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よく使うフレーズ、顔文字、アドレスなどが編集できま

す。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「一般設定」

    →「定型文」の順に選択します。

22  以下の項目を編集できます。

日付と時間の設定をします。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「一般設定」

    →「時計設定」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「一般設定」

    →「ユーザ入力」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。
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       項目

日時設定

日付表示形式

12H/24H設定

自動時刻補正

説明

日付と時間を設定します。自動時刻補

正OFF時のみ有効です。

日付の表示形式を設定します。

時間の表示形式を設定します。

自動時刻補正の「ON」または「OFF」

を設定します。

       項目

ユーザ辞書

学習履歴クリア

予測変換設定

説明

よく使う用語を登録できます。（P.3-8）

予測変換機能で学習した内容をお買い

上げ時の設定に戻します。

文字入力をするときの予測変換機能を

｢ON」または「OFF」するかどうかを

設定します。

設定

時計設定時計設定

文字入力に関する設定をします。

ユーザ入力ユーザ入力

定型文定型文
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11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「画面テーマ」の順に選択しま

    す。

22  設定したい画面テーマを選択し、  （選択）

    を押します。

33  ｢一般」／「顔文字」／「インターネット」の

    画面で、  （メニュー）→「1件リセット」／

    ｢全件リセット」の順に選択すると、1件ま

    たは全件をお買い上げ時の状態にリセットし

    ます。「全件リセット」を選択する場合、端

    末暗証番号（P.1-17）を入力する必要があり

    ます。

設定

画面テーマ画面テーマ

待ち受け画面の表示方法を設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「待ち受け画面」の順に選択し

    ます。

22  以下の項目を設定できます。

待ち受け画面待ち受け画面

不在着信、未読メールなどがあるとき、ランプおよび待

受画面でお知らせするかどうかを設定します。

お知らせお知らせ

        項目

一般

顔文字

インターネット

説明

よく使うフレーズの編集をします。

顔文字の編集をします。

インターネット、メールで良く使う

URLの一部、またはアドレスの編集を

します。

    項目

壁紙

時計

カレンダー

説明

待ち受け画面に表示する壁紙を設定します。

待ち受け画面に表示する時計のタイプの選

択、または「OFF」の設定ができます。

待ち受け画面に表示するカレンダーのタイプ

の選択、または「OFF」の設定ができます。

ディスプレイ設定ディスプレイ設定

画面の全体のデザインを変更します。
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画面の明るさ、バックライトとキーバックライトの設定

をします。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「バックライト」の順に選択し

    ます。

22  以下の項目を設定できます。

無操作の状態で、設定した時間が経過したときに、ディ

スプレイの表示を消して、電池の消耗を抑えます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「省電力」の順に選択します。

22  設定したい時間を選択し、  （選択）を押し

    ます。

      項目

お知らせラ

ンプ

お知らせ画面

表示

説明

｢ON」に設定されている場合、不在着信、

未読メールなどがあるとき、お知らせラ

ンプでお知らせします。

｢ON」に設定されている場合、不在着信、

未読メールなどがあるとき、待ち受け画

面にお知らせが表示されます。       項目

明るさ

バックライト

照明時間

キーバックラ

イト

説明

ディスプレイの明るさを設定します。

ディスプレイの照明が暗くなるまでの時

間を設定します。

キーバックライトの「ON」または「OFF」

を設定します。

省電力省電力

バックライトバックライト

画面に表示する言語を選択します。

日本語に設定されている場合:

 Language＜言語選択＞ Language＜言語選択＞

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「お知らせ」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。
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11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプレ

    イ設定」→「Language」の順に選択します。

22  設定したい言語を選択し、  （選択）を押し

    ます。

When the display language is English:

11   Select 「Main Menu」→「Settings」→

     ｢Display Settings」→「言語選択」.

22  Select the desired language and press  

  （Select）.

