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11   ｢メインメニュー」→「ツール」→「アラー

    ム」の順に選択します。

22  カーソルを設定したいアラームに移動します。

           ／        を押すと、前の画面／次の画面に移

     動します。

33      （ON/OFF）を押します。

11   ｢メインメニュー」→「ツール」→「アラー

    ム」の順に選択します。

アラーム設定は10件まで登録できます。

以下の機能設定ができます。
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    項目

アラーム名

アラーム時

刻

アラーム音

アラーム音

量

バイブ設定

鳴動時間

繰り返し

スヌーズ

説明

アラーム名の設定をします。

アラーム時刻の設定（24時間制）をしま

す。

アラーム音の設定をします。

アラーム音量の設定をします。

アラームのバイブレータ形式の設定または

アラームのバイブレータの解除を設定しま

す。

アラームの鳴動時間を設定します。継続時

間は10秒～99秒です。

アラームの周期を設定します。「1回のみ」

／「毎日」／「月～金」／「土、日」の中

から選択できます。

アラームを停止した後、指定した時間おき

に2回アラームを鳴らします。スヌーズ設定

をすると、合計3回（アラーム1回・スヌ

   項目

スヌーズ

説明

ーズ2回）アラームが鳴ります。

｢OFF」／「2分」／「5分」／「10分」／「20

分」の中から選択できます。

ツール

アラームをON／OFFするアラームをON／OFFする

アラーム設定アラーム設定
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22  設定するアラームを選択し、  （選択）を押

    します。

33  設定する項目を選択し、  （選択）を押しま

    す。

44  指定する時間を入力または内容を選択し、 

  （OK）または    （選択）を押します。

55  設定が完了したら、  （登録）を押します。

バイブレータが動作し、アラーム画面が表示されます。

｢スヌーズ」を「オフ」に設定した場合：

       （停止）／       ／       ／       ~       を押

    すと、アラーム音／バイブレータが動作しな

    くなります。

｢スヌーズ」を「オン」に設定した場合：

    指定した時間おきにアラーム音／バイブレー

    タが動作します。（合計3回アラームが動作

    します）

       （スヌーズ）を押すとアラーム音／バイブ

    レータが一時停止します。アラーム画面の表

    示がされなくなります。

       （停止）／       ／        ／        ~       を

    押すと、現在動作しているアラーム音／バイ

    ブレータが停止します。  （停止）／        ／

            を押す場合、“スヌーズを停止します

    か？”とディスプレイに表示されます。「は

    い」を選択すると、スヌーズ機能が動作しな

    くなり、「いいえ」を選択すると指定した時

    間おきにアラームが動作します。

ツール

アラーム時刻になるとアラーム時刻になると
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    選択した日付が四角で囲まれ表示されます。

    画面の下側に休日とスケジュールが表示され

    ます。

         ／     ／     ／     を押すと、日付を選択

    することができます。

           ／       を押すと先月／来月のカレンダ

    ー画面が表示されます。

カレンダーの中には、100件までスケジュールの登録が

できます。

1ヶ月単位、2ヶ月単位、週単位でカレンダーを表示する

ことができます。スケジュールが登録されている日付に

は、下線が表示されます。

■画面表示を切り替える

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22     （メニュー）を押し、「表示切替」を選択

    します。

カレンダーカレンダー

カレンダー画面表示についてカレンダー画面表示について

■1ヶ月表示
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■2ヶ月表示

    選択した日付が四角で囲まれ表示されます。

         ／     ／     ／     を押すと、日付を選択

    することができます。

           ／       を押すと、2ヶ月前／2ヶ月後の

    カレンダー画面が表示されます。

■週表示

 

    選択した日付が四角で囲まれ表示されます。

    画面の下側には休日とスケジュールが表示さ

    れます。

         ／     を押すと、日付を選択することがで

    きます。

           ／        を押すと、先週／来週のカレン

    ダー画面が表示されます。
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■ デフォルト画面を設定する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22       （メニュー）を押し、「カレンダー設定」

