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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 文字サイズ・フォン

ト

文字サイズ・フォント設定画面が表示されます。

文字サイズ（全般） ／ 文字サイズ（LINE） ／ 文字サイズ

（メール）

文字サイズを選択

文字サイズが変更されます。

表示フォントを変更する

設定 壁紙・ディスプレイ 文字サイズ・フォン

ト

文字サイズ・フォント設定画面が表示されます。

文字フォント切替

フォントを選択 はい

表示フォントが変更されます。
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待受画面の画像を変更する

壁紙を設定する

設定 壁紙・ディスプレイ 待受画面・壁紙

待受画面・壁紙設定画面が表示されます。

壁紙

データフォルダ ／ プリセット ／ ライブ壁紙

画像／ライブ壁紙を選択

設定が完了します。

・データによっては、設定できないことがあります。
・ データフォルダ を選択したときは、画像の選択後に表示範囲の

調整が必要です。 を押して選択範囲を移動できます。 （範

囲縮小）／ （範囲拡大）を押すと範囲の大きさを変更できま
す。

待受画面・壁紙設定時の操作

壁紙に表示する時計の種類を設定する

待受画面・壁紙設定画面で 時計表示 時計の種類

時計（小） ／ 時計（大） ／ 世界時計 ／ 表示しない

壁紙に表示する世界時計のタイムゾーンを設定する

待受画面・壁紙設定画面で 時計表示 タイムゾーンの選

択 国／地域／都市名などを選択

・ 時計の種類 で 世界時計 を設定しているときにタイムゾーン

の時刻が表示されます。

壁紙に表示するカレンダーの種類を設定する

待受画面・壁紙設定画面で カレンダー表示 カレンダー

の種類 1カ月表示 ／ 2カ月表示 ／ 表示しない

壁紙に表示するカレンダーの週の開始日を設定する

待受画面・壁紙設定画面で カレンダー表示 週の開始

日 日曜 ／ 月曜
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着信時の動作を変更する

機能ごとに着信音やバイブレータ、ランプ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・お知らせ音

電話着信

電話着信設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

電話着信設定時の操作

電話の着信音を設定する

電話着信設定画面で 着信音 着信音を選択 （決

定）

・着信音を選択して （確認）を押すと、再生されます。再生

を止めるときは、 （停止）を押します。
・着信音の選択時に を押すとプリセットの着信音と本体メモ

リ／SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
・着信音の選択時に （メニュー） ソート と操作すると

並び順を変更できます。

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

電話着信設定画面で マナー解除時 バイブする ／ バ

イブしない

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

電話着信設定画面で バイブパターン パターンを選択

（決定）

・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。

電話着信時に点灯させるお知らせランプの光りかた
や色を設定する

電話着信設定画面で 点滅パターン ／ 点滅カラー 項目

を選択 （決定）

・項目を選択 （確認）を押すと、お知らせランプが点滅
します。
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メール着信時の設定をする

設定 サウンド・通知 着信音・お知らせ音

メール

音・バイブ・ランプ設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

メール着信設定時の操作

メールの着信音を設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で メロディ メロディを選

択 着信音を選択 （決定）

・ メロディ を OFF に設定したときは、着信音が鳴りません。

・着信音を選択して （確認）を押すと、再生されます。再生

を止めるときは、 （停止）を押します。
・着信音の選択時に を押すとプリセットの着信音と本体メモ

リ／SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
・着信音の選択時に （メニュー） ソート と操作すると

並び順を変更できます。

メール受信時に動作させるバイブレータのパターン
を設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で バイブレータ パターンを

選択 （決定）

・パターンを選択 （確認）と操作すると、バイブレータ
が動作します。

メール受信時に点灯させるお知らせランプの色を設
定する

音・バイブ・ランプ設定画面で 着信ランプ 点滅パター

ン ／ 点滅カラー パターン／カラーを選択

（決定）

・項目を選択 （確認）と操作すると、お知らせランプが
点滅します。

メール受信時の着信音を一曲すべて鳴動するように
設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で 鳴動時間 一曲鳴動

メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で 鳴動時間 時間設定

時間を選択 （確定）
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通知（お知らせ）が届いたときの設定をす
る