22  以下の項目を設定できます。

文字サイズ文字サイズ

     項目

日本語

English

説明

言語表示を日本語に設定します。

言語表示を英語に設定します。

     項目

一括

メール

アドレス帳

文字入力

ブラウザ

説明

メール、アドレス帳、文字入力、ブラウザ

画面表示時の文字サイズを設定します。

（OFF／大／中／小）

メール画面表示時の文字サイズを設定しま

す。（大／中／小）

アドレス帳画面表示時の文字サイズを設定

します。（大／中／小）

文字入力画面表示時の文字サイズを設定し

ます。（大／中／小）

ブラウザ画面表示時の文字サイズを設定し

ます。（大／中／小）

   一括が大／中／小に設定されている場合は、メール／

   アドレス帳／文字入力／ブラウザ画面表示時の文字サ

   イズを設定することができません。

■  お知らせ

画面に表示する文字のサイズを設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプレ

    イ設定」→「文字サイズ」の順に選択します。
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設定

■お知らせランプ

電話の着信時、留守番電話のお知らせ／SMS／メール受

信時、お知らせランプを点滅させてお知らせするかどう

かを設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「画面・お知らせランプ」→

    ｢お知らせランプ」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

■画面設定

電話の発着信、SMS／メールの送信時、電源ON／OFF時

に表示する画像を設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「画面・お知らせランプ」→

    ｢画面設定」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

     項目

音声着信

音声発信

SMS送信

メール送信

電源ON

電源OFF

説明

電話の着信時に表示する画像を設定しま

す。

電話の発信時に表示する画像を設定しま

す。

SMS送信時に表示する画像を設定します。

メール送信時に表示する画像を設定しま

す。

電源をONにしたときに表示する画像を設

定します。

電源をOFFにしたときに表示する画像を設

定します。

    項目

音声着信

留守番電話

SMS受信

メール受信

説明

電話の着信時、お知らせランプを点滅させ

てお知らせするかどうかを設定します。

留守番電話のお知らせを受けたときに、お

知らせランプの点滅をさせてお知らせする

かどうかを設定します。

SMS受信時に、お知らせランプの点滅をさ

せてお知らせするかどうかを設定します。

メール受信時に、お知らせランプの点滅を

させてお知らせするかどうかを設定します。

画面・お知らせランプ設定画面・お知らせランプ設定
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待ち受け画面に利用中の通信事業者名の表示をするかど

うかを設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプ

    レイ設定」→「事業者名表示」の順に選択し

    ます。

22  ｢ON」または「OFF」を選択し、  （選択）を

    押します。

事業者名表示事業者名表示

効果音の設定をします。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「効果音」の順に設定します。

22  以下の項目を設定できます。

効果音効果音

電話の着信時、留守番電話のお知らせ／SMS／メール受

信時の着信音を設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「着信音」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

着信音着信音

    項目

音声着信

留守番電話

SMS

メール

説明

電話の着信音を設定します。

留守番電話のお知らせを受けたときの着信

音を設定します。

SMS受信時の着信音および鳴動時間を設定

します。

メール受信時の着信音および鳴動時間を設

定します。メールを手動受信した場合は着

信音は鳴動しません。

音・バイブ設定音・バイブ設定
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22  以下の項目を設定できます。

音量を設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「音量」の順に設定します。

    項目

キー操作音

警告音

電源ON音

電源OFF音

充電完了音

電池残量警

告音

本体オー

プン

本体クロ

ーズ

説明

キー操作音のパターンまたは「OFF」の設

定をします。

警告音の「ON」または「OFF」を設定しま

す。

電源をONにしたときの音のパターンまた

は「OFF」の設定をします。

電源をOFFにしたときの音のパターンまた

は「OFF」の設定をします。

充電が完了したとき、音で知らせるかどう

かを設定します。

電池残量が少なくなったとき音で知らせる

かどうかを設定します。

本体を開いたときに、音を鳴らすかどうか

を設定します。

本体を閉じたときに、音を鳴らすかどうか

を設定します。

    項目

音声着信

留守番電話

SMS

メール

キー操作音

データ再生

電源ON

電源OFF

説明

電話の着信時の音量を設定します。

留守番電話のお知らせを受けたときの着信

音量を設定します。

SMS受信時の着信音量を設定します。

メール受信時の着信音量を設定します。

キーを操作するときの音量を設定します。

マルチメディアを再生するときの音量を設

定します。

電源をONにしたときの音量を設定します。

電源をOFFにしたときの音量を設定します。

音量を設定する音量を設定する

電話の着信時、留守番電話のお知らせ／SMS／メール受

信時のバイブレータ形式を設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「バイブレータ」の順に選択しま

    す。

22  以下の項目を設定できます。

バイブレータバイブレータ
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レシーバ（受話口）やイヤホンマイクから流れる通話音