    →「初期表示」の順に選択します。

33   ｢1ヶ月表示」／「2ヶ月表示」／「週間表示」

    の中から、設定したい表示を選択し、  （選

    択）を押します。

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に選

    択します。

22     （新規）を押します。

33  設定する項目を選択し、  （選択）を押しま

    す。

    設定できる内容は以下のとおりです。

44  入力または内容を選択し、  （OK）または      

  （選択）を押します。

55  設定が完了した後、  （登録）を押します。

      項目

用件

場所

内容

開始日時

終了日時

カテゴリ

アラーム音

アラーム音量

バイブ設定

鳴動時間

繰り返し

アラーム

シークレット

説明

スケジュールのタイトルを登録します。

場所を登録します。

スケジュールの内容を登録します。

開始日時を登録します。

終了日時を登録します。

設定したいカテゴリを選択します。

アラーム音の種類を設定します。

アラームの音量を設定します。

バイブ設定のOFF、またはバイブの種類

の設定をします。

鳴動時間を設定します。10秒~99秒から

選択できます。

アラームの周期を設定します。「1回の

み」／「毎日」／「毎週」／「毎月」／

｢毎年」から選択できます。

アラームのON／OFFを設定します。

スケジュールの表示／非表示を設定でき

ます。

新規スケジュールを登録する新規スケジュールを登録する
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｢アラーム」設定を「ON」／「バイブ」の種類を選択し

た場合、スケジュール開始時刻になると、アラーム音／

バイブレータが動作し、画面にはスケジュールのタイト

ルが表示されます。

       （詳細）を押すとアラーム音／バイブレー

    タが停止し、スケジュールの詳細を見ること

    ができます。

 

           ／       ／       ~       を押すと、アラー

    ム音／バイブレータが停止します。

           を押すとアラーム音／バイブレータが

    停止し、待ち受け画面が表示されます。

■ 当日のスケジュールを表示する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22      （メニュー）を押し、「今日」を選択する

    と、当日の日付が四角で囲まれ表示されます。

■ 入力した日付のスケジュールを表示する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に選

    択します。

22      （メニュー）を押し、「ジャンプ」を選択

    します。

33  表示したい日付を入力します。（範囲は

    2000/01/01～2030/12/31です）   （OK）

    を押すと、入力した日付が四角で囲まれ表示

    されます。

スケジュールアラーム設定時刻になるとスケジュールアラーム設定時刻になると 日付を入力し、スケジュールを検索する日付を入力し、スケジュールを検索する
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11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22  編集したいスケジュールの日付を選択し、  

  （選択）を押します。

33  編集したいスケジュールを選択し、   （メニ

    ュー）を押し、「編集」を選択します。

    もしくは編集したいスケジュールを選択後、   （選

     択）を押し、  （編集）を押します。

44  設定したい項目または編集したい項目を選択

    します。

55  編集が終了したら、  （登録）を押します。

スケジュールを編集するスケジュールを編集する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に選

    択します。

22  表示したい日付を選択し、  （選択）を押し

    ます。

    もし予定がなければ、画面のスケジュール予定欄には

     何も表示されません。

          ／      を押すと、前日／翌日のスケジュールを見

    ることができます。

33  表示したいスケジュールを選択し、  （選択）

    を押します。

     画面にスケジュールの詳細内容が表示されます。

指定したスケジュールを表示する指定したスケジュールを表示する
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22       で日付を選択し、  （選択）を押します。

33    スケジュールを選択し、  （メニュー）を押

    し、「削除」→「選択削除」の順に選択しま

    す。

44          で削除したいスケジュールを選択し、   

  （選択）を押します。選択を取り消す場合、も

    う一度    （選択）を押します。

55          （削除）を押します。

66  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

全件削除する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22            で日付を選択し、  （選択）を押します。

■当日のスケジュールを削除する

1件削除する

11   ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22       で日付を選択し、  （選択）を押します。

33  削除したいスケジュールを選択し、   （メニ

    ュー）を押し、｢削除」→「1件削除」の順に

    選択します。

    もしくは、削除したいスケジュールを選択し、   （選

     択）を押します。   （メニュー）を押し、「削除」を

     選択します。

44   削除の確認画面で、｢はい」を選択します。

複数選択して削除する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

スケジュールを削除するスケジュールを削除する
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ツール

33    削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■選択した日付より過去のスケジュールを全て削除する