設定 サウンド・通知 着信音・お知らせ音

お知らせ

お知らせ設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

お知らせ設定時の操作

通知が届いたときの着信音を設定する

お知らせ設定画面で お知らせ音 着信音を選択

（決定）

・着信音を選択して （確認）を押すと、再生されます。再生

を止めるときは、 （停止）を押します。
・着信音の選択時に を押すとプリセットの着信音と本体メモ

リ／SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
・着信音の選択時に （メニュー） ソート と操作すると

並び順を変更できます。

通知が届いたときにお知らせランプを点灯させるか
どうかを設定する

お知らせ設定画面で 点滅させて通知

・ 点滅させて通知 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

通知が届いたときに着信音を一曲すべて鳴動するよ
うに設定する

お知らせ設定画面で 鳴動時間 一曲鳴動

通知が届いたときの着信音の鳴動時間を設定する

お知らせ設定画面で 鳴動時間 時間設定 時間を選

択 （確定）
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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（S-Shoin）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。

・文字入力中に 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、

を押します。

文字入力／変換時の操作

区点コードで入力する

文字入力画面で 区点

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

／

・数字入力モード以外でスペースを入れることができます。

入力中の文章に電話帳の情報を挿入する

文字入力画面で （メニュー） 引用・連携 電話

帳 引用項目を選択

漢字（ひらがな）入力モードのまま、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 （カナ英数）

・変換候補にカタカナや英数字が表示されます。

変換候補を検索する

文字入力画面でひらがなを入力 変換候補を選択

検索

変換候補を引用する

文字入力画面でひらがなを入力 変換候補を選択

引用・連携 項目を選択

学習した変換候補を削除する

文字入力画面でひらがなを入力 削除する変換候補

を選択 学習クリア

ワイルドカード入力を利用する

文字入力画面でひらがなを入力 変換候補

選択

・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。
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文字種（文字入力モード）を変更する

設定できる文字種は以下の通りです。

マーク 説明

漢字（ひらがな）入力

半角英字入力（大文字／小文字）

半角数字入力

半角カタカナ入力

全角英字入力

全角数字入力

全角カタカナ入力

区点コード入力

文字入力画面で （文字種）

利用できる文字種（文字入力モード）が表示されます。

文字種（文字入力モード）を選択

文字種（文字入力モード）が変更されます。

・使用している文字種（文字入力モード）のマークがステータス
バーに表示されます。

区点コード入力について

区点コードの一覧は、下記URLよりダウンロードできる「区点
コード一覧」（PDF）を参照してください。
http://www.ymobile.jp/r/help/charactercode/

ひらがなを入力する

漢字（ひらがな）入力モードで、「すずき」と入力する方法を例に
説明します。

文字入力画面で （3回：す） （3回：

す） （1回：ず） （2回：き）

「すずき」が入力されます。

http://www.ymobile.jp/r/help/charactercode/
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漢字を入力する

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

文字入力画面で、「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。

鈴木

「鈴木」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（つながり予測）。

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。

漢字変換時の操作

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

（変換）

インターネット上の変換辞書を利用する

文字入力画面でひらがなを入力 ネット変換

・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。

・ ネット変換 が表示されないときは、利用できません。

カタカナを入力する

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

文字入力画面で アイウ

（2回：シ） （1回：ジ） （2回：

ユ） （1回：ュ） （3回：ン）

「ジュン」が入力されます。
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絵文字／記号／顔文字を入力する

絵文字／記号／顔文字を入力します。

・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。
・「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・記・顔）

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

（→記号／→顔文字／→絵文字） ／ を押してカテ
ゴリを切り替え

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／顔文字を選択

絵文字や記号、顔文字が入力されます。

・文字種（文字入力モード）にかかわらず、絵文字は全角で入力さ
れます。

絵文字／記号／顔文字入力時の操作

絵文字／記号／顔文字入力を終了する

絵文字などの一覧画面で

顔文字入力を編集する

顔文字一覧画面で、編集したい顔文字を選択 （編集）

顔文字を編集 登録
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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