量を設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「受話音量」の順に選択します。

22  設定したい音量を選択し、  （OK）を押しま

    す。

受話音量受話音量

スピーカーの音量を設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「スピーカー音量」の順に選択し

    ます。

22  設定したい音量を選択し、  （OK）を押しま

    す。

スピーカー音量スピーカー音量

■マナーモードを設定する

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「マナーモード」の順に選択しま

    す。

22  設定したい形式を選択し、  （選択）を押し

    ます。

マナーモードマナーモード

    項目

音声着信

留守番電話

SMS

メール

説明

電話の着信時のバイブレータ形式または

OFFの設定をします。

留守番電話のお知らせを受けたときのバイ

ブレータ形式またはOFFの設定をします。

SMS受信時のバイブレータ形式またはOFF

の設定をします。

メール受信時のバイブレータ形式または

OFFの設定をします。
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11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「マナーモード」の順に選択しま

    す。

22  カーソルをオリジナルマナーに移動して、 

  （編集）を押します。

33  以下の項目を設定できます。

■オリジナルマナーの各項目の設定をリセットする

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「音・バイ

    ブ設定」→「マナーモード」の順に選択しま

    す。

22  カーソルをオリジナルマナーに移動して、

  （リセット）を押し、リセット確認画面で「は

    い」を選択します。端末暗証番号（P.1-17）

    を入力すると、オリジナルマナーの各項目の

    設定をお買い上げ時の状態にリセットします。   項目

着信音

効果音

音量

バイブレ

ータ

受話音量

スピーカ

ー音量

説明

電話の着信時、留守番電話のお知らせ／SMS／

メール受信時の着信音を設定します。

キー操作音、警告音などの効果音を設定しま

す。

電話の着信、留守番電話のお知らせを受けた

ときの着信音などの音量を設定します。

電話の着信時、留守番電話のお知らせ／SMS／

メール受信時のバイブレータ形式を設定します。

レシーバ（受話口）やイヤホンマイクから流

れる通話音量を設定します。

スピーカーの音量を設定します。

■オリジナルマナーを設定する



12 -11

1212

設定

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「発信者番号通知」の順に選択します。

22  ｢ON」、「OFF」または「設定無し」を選択

    し、  （選択）を押します。

電話がかかってきたとき、      ／      ／         以外のボ

タンを押して、通話ができるようにするかどうかを設定

します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「エニーキーアンサー」の順に選択します。

22  ｢ON」または「OFF」を選択し、  （選択）を

    押します。

エニーキーアンサーエニーキーアンサー

      項目

ON/OFF

応答時間設定

説明

｢ON」に設定した場合、設定した時間が

過ぎると簡易留守録が自動応答します。

簡易留守録が自動応答するまでの時間を

設定します。

電話の着信時に簡易留守録を使用するかどうかを設定し

ます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「簡易留守録」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

簡易留守録簡易留守録

電話の発信の際に、自分の電話番号を相手に通知するか、

非通知にするかを設定します。

発信者番号通知発信者番号通知

通話設定通話設定
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電話がかかってきたとき、自動的に電話を受けるように

設定できます。

この機能を使用する前に、イヤホンマイクが本機に接続

されているか確認してください。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「自動着信応答」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

自動着信応答自動着信応答

22  カーソルを設定したい項目に移動して、 （編

    集）を押します。

33  登録名／プレフィックスを入力して 、 （OK

    ／登録）を押します。

44     （登録）を押します。
11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「国際電話・プレフィックス」→「国際電

    話」の順に選択します。

22  カーソルを設定したい項目に移動して、 （編

    集）を押します。

33  国名を入力して、  （OK）を押します。

44  国番号を入力して、  （登録）を押します。

■プレフィックスを設定する

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「国際電話・プレフィックス」→「プレフ

    ィックス」の順に選択します。

国際電話の国番号とプレフィックスを設定します。

■国際電話を設定する

国際電話・プレフィックス国際電話・プレフィックス

0.00.20.40.60.81.0
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このサービスは電波の届かない場所にいるときや電話に

出られないときに利用できるサービスです。別の電話番

号に転送、または留守番電話センターでお預かりができ

ます。このサービスの詳細については、「13 オプショ

ンサービス」をご参照ください。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「留守番・転送」の順に選択し

