にバイブレータのパターンを設
定する

グループ編集画面で 着信設定 バイブパターン パ

ターンを選択

・ 端末設定に従う を選択したときは、共通設定に従って動作し

ます。
・ OFF に設定すると、バイブレータは動作しません。

電話帳のグループ別に音声着信／メール着信時の着
信LEDの色を設定する

グループ編集画面で 着信設定 着信LED カラーを選

択

・ 端末設定に従う を選択したときは、共通設定に従って動作し

ます。
・ OFF に設定すると、着信LEDは点灯しません。

グループ設定画面のグループの表示順を並び替える

グループ設定画面でグループを選択 （メニュー）

並び替え 移動先を選択

・グループ設定画面のグループを並び替えても、その内容は、電
話帳の並び順には反映されません。

電話帳のグループを選択して削除する

グループ設定画面で削除するグループを選択 （メ

ニュー） グループ削除 はい

連絡先を確認する

電話帳画面が表示されます。

でタブを切り替え 連絡先を選択

電話帳詳細画面が表示されます。

・電話帳画面で ～ 、 、 を押すと、電話帳の
絞り込み検索ができます。

電話帳確認時の操作

メインの電話番号／メールアドレスを設定する

電話帳詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択

通常使用

・設定を解除するには、設定済みの電話番号／メールアドレスを

選択 通常使用を解除 と操作します。

電話帳の電話番号から電話を発信する

電話帳詳細画面で電話番号を選択

電話帳の電話番号からSMSを作成する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 SMS作成

電話帳のメールアドレスからメールを作成する

電話帳詳細画面でメールアドレスを選択 メール作

成 メール ／ PCメール 画面に従って操作

電話帳の電話番号／メールアドレスをコピーする

電話帳詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択

コピー
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連絡先を修正する

電話帳画面／電話帳詳細画面で （メニュー） 編集

項目を選択し修正 （登録） 上書き登録 ／

新規登録

連絡先をメール添付／赤外線／Bluetooth®通信で送
信する

電話帳画面で （メニュー） 送信 メール添付

／ 赤外線送信 ／ Bluetooth送信 画面に従って操作

・電話帳詳細画面で （メニュー） メール添付 ／ 赤外

線送信 ／ Bluetooth送信 を押したあと、画面に従っ

て操作しても、連絡先を送信できます。

連絡先を1件削除する

電話帳画面で削除する連絡先を選択 （メニュー）

削除 1件削除 はい

・電話帳詳細画面で （メニュー） 1件削除 はい

と操作しても、連絡先を削除できます。

連絡先を選択して削除する

電話帳画面で （メニュー） 削除 選択削除

連絡先を選択 （ 表示） （削除）

はい

・連絡先を選択中に （メニュー） 全選択 ／ 全解除 と

操作すると、すべての連絡先を選択（ ）／解除（ ）で
きます。

・連絡先を選択中に （メニュー） 詳細表示 と操作する

と、連絡先の詳細を表示できます。

電話帳のシークレット設定を一時的に解除する

電話帳画面で （メニュー） 表示設定 シーク

レット一時表示 表示する 画面に従って操作

・電話帳画面で （メニュー） 表示設定 シークレッ

ト一時表示 表示しない と操作すると、シークレットが

表示されなくなります。

電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で （メニュー） 登録件数確認

電話帳画面に連絡先に登録した画像を表示するかど
うかを設定する

電話帳画面で （メニュー） 表示設定 画像表

示 表示する ／ 表示しない

電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で （メニュー） 表示設定 表示方

法 名前順 ／ グループ順

すぐリンクを利用する

すぐリンクに登録しておくと、よく使う連絡先にすばやく電話や
メールをすることができます。

すぐリンクを登録する

すぐリンク画面が表示されます。

で登録先（「1」／「2」／「3」）を選択 （登録）

電話帳画面が表示されます。

・ ／ ／ を押しても登録先を切り替えることができ
ます。

すぐリンクに登録する連絡先を選択

登録が完了します。

・電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録す
る電話番号／メールアドレスを選択してください。

すぐリンクの登録について

シークレット設定された連絡先は登録できません。登録済みの連
絡先がシークレット設定されたときは、登録が解除されます。
・電話番号／メールアドレスは、それぞれ1件登録できます。
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すぐリンクを利用する

すぐリンク画面が表示されます。

で連絡先（「1」／「2」／「3」）を選択

連絡先が切り替わります。

・ ／ ／ を押しても連絡先を切り替えることができ
ます。

電話をかける ／ Eメールを送る ／ SMSを送る

各機能を利用できます。

・以降は画面に従って操作してください。
・連絡先を選択しているときに を押しても、発信することが

できます。

すぐリンク利用時の操作

すぐリンクの連絡先を変更する

すぐリンク画面で連絡先を選択 すぐリンクを変更 電

話帳で連絡先を選択

・電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録

する電話番号／メールアドレスを選択 と操作してくだ
さい。

すぐリンクの登録を解除する

すぐリンク画面で連絡先を選択 すぐリンクを解除 は

い
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社内共通の電話帳を本機に同期する
（共有電話帳）

社内共通の電話帳データを端末に同期できます。
管理者が社内共通で使用したい電話帳リストを作成・編集し、共有
サーバーにアップロードします。
共有サーバーと同期をすることで端末に反映できます。
法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契
約が必要です。詳しくは、ワイモバイルホームページを参照してく
ださい。

サーバーから電話帳を読み込む

サービス 法人サービス 共有電話帳

共有電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電話帳反映

電話帳が同期されます。

・ アプリ情報 を押すと、ソフトウェアバージョンや利用規

約などが確認できます。

共有電話帳サービス利用時のご注意

電話帳の同期には時間がかかることがあります。
画面が切り替わったり電源がOFFになると、データの同期は中断
されます。同期中は他の操作は行わないでください。
電話帳データは定期的にバックアップをとることをおすすめし
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。

履歴を表示する

サービス 法人サービス 共有電話帳

共有電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

履歴表示

同期の履歴が表示されます。
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