入力補助・変換
予測変換、自動カーソル移動などを設定でき
ます。

辞書

ユーザー辞書、ダウンロード辞書などを設定
できます。
詳しくは、「よく使う単語を登録する（辞
書）」を参照してください。

各種リセット
文字入力設定や学習辞書、顔文字をリセット
します。

バージョン情報 S-Shoinのバージョンを表示します。

文字入力画面で （メニュー） 入力設定

文字入力設定画面が表示されます。

メール返信時学習について

本機には、あらかじめ「メール返信時学習」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。

文字入力設定利用時の操作

予測変換を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 予測変換

・ 予測変換 を押すたびに、選択（ ）／解除（ ）

が切り替わります。

つながり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 入力補助・変換 つながり予測

・ つながり予測 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

ワイルドカード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 入力補助・変換 ワイルドカード予

測

・ ワイルドカード予測 を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

文字入力直後に自動でカーソルを移動するかどうか
を設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 自動カーソル移

動 はやい ／ ふつう ／ おそい ／ OFF

メールの本文入力でよく文頭に使用する言葉を変換
候補に表示するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 メールいきなり予

測

・ メールいきなり予測 を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

ネット変換をするときの変換エンジンを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 ネット変換エンジ

ン 変換エンジンを選択 （ 表示） OK

半角英字入力時に文頭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 入力補助・変換 自動大文字変換

・ 自動大文字変換 を押すたびに、選択（ ）／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
きに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 入力補助・変換 自動スペース入力

・ 自動スペース入力 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

電話帳に登録されている名前を辞書に追加する

文字入力設定画面で 辞書 電話帳名前データと連携

最新データ取り込み はい

電話帳の名前データを辞書から削除する

文字入力設定画面で 辞書 電話帳名前データと連携

初期化 はい

メール返信時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 辞書 メール返信時学習

・ メール返信時学習 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
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文字入力設定をリセットする

文字入力設定画面で 各種リセット 設定リセット

はい

学習辞書の内容をすべて消去する

文字入力設定画面で 各種リセット 学習辞書リセット

はい

顔文字リストの内容をリセットする

文字入力設定画面で 各種リセット 顔文字リセット

はい

S-Shoinのバージョンを確認する

文字入力設定画面で バージョン情報

文字を編集する

文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」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

カーソル右の文字が消えます。

・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。

「明日」を入力

修正が完了します。

文字消去時の操作

直前に確定した文字や消去した文字を元に戻す

文字入力画面で文字を確定／消去後に

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末で （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

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する
方法を例に説明します。

・機能により、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） コピー他（範囲選択）

開始文字の左にカーソルを移動 （開始） 終了文字の

右にカーソルを移動 （実行）

切り取り ／ コピー

・開始文字を指定し直すときは、 （閉じる）を押します。

で貼り付ける位置を選択 （メニュー） 貼り付

け ／ 貼り付け（履歴）

切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

・ 貼り付け（履歴） を選んだときは、貼り付ける文字列を選択し

ます。

よく使う単語を登録する（辞書）

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。

文字入力画面で （メニュー） 入力設定 辞書

ユーザー辞書

ユーザー辞書画面が表示されます。

（メニュー） 新規登録

・ を押して、日本語用／英語用辞書を切り替えられます。

単語と読みを入力 登録

ユーザー辞書に単語が登録されます。

ユーザー辞書利用時の操作

登録した単語を修正する

ユーザー辞書画面で単語を選択 （メニュー） 編

集 単語／読みを修正 登録

・ユーザー辞書画面で単語を選択 を押しても修正できま
す。
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登録した単語を1件削除する

ユーザー辞書画面で単語を選択 （メニュー） 1件

削除 はい

登録した単語をすべて削除する

ユーザー辞書画面で （メニュー） 全件削除 は

い

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。

文字入力画面で （メニュー） 入力設定 辞書

ダウンロード辞書

ダウンロード辞書画面が表示されます。

・ （メニュー） メーカーサイト と操作して、メーカーサイ

トからダウンロード辞書を取得します。以降は、画面に従って操
作してください。

ダウンロード辞書を削除する

ダウンロード辞書画面で （メニュー） 全件削除

はい

・辞書によっては削除できないことがあります。

ダウンロード辞書を利用する

文字入力画面で （メニュー） 入力設定 辞書

ダウンロード辞書

ダウンロード辞書画面が表示されます。

設定する辞書を選択 （ 表示）

選択したダウンロード辞書が有効になります。

ダウンロード辞書の利用をやめる

ダウンロード辞書画面で解除する辞書を選択 （ 表
示）

・ダウンロード辞書画面で （メニュー） 全登録解除

はい と操作しても解除できます。
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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、ニックネームなどを登録す
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。