    ます。

22  以下の項目を設定できます。

留守番・転送留守番・転送

ネットワーク設定ネットワーク設定

通話画面に通話時間を表示するかどうかを設定します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「通話設定」

    →「通話時間表示」の順に選択します。

22  ｢ON」または「OFF」を選択し、  （選択）を

    押します。

通話時間表示通話時間表示

      項目

ON/OFF

応答時間設定

説明

｢ON」に設定した場合、イヤホンマイクが

接続しているとき、設定した時間が過ぎ

ると自動的に電話を受けることができま

す。

電話を受けるまでの時間を設定します。
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留守番電話センターに発信して、留守番電話センターに

録音されているメッセージを聞くことができます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「留守番メッセージ確認」の順

    に選択します。

22  留守番電話センターに発信されます。

留守番メッセージ確認留守番メッセージ確認

割込通話サービスをご利用になるには、別途お申し込みが

必要です。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「割込通話」の順に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

割込通話割込通話

項目 説明

留守番電話センターに電話を転送する

ときの転送条件を設定します。

留守番電話センターの番号またはロー

ミング中転送番号を設定します。

かかってきた電話を本機に着信させず

に転送します。

通話中にかかってきた電話を転送しま

す。

転送開始時間内に電話に出なかったと

きに、かかってきた電話を転送します。

転送開始までの時間を「5秒」～「30

秒」（5秒間隔）から選択します。

電波の届かない場所にいるときまたは

電源OFFのときに、かかってきた電話

を転送します。

転送電話、留守番電話の全ての設定を

解除します。

転送電話、留守番電話の設定状況を調

べます。

サービス

設定

留守番電

話センタ

ー

全転送

話中転送

無応答時

転送

圏外・電

源OFF時

転送

留守番

電話

転送電

話

全設定解除

設定確認
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            項目

発信規制

着信規制

発着信規

制暗証番

号

説明

緊急通話以外の電話をかけられな

いようにします。

国際電話をかけられないようにし

ます。

滞在国と日本以外の国へ国際電話

をかけられないようにします。

すべての発信規制を停止します。

すべての電話を受けられないよう

にします。

海外では、すべての電話を受けら

れないようにします。

すべての着信規制を停止します。

全発信規制

国際電話発

信規制

滞在国及び

日本以外

全規制解除

全着信規制

海外での着

信規制

全規制解除

発着信規制用の暗証番号を変更します。

このサービスを使用すると、電話の発着信を状況に合わ

せて制限することができます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「発着信規制」の順に選択しま

    す。

22  以下の項目を設定できます。

発着信規制発着信規制

    項目

ON

OFF

設定確認

説明

割込通話をONに設定します。

割込通話をOFFに設定します。

割込通話の設定状況を調べます。
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ブラウザ設定、メール設定、ストリーミング設定を含む

ネットワークの設定ファイルを作成、設定できます。イ

ー・モバイルをご利用の方は、「EMOBILE」を選択して

ください。

■接続を設定する

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「インターネット設定」の順に

    選択します。

22  EMOBILE、プロファイル 1～プロファイル 4

    のいずれかを選択し、  （選択）を押すと接

    続が設定されます。

インターネット設定インターネット設定

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「接続選択」の順に選択します。

22  ｢自動」、「3G」または「GSM/GPRS」を

    選択し、  （選択）を押します。

本機の使用するネットワークを選択します。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「ネットワーク選択方式」の順

    に選択します。

22  以下の項目を設定できます。

ネットワーク選択方式ネットワーク選択方式

ネットワーク形式を選択します。

接続選択接続選択

     項目

自動

手動

ネットワーク

設定

説明

利用できるネットワークを自動的に検索

し、接続します。

ネットワーク一覧表の中から、利用する

ネットワークを選択します。

優先して利用するネットワークを設定し

ます。
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22  プロファイル 1～プロファイル 4のいずれか

