
44アドレス帳アドレス帳



よく電話をかけたり、メールのやりとりをする相手の名

前や電話番号、メールアドレスなどをアドレス帳に登録

しておくと、簡単な操作で相手と連絡することができま

す。

また、連絡先別に着信音を指定したり、カテゴリ別に管

理したりといろいろな項目を登録できます。

本機のアドレス帳には、下記の2種類があります。

11    ｢本体」のメモリを使用するアドレス帳

22   ｢EM chip」のメモリを使用するアドレス帳

電話番号やメールアドレスなどの連絡先を本体アドレス

帳に最大1,000件、EM chipに最大50件登録できます。
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本体アドレス帳に登録する本体アドレス帳に登録する

登録できる項目や内容は、次のとおりです。

本体アドレス帳に登録する本体アドレス帳に登録する

    項目

名前

フリガナ

電話番号 1

電話番号 2

電話番号 3

メール 1

メール 2

メール 3

カテゴリ

メモ

音声着信音

SMS着信音

メール着信音

音声着信

バイブ設定

SMS着信

バイブ設定

説明

名前を登録します。

最大半角32文字または全角16文字まで入

力できます。

読み仮名を登録します。名前を入力すると

自動的に設定されます。最大半角32文字

まで入力できます。

電話番号を登録します。

数字、+、P、＊、＃を最大32桁まで入力

できます。

メールアドレスを登録します。

半角アルファベット（小文字、大文字）、

半角数字、半角記号を最大64文字まで入

力できます。

連絡先別にカテゴリの設定ができます。

相手の情報などを、最大半角120文字また

は全角60文字まで入力できます。

着信音を設定できます。

本体、プリセットまたはメモリカードから

着信音を選択します。

着信バイブレータのパターンを設定できま

す。

アドレス帳
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    項目

メール着信

バイブ設定

シークレット

説明

着信バイブレータのパターンを設定でき

ます。

シークレットモードを設定できます。

■アドレス帳の基本的な登録方法

11  待受画面で     を押します。または、「メイ

    ンメニュー」→「アドレス帳」→「アドレス

    帳」の順に選択します。

    アドレス帳一覧画面が表示されます。

22      （メニュー）を押し、「新規登録」を選択

    します。

    アドレス帳の新規登録画面が表示されます。

33        で入力または設定したい項目にカーソル

    を移動します。

44      （選択）を押すと、選択された項目の入力

    または設定画面が表示されます。

55  必要な項目を設定してから、   （登録）を押

    します。

   名前を入力すると、「フリガナ」が自動的に入力され

   ます。入力された「フリガナ」を修正したいときは、

   カーソルを「フリガナ」に移動し、  （選択）を押す

   と、「フリガナ」の編集画面が表示されます。

■  お知らせ

アドレス帳
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11    待受画面で     を押します。または、「メイ

    ンメニュー」→「アドレス帳」→「アドレス

    帳」の順に選択します。

    アドレス帳一覧画面が表示されます。

22  アドレス帳一覧画面で、   （メニュー）を押

    し、「設定」→「保存先設定」→「本体」／

    ｢EM chip」／「毎回選択」の中から、「EM 

    chip」を選択し、保存先を設定します。

33  アドレス帳一覧画面で     （メニュー）を押

    し、「新規登録」を選択します。

    連絡先の新規登録画面が表示されます。

44       で入力または設定したい項目にカーソル

    を移動します。

55     （選択）を押すと、選択された項目の入力

    または設定画面が表示されます。

66  必要な項目を設定してから、   （登録）を押 

    します。

EM chipアドレス帳に登録するEM chipアドレス帳に登録する

登録できる項目や内容は、次のとおりです。

    項目

名前

フリガナ

電話番号 1

電話番号 2

メール

カテゴリ

説明

名前を登録します。

最大半角32文字または全角16文字まで入力

できます。

読み仮名を登録します。名前を入力すると

自動的に設定されます。最大半角32文字ま

で入力できます。

電話番号を登録します。

数字、+、P、＊、＃を電話番号 1は最大32

桁まで、電話番号 2は最大20桁まで入力で

きます。

メールアドレスを登録します。

半角アルファベット（小文字、大文字）、

半角数字、半角記号を最大64文字まで入力

できます

連絡先別にカテゴリの設定ができます。
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■追加登録

11        （メニュー）を押し、｢アドレス帳登録」

    → ｢追加登録｣の順に選択します。アドレス帳

    が50音順に設定されている場合は、追加した

    い連絡先の読み仮名の先頭の文字の行を選択

    します。（アドレス帳がカテゴリ順に設定さ

    れている場合は、追加登録する連絡先のカテ 

    ゴリを選択し    （選択）を押します。）

22    追加登録する連絡先を選び、  （選択）を押

    します。自動的に電話番号が入力され、アド

    レス帳登録画面が表示されます。

33    必要な項目を設定してから、  （登録）を押

    します。

11    待ち受け画面で      か      を押します。ま

    たは「メインメニュー」→「アドレス帳」→

    ｢通話履歴」の順に選択します。

22         で「着信」／「発信」／「全件」を選

    択します。

33  カーソルを保存したい電話番号に移動します。

■新規登録

11     （メニュー）を押し、「アドレス帳登録」

    → ｢新規登録｣の順に選択します。自動的に電

    話番号が入力され、アドレス帳登録画面が表

    示されます。

22   必要な項目を設定してから、  （登録）を押

    します。

通話履歴の電話番号を登録する通話履歴の電話番号を登録する
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■着信音を設定する