（新規登録）

連絡先登録画面が表示されます。

・登録先の選択画面が表示されたときは、画面に従って操作しま
す。

姓 ／ 名 姓／名を入力

よみが自動的に入力されます。

電話番号 電話番号を入力

メール メールアドレスを入力

グループ設定 グループを選択 （ 表示）

（確定）

・グループを登録していない時は、グループ追加の確認画面が表示

されます。このあと、 はい を押すと、グループの新規

登録画面が表示されます。グループ名などを入力して （保存）
を押してください。

（保存）

連絡先が登録されます。

連絡先登録の操作

電話番号／メールアドレスなどの種別を登録する

連絡先登録画面で種別（ など）を選択 登録す

る種別を選択
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写真を登録する

連絡先登録画面で 顔写真 登録方法を選択

登録操作

音声着信／メール着信時の着信音を設定する

連絡先登録画面で 着信音設定 音声着信／メール着信

の 着信音 メロディ メロディを選択 （決

定） （保存）

・プリセットの着信音または本体メモリ／SDカード内にある着信
音を選択して設定します。

・ 端末設定に従う を選択したときは、着信音の設定は不要で

す。 サウンド・通知 での設定に従って動作します。

・ OFF を選択したときは、着信音は鳴りません。

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

連絡先登録画面で 着信音設定 音声着信／メール着信の

バイブパターン パターンを選択 （決定）

（保存）

・パターンを選択時に （確認）を押すと、バイブレータが動
作します。

・パターンを選択時に 端末設定に従う を選択したときは、バイ

ブレータの設定は不要です。 サウンド・通知 での設定に従っ

て動作します。 OFF を選択したときは、バイブレータは動作

しません。

音声着信／メール着信時に点滅させるランプのパ
ターン／カラーの設定をする

連絡先登録画面で 着信音設定 音声着信／メール着信の

点滅パターン／カラー パターン／カラー設定 パ

ターンを選択 （決定） カラーを選択 （決

定） （保存）

・パターン／カラーを選択時に （確認）を押すと、お知らせ
ランプが点滅します。

・ 端末設定に従う を選択したときは、パターン／カラーの設定

は不要です。 サウンド・通知 での設定に従って動作します。

誕生日を登録する

連絡先登録画面で誕生日の項目を選択 年月日選択

（確定）

住所を登録する

連絡先登録画面で住所欄の 郵便番号 ／ 国 ／ 都道府県

／ 市区町村 ／ 番地 内容を入力

ニックネームを登録する

連絡先登録画面で ニックネーム ニックネームを入力

GPS情報を登録する

連絡先登録画面で GPS情報なし はい

所属を登録する

連絡先登録画面で所属欄の 会社 ／ 部署 ／ 役職 内

容を入力

ウェブサイトを登録する

連絡先登録画面で ウェブサイト URLを入力

メモを登録する

連絡先登録画面で メモ 内容を入力
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連絡先を確認する

電話帳画面が表示されます。

で索引を切り替え 連絡先を選択

連絡先詳細画面が表示されます。

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

連絡先詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択

メインの電話番号に設定 ／ メインのアドレスに設定

電話帳の電話番号／メールアドレスからメールを作
成する

連絡先詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択

メール作成

プロフィールを表示する

電話帳画面で （メニュー） プロフィール

連絡先を修正する

連絡先詳細画面で （編集） 項目を選択し修正

（保存）

連絡先を赤外線／Bluetooth®通信／メール添付で送
信する

電話帳画面／連絡先詳細画面で （メニュー） 送信

赤外線送信 ／ Bluetooth送信 ／ メール添付 画

面に従って操作

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）

1件削除 はい

・連絡先詳細画面で （メニュー） 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） 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。