    を選択し、   （編集）を押すとブラウザ設定、

    メール設定、ストリーミングの設定ができま

    す。

33  以下の項目を編集できます。

メール設定 ストリーミング設定ブラウザ設定

メールサーバ

GPRSアクセスポ

イント

ユーザ名

パスワード

ゲートウェイサ

ーバ

ポート

GPRSアクセスポイ

ント

ユーザ名

パスワード

ライセンスモード

ゲートウェイサー

バ

ポート

GPRSアクセスポイ

ント

ユーザ名

パスワード

ライセンスモード

ゲートウェイサー

バ

ポート

   お買い上げ時に登録されている「EMOBILE」は編集で

   きません。

■  お知らせ

■リネームする

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「インターネット設定」の順に

    選択します。

22  プロファイル 1～プロファイル 4のいずれか

    を選択し、   （リネーム）押すと、プロファ

    イル名を編集する画面が表示されます。

33  編集後、  （OK）を押します。

■編集する

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ネットワ

    ーク設定」→「インターネット設定」の順に

    選択します。

   お買い上げ時に登録されている「EMOBILE」はリネー

   ムできません。

■  お知らせ
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セキュリティ設定セキュリティ設定

この機能をONに設定した後は、アドレス帳／通話履歴な

どから、または直接電話番号を入力しての電話の発信時、

端末暗証番号（P.1-17）の入力が必要となります。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22   ｢ダイヤル発信制限」を選択し、  （選択）を

    押します。

33   ｢ON」を選択し、  （選択）を押します。

44   端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

ダイヤル発信制限ダイヤル発信制限
この機能をONに設定した後は、ダイヤルアップインター

ネットを利用してインターネットに接続する場合に、端

末暗証番号（P.1-17）の入力が必要となります。

Windowsのダイヤルアップ接続機能を利用した場合、デ

ータ通信制限は有効ですが、端末暗証番号入力画面は表

示されません。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22   ｢データ通信制限」を選択し、  （選択）を押

    します。

33   ｢ON」を選択し、  （選択）を押します。

44   端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

データ通信制限データ通信制限
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この機能をONにすると、「アドレス帳」、「メール」、

「カレンダー」、「データフォルダ」、「通話履歴」を

選択した場合、画面を表示するときに端末暗証番号

（P.1-17）の入力が必要となります。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22  ｢機能ロック」を選択し、  （選択）を押しま

    す。

33   端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

44   ｢アドレス帳」／「メール」／「カレンダー」

    ／「データフォルダ」／「通話履歴」を選択

    し、  （選択）を押します。

55      （登録）を押します。

機能ロック機能ロック

シークレットをONにして登録したアドレス帳などを表示

するかどうかの設定をします。（ON：表示　OFF：非表

示）

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリテ

    ィ設定」の順に選択します。

22  ｢シークレットモード」を選択し、  （選択）

    を押します。

33   ｢ON」を選択し、  （選択）を押します。

44   端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

シークレットモードシークレットモード
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11   ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22   ｢着信拒否設定」を選択し、  （選択）を押し

    ます。

33   端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

■音声着信拒否設定

11   ｢音声着信拒否設定」を選択し、  （選択）を

    押します。

22   ｢拒否設定」を選択し、 （選択）を押します。

33   ｢指定番号着信拒否」／「ユーザ非通知」／

   「公衆電話」／「通知不可」／「アドレス帳

    以外」を選択し、  （選択）を押します。

着信拒否設定着信拒否設定 44      （登録）を押します。

   「指定番号着信拒否」：指定番号着信拒否で設定され

    た電話番号からの着信を拒否します。

   「ユーザ非通知」：非通知設定の番号からの着信を拒 

    否します。

   「公衆電話」：公衆電話からの着信を拒否します。

   「通知不可」：通知不可の番号からの着信を拒否しま

    す。

   「アドレス帳以外」：アドレス帳に登録されていない

    電話番号からの着信を拒否します。

拒否する電話番号を登録する（指定番号着信拒否）

11   音声着信拒否設定画面で「指定番号着信拒

    否」を選択し、  （選択）を押します。

22      （編集）を押します。

33   ｢電話番号入力」／「アドレス帳」を選択し、 

         （選択）を押します。

    「電話番号入力」を選択した場合は、直接番号を入力

     して登録します。
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    「アドレス帳」を選択した場合は、アドレス帳に登録