11   ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22  日付を選択し、   （メニュー）を押し、「削

    除」→「過去全件削除」の順に選択します。

    もしくは、カレンダー画面で、日付を選択し、   （選

     択）を押します。スケジュールを選択し、   （メニュ

     ー）を押し、「削除」→ ｢過去全件削除」の順に選択

     します。選択された日付より過去のスケジュールが

     全て削除されます。

33  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

33    スケジュールを選択し、  （メニュー）を押

    し、「削除」→「全件削除」の順に選択しま

    す。

44    削除の確認画面で、「はい」を選択します。

55    端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

■当月のスケジュールを削除する

11    ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22    スケジュールがある当月の任意の日付を選択

    し、   （メニュー）を押し、「削除」→「当

    月分削除」の順に選択します。

      もしくは、カレンダー画面で、スケジュールがある当

     月の任意の日付を選択し、  （選択）を押します。ス

     ケジュールを選択し、   （メニュー）を押し、「削

     除」→「当月分削除」の順に選択します。
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■曜日の色を設定する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22  カレンダー画面で    （メニュー）を押し、

  「カレンダー設定」→「文字色設定」→「週単

    位」の順に選択します。  

33  色をつけたい曜日を選択し、  （選択）を押

    します。

44  設定したい色を選択し、  （選択）を押しま

    す。

日付、または曜日の色を9種類の色から選択し、設定する

ことができます。

■日付の色設定

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22  日付を選択します。

33     （メニュー）を押し、「カレンダー設定」

    →「文字色設定」→「日単位」の順に選択し

    ます。

44  設定したい色を選択し、  （選択）を押しま

    す。

文字色設定をする文字色設定をする
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カレンダーには、休日と祝日を設定することができます。

■休日

休日を編集する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22      （メニュー）を押し、「カレンダー設定」

    →「休日設定」→「休日」の順に選択します。

33  編集したい休日を選択し、  （編集）を押し

    ます。

44  編集する項目を選択し、  （選択）を押しま

    す。 

55  内容を入力または選択し、 （OK）または     

  （選択）を押します。

66  編集が完了したら   （登録）を押します。

休日を設定する

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22      （メニュー）を押し、｢カレンダー設定」

  「休日設定」→「休日」の順に選択します。

33  設定したい休日を選択します。

       （選択）を押すと、解除または選択の選択ができ

    ます。

■祝日

11  ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22      （メニュー）を押し、｢カレンダー設定」

   「休日設定」→「祝日」の順に選択します。

休日を設定する休日を設定する

→

→
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33  設定したい祝日を選択します。

        （選択）を押すと、解除または選択の選択ができ

     ます。

        （メニュー）を押し、「全件選択」を選択もしく

     は「全件解除」を選択すると、全件選択あるいは全

     件解除することができます。

11   ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22   休日を設定した日付を選択し、 （メニュー）

    を押し、「今日の休日一覧」を選択します。

11   ｢メインメニュー」→「カレンダー」の順に

    選択します。

22      （メニュー）を押し、「メモリ容量確認」

    を選択します。

メモリ容量を確認するメモリ容量を確認する

今日の休日一覧を表示する今日の休日一覧を表示する
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キーパット 説明

数字0～9

MS（電卓のスクリーンに表示されている数

字を保存します）

待ち受け画面に戻ります。

1回クリアボタンを押すと、以前計算した

値がクリアされ、最初の計算画面が表示さ

れます。

2回この操作をすると、入力した数字、ま

たは記号が削除されます。

MR（記憶されている数字が電卓のスクリ

ーンに表示されます）

キーパット 説明

MC（記憶されていた数値をクリアします）

メニュー：√x（平方根）、%（パーセント）、

1/x（逆数）

電卓画面を終了します。

M+（数値と電卓に記憶された数値が足し算

されます）

＋（足し算）／－（引き算）／×（掛け算）

／÷（割り算）

小数点を入力します。

＋／－記号を切り替えます。

＝（計算の実行）

12桁の計算ができます。

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「電卓」

    の順に選択します。

22  計算します。

電卓のキーパット操作は以下のとおりです。

電卓電卓

世界の主要都市や時刻を表示できます。

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「世界時

    計」の順に選択します。

世界時計＜ワールドタイム＞世界時計＜ワールドタイム＞
~

／

／

現地の都市を設定する現地の都市を設定する
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22  1行目の地方都市を選択し、  （選択）を押

