
33文字の入力方法文字の入力方法



本機では、ひらがな、カタカナ、漢字、英字、数字、記

号、絵文字、顔文字を入力できます。

①現在の文字入力モード

②入力可能な最大文字数／バイト数

③入力文字数／バイト数

利用できる文字入力モードは、以下のとおりです。
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文字入力について文字入力について

文字の入力画面文字の入力画面

文字入力モードの切替文字入力モードの切替

かな漢

カナ

ａＡ

１２

＃＠

顔文字

絵文字

ｶﾅ

aA

12

#@

ひらがなと漢字

全角カタカナ

全角アルファベット

全角数字

全角記号

顔文字の入力

絵文字の入力

半角カタカナ

半角アルファベット

半角数字

半角記号

文字の入力方法

11  文字入力画面で      を押します。

22   文字入力モードを選択し、  （選択）を押し

    ます。

    入力モード表示の先頭の数字をダイヤルキーで押し、

     選択することもできます。
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キーの割り当てキーの割り当て

１つのボタンには複数の文字が割り当てられています。

入力したい文字が表示されるまで、キーを繰り返し押し

てください。

キー

入力モード

絵文字／全角記号／半角記号を切り替える

改行

入力した文字の削除

※1:「ヮ」:全角カナ入力モードの場合のみ、入力できます。

かな漢

あいうえお

ぁぃぅぇぉ

かきくけこ

さしすせそ

たちつてとっ

なにぬねの

はひふへほ

まみむめも

やゆよゃゅょ

らりるれろ

わをんゎ、。

－・～！？

（スペース）

英数字

（全角／半角）

．＠－＿／：～

１

ａｂｃＡＢＣ２

ｄｅｆＤＥＦ３

ｇｈｉＧＨＩ４

ｊｋｌＪＫＬ５

ｍｎｏＭＮＯ６

ｐｑｒｓＰＱＲ

Ｓ７

ｔｕｖＴＵＶ８

ｗｘｙｚＷＸＹ

Ｚ９

，．－＿！？

（スペース）０

カタカナ

（全角／半

角）

アイウエオ

ァィゥェォ

カキクケコ

サシスセソ

タチツテトッ

ナニヌネノ

ハヒフヘホ

マミムメモ

ヤユヨャュョ

ラリルレロ

ワヲンヮ※1

、。－・

～！？（スペ

ース）

数字

（全角

／半角）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

＊

＃

文字の入力方法

   ｢絵文字」または「顔文字」などを選んだときは、文

   字入力モードは変更されずに、絵文字リストまたは顔

   文字リストなどが表示されます。

   機能によって、文字入力時に選択できる文字入力モー

   ドや入力できる文字の種類は異なります。

   顔文字入力モードと全角／半角数字入力モード以外で

   は、      で絵文字／全角記号／半角記号を切り替える

   ことができます。

■  お知らせ
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文字の入力方法

文字の入力方法文字の入力方法

ひらがな／漢字を入力するひらがな／漢字を入力する

かな漢入力モードで文字を入力すると、ひらがなの入力、

または漢字に変換することができます。

<例>:「中村」を入力する

11  かな漢入力モードの文字入力画面で       を押

    します。

22          を押します。

33         を3回押します。

44         を押します。

55         で予測候補から「中村」を選択し、    

   （OK）を押します。

66         を押し、予測候補を終了します。

■小文字と促音（ぁ、っなど）を入力する

数字入力モード以外では、カーソル上の文字（未確定）

の大文字、小文字を切り替えることができます。（入力

モードに対応している文字のみ）

<例>:「あ」を小文字に切り替える

11  文字入力画面で        を押します。

22          を押します。

33      （OK）を押します。

■濁点（゛）／半濁点（゜）を入力する

かな漢入力モードやカナ入力モードでは、カーソル上の

文字（未確定）を濁点や半濁点に変えることができます

（対応している文字のみ）。「は」のように濁点と半濁

点の両方を付けられる文字の場合は、       を押して濁

点、半濁点を切り替えます。

   続けて同じキーで文字を入力する場合は、    でカーソ

   ルを右に移動します。

■  お知らせ
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文字の入力方法

<例>:「だ」を入力する

11  かな漢入力モードの文字入力画面で        を

    押します。

22          を押します。

33      （OK）を押します。

■スペースを入力する

11  文字入力画面で      を押します。

   かな漢入力モードや全角カナ入力モードでは、      を

   12回押すとスペースを入力することができます。半

   角カナ入力モードでは、      を11回押すとスペースを

   入力することができます。また、英数字入力モードで

   は、      を7回押すとスペースを入力することができ

   ます。

■  お知らせ

カタカナを入力するカタカナを入力する

カタカナを入力するには、入力モードから「カナ」を選

択します。

<例>:「タイム」を入力する

11  文字入力画面で     を押します。

22   ｢カナ」を選択します。

33         を押します。

44         を2回押します。

55          を3回押します。

英字を入力する英字を入力する

英字の入力モードには、「aA」（半角）と「ａＡ」（全

角）の2種類があります。

英字を入力する場合は、入力モードから「aA」（半角）

または「ａＡ」（全角）を選択します。

<例>:半角英字で「Zero」を入力する
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文字の入力方法