     済みのアドレスから、選択して登録します。

44   指定番号着信拒否画面で、設定する項目を選

    択し、  （選択）を押します。

■SMS受信拒否設定

11   ｢SMS受信拒否設定」を選択し、  （選択）を

    押します。

22   ｢全て許可」／「許可番号リスト」／「拒否

    番号リスト」／「全て拒否」を選択し、  

  （選択）を押します。

    「全て許可」：すべてのSMSを許可します。

    「許可番号リスト」：許可番号リストに登録されてい

     る電話番号から送られてきたSMSのみ許可します。

    「拒否番号リスト」：拒否番号リストに登録されてい

     る電話番号から送られてきたSMSのみ拒否します。

    「全て拒否」：すべてのSMSを拒否します。

許可する番号を登録する（許可番号リスト）

11  SMS受信拒否設定画面で「許可番号リスト」

    を選択し、  （編集）を押します。

22  ｢アドレス帳」またはそれ以外を選択します。 

    「アドレス帳」を選択した場合は、アドレス帳に登録

     済みの全ての番号が対象となります。

     アドレス帳以外を選択した場合は、   （編集）を押し

     て、以下の操作で番号を登録します。

    「電話番号入力」または「アドレス帳」を選択し、 

    （選択）を押します。

    「電話番号入力」を選択した場合は、直接番号を入力

     して登録します。

    「アドレス帳」を選択した場合は、アドレス帳に登録

     済みのアドレスから、選択して登録します。

33   許可番号リスト画面で、設定する項目を選択

    し、  （選択）を押します。
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拒否する番号を登録する（拒否番号リスト）

11   SMS受信拒否設定画面で「拒否番号リスト」

    を選択し、  （編集）を押します。

22   登録したい箇所を選択し、  （編集）を押し

    ます。

33   ｢電話番号入力」または「アドレス帳」を選

    択し、  （選択）を押します。

    「電話番号入力」を選択した場合は、直接番号を入力

     して登録します。

    「アドレス帳」を選択した場合は、アドレス帳に登録

     済みのアドレスから、選択して登録します。

44   拒否番号リスト画面で、設定する項目を選択

    し、  （選択）を押します。

■メール受信拒否設定  

11   ｢メール受信拒否設定」を選択し、  （選択）

    を押します。

22   ｢全て許可」／ ｢許可アドレスリスト」／ ｢拒

    否アドレスリスト」／「全て拒否」を選択し、

        （選択）を押します。

    「全て許可」：すべてのメールを許可します。

    「許可アドレスリスト」：許可アドレスリストに登録

     されているメールアドレスから送られてきたメール

     のみ許可します。

    「拒否アドレスリスト」：拒否アドレスリストに登録

     されているメールアドレスから送られてきた新着メ

     ール通知のみ拒否します。

    「全て拒否」：すべてのメールを拒否します。

許可するアドレスを登録する（許可アドレスリスト）

11   メール受信拒否設定画面で「許可アドレスリ

    スト」を選択し、  （編集）を押します。

22    ｢アドレス帳」またはそれ以外を選択します。

    「アドレス帳」を選択した場合は、アドレス帳に登録

     済みの全てのアドレスが対象となります。

     アドレス帳以外を選択した場合は、   （編集）を押し

     て、以下の操作でメールアドレスを登録します。
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    「アドレス入力」または「アドレス帳」を選択し、

   （選択）を押します。

    「アドレス入力」を選択した場合は、直接メールアド

     レスを入力して登録します。

    「アドレス帳」を選択した場合は、アドレス帳に登録

     済みのアドレスから、選択して登録します。

33   許可アドレスリスト画面で、設定する項目を

    選択し、  （選択）を押します。

11   メール受信拒否設定画面で「拒否アドレスリ

    スト」を選択し、  （編集）を押します。

22   登録したい箇所を選択し、  （編集）を押し

    ます。

33   ｢アドレス入力」または「アドレス帳」を選

    択し、  （選択）を押します。

    「アドレス入力」を選択した場合は、直接メールアド

     レスを入力して登録します。

    「アドレス帳」を選択した場合は、アドレス帳に登録

     済みのアドレスから、選択して登録します。

44  拒否アドレスリスト画面で、設定する項目を

    選択し、  （選択）を押します。

リセット機能を利用して、本機の設定および、本体メモ

リをお買い上げ時の状態にリセットします（EM chipに登

録されている内容、メモリカードに保存されているデー

タを除く）。本機のお買い上げ時の状態は「メインメニ

ューの機能」（P.14-2）をご参照ください。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22   ｢リセット」を選択し、 （選択）を押します。

33   ｢設定リセット」／「本体メモリクリア」／

   「オールリセット」を選択し、 （選択）を押

    します。

44   リセット／クリアの確認画面で、「はい」を

    選択します。

リセットリセット

拒否するアドレスを登録する（拒否アドレスリスト）
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55   端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