電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で （メニュー） 表示方法切替 名前

順 ／ グループ

電話帳のグループを作成する

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

（メニュー） 追加 各項目を設定

（保存）

電話帳のグループ名を変更する

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

グループ選択 グループ編集 グループ名

グループ名入力 （保存）

電話帳のグループのマークを変更する

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

グループを選択 グループ編集 グループ

アイコンを選択 設定するグループアイコンを選択

（保存）

電話帳のグループ別に着信音を設定する

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

グループを選択 グループ編集 音声着信

／メール着信の 着信音 メロディ （保存）

・プリセットの着信音または本体メモリ／SDカード内にある着信
音を選択して設定します。

・ 端末設定に従う を選択したときは、着信音の設定は不要で

す。 サウンド・通知 での設定に従って動作します。

・ OFF を選択したときは、着信音は鳴りません。
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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

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

グループを選択 グループ編集 音声着信

／メール着信の バイブパターン パターンを選択

（決定） （保存）

・パターン選択時に （確認）を押すと、バイブレータが動作
します。

・パターンを選択時に 端末設定に従う を選択したときは、バイ

ブレータの設定は不要です。 サウンド・通知 での設定に従っ

て動作します。 OFF を選択したときは、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／メール着信時のお
しらせランプの点滅パターン／カラーの設定をする

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

グループを選択 グループ編集 音声着

信／メール着信の 点滅パターン／カラー パターン／カ

ラー設定 パターンを選択 （決定） カラーを

選択 （決定） （保存）

・パターン／カラーを選択時に （確認）を押すと、お知らせ
ランプが点滅します。

・ 端末設定に従う を選択したときは、パターン／カラーの設定

は不要です。 サウンド・通知 での設定に従って動作します。

グループに連絡先を追加する

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

グループを選択 メンバー登録 登録する

連絡先を選択 （ 表示） （登録）

はい

・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。

電話帳のグループを並び替える

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

（メニュー） 並べ替え 移動するグループを

選択 で移動 （確定）

電話帳のグループを選択して削除する

電話帳画面で （メニュー） グループ追加・編集

（メニュー） 削除 削除するグループを選択

（確定） はい

・グループ削除画面で （メニュー） 全選択 ／ 全解

除 と操作すると、すべてのグループを選択（ ）／解除

（ ）できます。

連絡先をスピードダイヤルに登録する

電話帳画面で登録する連絡先を選択／連絡先詳細画面を表示

（メニュー） スピードダイヤル登録 番号を

選択

検索方法を変更する

電話帳画面で （メニュー） 設定・管理 検索

設定 絞込み（名前・よみ） ／ 絞込み（すべての項

目） ／ 頭出し（よみ）

連絡先の削除時に操作用暗証番号の入力が必要かど
うかを設定する

電話帳画面で （メニュー） 設定・管理 削除時

暗証番号設定 常に要求する ／ 要求しない 操作用

暗証番号を入力

本体メモリへの電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で （メニュー） 設定・管理 メモリ

登録件数
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電話帳から電話をかける

で索引を切り替え 連絡先を選択

連絡先詳細画面が表示されます。

電話番号を選択

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・電話番号を選択 （発信等） 発信 と操作しても、電話

をかけられます。 編集して発信 を選択すると、電話番号を編集

して発信できます。

通話を終えるときは、

通話が終了します。

電話帳から国際電話をかける

連絡先詳細画面で電話番号を選択 （発信等） 特

番付加発信 国際電話 相手の国を選択

通話終了画面から電話帳に登録する

通話後に登録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。

通話後の登録画面で 電話帳に登録

新規 ／ 追加

・登録済みの連絡先に追加するときは 追加 を選択します。

必要項目を入力 （保存）

連絡先が登録されます。



54

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明し
ます。

（長押し） 宛先入力欄を選択 電話帳引用

電話帳画面が表示されます。

送信する連絡先を選択

メール宛先を選択

宛先が入力されます。

・連絡先に電話番号／メールアドレスのどちらか1件だけ登録されて
いるときは、メール宛先の選択画面は表示されません。
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