文字入力画面（数字入力モード、顔文字入力モードを除

く）で        を押すと、絵文字リスト／全角記号リスト

／半角記号リストが表示されます。または、文字入力画

面で      を押すと、「絵文字」／「＃＠」（全角）／

「#@」（半角）を選択することができます。

<例>:絵文字を入力する

11  文字入力画面で        を押し、絵文字リスト

    に切り替えます。

22        で入力したい絵文字にカーソルを移動し、

        （OK）を押します。

11  文字入力画面で      を押します。

22  ｢aA」（半角）を選択します。

33         を8回押します。

44         を2回押します。

55          を3回押します。

66         を3回押します。

33          を押します。

44         を押します。

数字を入力する数字を入力する

記号／絵文字を入力する記号／絵文字を入力する

数字の入力モードには、「12」（半角）と「１２」（全

角）の2種類があります。

数字を入力する場合は、入力モードから「12」（半角）

または「１２」（全角）を選択します。

<例>:半角数字で「15」を入力する

11  文字入力画面で      を押します。

22   ｢12」（半角）を選択します。
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文字の入力方法

11  文字入力画面で      を押します。

22   ｢顔文字」を選択します。

33        で入力したい顔文字にカーソルを移動し、

        （選択）を押します。または、各顔文字の

    先頭の数字に対応しているダイヤルキーを押

    します。

   次ページの記号／絵文字を入力したい場合、   （次ペ

   ージ）を押すと、次ページの記号／絵文字リストが表

   示されます。

   記号／絵文字を連続入力したい場合、     で入力した

   い記号／絵文字にカーソルを移動し    （連続）を押す

   と、続けて記号／絵文字を入力することができます。

   連続入力している記号／絵文字はリストの一行目に表

   示されます。最近入力した記号／絵文字はリストの二

   行目に表示されます。

■  お知らせ 顔文字を入力する顔文字を入力する

予測変換機能について予測変換機能について

予測変換設定をオンにしている場合、入力した文字から

予測される変換候補が候補リスト表示エリアに表示され

ます。予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去

に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換で

きます。予測変換機能については、（P.12-2）をご参照

ください。

<例>: 「学校に行く」を入力する

文字の変換機能文字の変換機能
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文字の入力方法

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「一般設定」

    →「ユーザ入力」→「ユーザ辞書」の順に選

    択します。

22   カーソルを編集したいユーザ辞書に移動し、 

        （編集）を押します。

33  単語を入力し、  （OK）を押します。

     記号、絵文字、顔文字を含めて、最大全角20文字ま

     たは半角40文字まで入力できます。

44  読み仮名を入力し、  （OK）を押します。

     全角ひらがなで最大20文字まで入力できます。

特殊な読み方をする漢字やよく使う略語などをユーザ辞

書に登録することができます。1ページで10件まで登録

出来ます。10件以上登録する場合「*」、「#」キーでペ

ージを切り替えて登録してください。ユーザ辞書に登録

できる単語数は、最大100件までです。

登録した語句を呼び出すには、文字入力画面で、ユーザ

辞書に登録した読み仮名を入力し、変換します。

11  かな漢入力モードの文字入力画面で       を押

    します。候補リスト表示エリアに「か」から

    予測される変換候補が表示されます。

22         を押して、候補リスト表示エリアにカー

    ソルを移動し、「学校」を選択します。候補

    リスト表示エリアに「学校」に続くことが予

    測される単語の候補が表示されます。

33   ｢に」を選択します。

44         を2回押します。予測候補から「行く」

    を選択します。

ユーザ辞書についてユーザ辞書について

   文字入力画面で    （変換）を押した場合、入力した文

   字の変換候補が表示されます。再度    （予測）を押し

   た場合、予測候補が表示されます。

   文字入力画面で    （カナ英数）を押すと、入力した文

   字に対応した英数およびカタカナの変換候補が表示さ

   れます。

   予測候補が表示されている場合、       を押すと、候補

   リスト表示エリアの表示が終了します。

■  お知らせ
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文字の入力方法

11   文字入力画面で    （メニュー）→「コピー」

    ／「切り取り」の順に選択します。

22  カーソルをコピー／切り取りする文字の始点

    に移動します。

33      （始点）を押します。

44        を押し、コピー／切り取りの範囲を選択

    します。

55      （終点）を押します。

66   カーソルを貼り付けたい箇所に移動します。

77       （メニュー）→「貼り付け」の順に選択し

    ます。

   カーソルが文末にあるときは、       を押すとカーソル

   の左側の1文字が削除されます。

   カーソルの右側に文字があるときは、       を約1秒以

   上押すとカーソル位置の文字を含め右側の文字がすべ

   て削除されます。

   カーソルが文末にあるときは、       を約1秒以上押す

   とすべての文字が削除されます。

■  お知らせ

文字を削除／修正する文字を削除／修正する

11         で削除したい文字を選択し、      を押す

    と、カーソル上の１文字が削除されます。

22  入力したい文字を入力します。

文字の編集文字の編集

   コピー／切り取りできる件数は1件のみです。

   貼り付け先で使用できない文字は、自動的にスペース

   に置き換えられます。

■  お知らせ

文字コピー／切り取り／貼り付けをする文字コピー／切り取り／貼り付けをする

文字の全角／半角を問わず最大1024 バイトまでコピー／

切り取りをし、他の箇所へ貼り付けることができます。
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