    「設定リセット」：各種設定をお買い上げ時の状態に

     戻します。

    「本体メモリクリア」：本体メモリに保存されている

     データを削除します。

    「オールリセット」：各種設定をお買い上げ時の状態

     に戻し、本体メモリに保存されているデータを削除し

     ます。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22   ｢端末操作ロック」を選択し、  （選択）を押

    します。

33   ｢電源OFF」／「本体クローズ」／「省電力」

    を選択し、  （選択）を押します。

44   ｢ON」を選択して、  （選択）を押します。

55   端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

    「電源OFF」：「電源OFF」の後、電源をONにしたと

     きに端末暗証番号（P.1-17）の入力が必要になります。

    「本体クローズ」：本体を開いたときに、端末暗証番

     号(P.1-17)の入力が必要になります。

    「省電力」：ディスプレイの表示が消えた後、操作を

     行うときに、端末暗証番号（P.1-17）の入力が必要に

     なります。

この機能をONにすると、毎回電源をONにしたときにPIN

の入力が必要になります。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22   ｢PINロック」を選択し、  （選択）を押しま

    す。

33   ｢ON」を選択して、  （選択）を押します。

端末操作ロック端末操作ロック PINロックPINロック
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44   PINを入力して、  （OK）を押します。

注意：PINを3回間違えて入力した場合、PUKの入力が必

要となります。

本機の端末暗証番号とPIN、PIN2を変更できます。

11   ｢メインメニュー」→「設定」→「セキュリ

    ティ設定」の順に選択します。

22   ｢暗証番号変更」を選択し、  （選択）を押し

    ます。

33   ｢暗証番号」／「PIN」／「PIN2」を選択し、 

        （選択）を押します。

■暗証番号

11   ｢暗証番号」を選択し、  （選択）を押しま

    す。

22   現在の暗証番号（P.1-17）を入力して、

   （OK）を押します。

33  新しい暗証番号を入力して、  （OK）を押し

    ます。

44  確認のため、新しい暗証番号をもう一度入力

    して、  （OK）を押します。

■PIN

PINを変更するには、PINロックがONに設定されている必要

があります。

11   ｢PIN」を選択し、  （選択）を押します。

22   現在のPINを入力して、  （OK）を押します。

33   新しいPINを入力して、  （OK）を押します。

44   確認のため、新しいPINをもう一度入力して、

        （OK）を押します。

暗証番号変更暗証番号変更
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■PIN2

11   ｢PIN2」を選択し、  （選択）を押します。

22   現在のPIN2を入力して、 （OK）を押します。

33   新しいPIN2を入力して、 （OK）を押します。

44   確認のため、新しいPIN2をもう一度入力し

    て、  （OK）を押します。

メール、アドレス帳、スケジュール、ブックマーク、デ

ータフォルダ、メモリカード、デジタル著作権管理のメ

モリ使用状況を調べます。

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「メモリ設

    定」を選択します。

22  調べたい項目を選択し、  （選択）を押すと、

    メール、アドレス帳、スケジュール、ブック

    マーク、データフォルダ、メモリカードのメ

    モリ使用状況を調べます。また、デジタル著

    作権データの管理を行えます。

本機にはデジタル著作権データを最大1000件まで保存で

きます。1000件を超える場合、保存できません。｢再生可」

または「再生不可」または「総件数」からデータを削除し

てください。

また、データフォルダからデジタル著作権データを削除す

ることもできます。

メモリ設定メモリ設定

デジタル著作権データを管理するデジタル著作権データを管理する
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■全件削除する

11    ｢メインメニュー」→「設定」→「メモリ設

    定」→「デジタル著作権管理」の順に選択し

    ます。

22    ｢再生可」または「再生不可」または「総件

    数」を選択し、  （メニュー）→「全件削除」

    の順に選択します。

33    削除の確認画面で、「はい」を選択します。

44    端末暗証番号（P.1-17）を入力して、 （OK）

    を押します。

11    ｢メインメニュー」→「設定」→「カスタマ

    ーセンター接続」を選択します。

22    ｢はい」を選択し、  （選択）を押すと、「イ

    ー･モバイル カスタマーセンター」に発信さ

    れます。

カスタマーセンター接続カスタマーセンター接続

   削除には、数分かかる場合があります。

■  お知らせ
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