    します。

     現在地が世界地図上に赤い線で表示されます。

33        ／     ／     ／     を押すまたは    （都市）

    を押し、都市を変更します。

44      （OK／選択）を押します。

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「世界時

    計」の順に選択します。

22  5行目の世界都市を選択し、  （選択）を押

    します。

    現在地が世界地図上に赤い線で表示されます。

33        ／     ／     ／     を押すまたは    （都市）

    を押し、都市を変更します。

44     （OK／選択）を押します。

サマータイム機能を設定すると、現地の都市または世界

都市の時間が自動的に1時間進みます。

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「世界時

    計」の順に選択します。

22  現地都市または世界都市の[サマータイム]項

    目を選択し、  （ON/OFF）を押します。世界都市を設定する世界都市を設定する

サマータイム機能をON／OFFするサマータイム機能をON／OFFする
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電卓電卓
33  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■複数選択して削除する

11     （削除）を押し、「選択削除」を選択しま

    す。

22  削除したい伝言を選択し、  （削除）を押しま

    す。

33  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■全件削除する

11     （削除）を押し、｢全件削除」を選択します。

22  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

33  端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。

｢メインメニュー」→「ツール」→「簡易留守録」の順に選

択します。

伝言の一覧画面が表示されます。

■1件削除する

11  削除したい伝言を選択します。

22     （削除）を押し、「1件削除」を選択します。

伝言を削除する伝言を削除する

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「簡易留

    守録」の順に選択します。

22  再生したい伝言を選択し、  （再生）を押し

    ます。

簡易留守録簡易留守録

伝言を再生する伝言を再生する

通話中の録音及び伝言を再生、管理します。
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長さ／面積／容積／重さの単位を換算することができま

す。

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「単位換

    算」の順に選択します。

22  変換項目を選択し、  （選択）を押します。

33  ｢換算前の単位」にカーソルを移動し、  （選

    択）を押します。    で変換前の単位を選択

    し、  （選択）を押します。

44  ｢数値入力欄」にカーソルを移動し、単位換

    算する数値を入力します。最大12文字まで

    数字を入力し計算できます。      を押すと、

    小数点が入力できます。     を押すと、カー

    ソルの左側の数字が削除されます。

55  ｢換算後の単位」にカーソルを移動し、  （選

    択）を押します。    で変換後の単位を選択

    し、  （選択）を押します。

66  ｢換算結果」欄に換算結果が表示されます。

単位換算ツールを使用する単位換算ツールを使用する



11 -18

1111

ツール

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「ストッ

    プウォッチ」→「スプリットタイム」の順に

    選択します。

22      （スタート）を押すと、計測を開始します。

     計測時、   （スプリット）を押すと、計測時間が記

     録されます。

33     （ストップ）を押すと、計測が停止します。

     ストップウォッチを停止した後、   （リスタート）を

     押すと続けて計測し、   （リセット）を押すと、計

     測数値がクリアされます。

11  ｢メインメニュー」→「ツール」→「ストッ

    プウォッチ」→「ラップタイム」の順に選択

    します。

22      （スタート）を押すと、計測を開始します。

        （ラップ）を押すと、経過時間を記録します。

33      （ストップ）を押すと、計測が停止します。

    ストップウォッチを停止した後、  （リスタート）を

     押すと続けて計測し、   （リセット）を押すと計測し

     た数値がクリアされます。

ラップタイムラップタイム

所要時間を1／100秒単位で計測できます。計測中の経

過時間を20件まで記録し、表示できます。

本機のストップウォッチ機能は、下記の2種類がありま

す。ストップウォッチ使用中、メールの受信などが優先

されます。

11  スプリットタイム

22  ラップタイム

ストップウォッチストップウォッチ

スプリットタイムスプリットタイム
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