11  カテゴリを選択し、   （メニュー）を押しま

    す。

22  ｢着信音設定」を選択します。

11        で「本体」または「EM chip」を選択しま

    す。

22  カーソルを変更したいカテゴリ名に移動しま

    す。

33        （編集）を押すと、カテゴリ名の編集画面

    が表示されます。

44  新しいカテゴリ名を入力し、  （OK）を押し

    ます。  

カテゴリ設定カテゴリ設定

アドレス帳で使用するカテゴリ名を変更したり、カテゴ

リごとに着信音や着信音量、バイブレータのパターンを

設定したりします。

｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「カテゴリ設定」

の順に選択します。

カテゴリ一覧画面が表示されます。

カテゴリ名を変更するカテゴリ名を変更する

   ｢本体」のメモリを使用するアドレス帳のカテゴリ名は

   最大全角10文字、または半角20文字まで入力できま

   す。「EM chip」のメモリを使用するアドレス帳のカテ

   ゴリ名は最大全角9文字、または半角19文字まで入力

   できます。（「EM chip」のメモリを使用するアドレス

   帳のカテゴリ名が全角と半角の混在の場合、最大9文

   字まで入力できます。）

   お買い上げ時は、カテゴリ名が設定されていません。

■  お知らせ

カテゴリオプションを設定するカテゴリオプションを設定する

｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「カテゴリ設定」

の順に選択し、カテゴリ一覧画面を表示します。      で

｢本体」を選択します。
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33    ｢音声着信音」／「SMS着信音」／「メール

    着信音」→「着信音量」→「個別設定」／

  「設定なし」の順に選択します。「個別設定」

    を選択すると、着信音量を調節することがで

    きます。

■着信音の長さを設定する

｢着信音」を「個別設定」にした場合、着信音の長さを設

定できます。

11  カテゴリを選択し、  （メニュー）を押しま

    す。

22    ｢着信音設定」→「SMS着信音」／「メール

    着信音」→「鳴動時間」の順に選択し、着信

    音の長さを入力します。

■バイブレータを設定する

11  カテゴリを選択し、  （メニュー）を押しま
    す。

33    ｢音声着信音」／「SMS着信音」／「メール

    着信音」→「着信音」→「個別設定」／「設

    定なし」の順に選択します。

44  ｢個別設定」を選択すると、「本体」／「プリ

    セット」／「メモリカード」から着信音を選

    択できます。設定したい着信音があるフォル

    ダを選択し    （開く）を押します。

55  設定したい着信音のファイルを選択して、

  （選択）を押します。

■着信音量を設定する

11    カテゴリを選択して、  （メニュー）を押し

    ます。 

22  ｢着信音設定」を選択します。
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11  待受画面で    を押します。または、「メイ

    ンメニュー」→「アドレス帳」→「アドレス

    帳」の順に選択します。

22  50音順でアドレス帳一覧画面が表示されてい

    る場合は、  （ソート）を押して、カテゴリ

    順に切り替えます。

33           で本体カテゴリまたはEM chipカテゴリ

    を選択します。

44     （選択）を押すと、選択されたカテゴリの

    アドレス帳一覧が表示されます。

アドレス帳の利用アドレス帳の利用

｢表示切替」を「本体／EM chip」に設定しているとき、ア

ドレス帳を本体カテゴリ別表示とEM chipカテゴリ別表示

へ切り替えられます。「表示切替」については、「表示す

るアドレス帳を設定する（P.4-14）」をご参照ください。

アドレス帳の表示を切り替えるアドレス帳の表示を切り替える

22  ｢バイブ設定」→「音声着信音」／「SMS着

    信音」／「メール着信音」→「ON／OFF」→

    ｢ON」／「OFF」／「設定なし」の順に選択

    します。

33  バイブレータのON／OFFを「ON」に設定し

    た場合、「バイブ設定」→「音声着信音」／

  「SMS着信音」／「メール着信音」→「バイブ

    バターン」でバイブレータのパターンを設定

    できます。

   「EM chip」にカテゴリオプションはありません。

■  お知らせ
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22      で連絡先を選択します。

33      （表示）を押すと、選択された連絡先の詳

    細が表示されます。

■3.読み仮名で検索する

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「検

    索」の順に選択します。

22   読み仮名を入力し、  （OK）を押すと、検索

    結果が表示されます。

   読み仮名には、半角カタカナ、半角アルファベット（小

   文字、大文字）、半角数字、半角記号が入力できます。

   検索結果を利用して電話をかけたり、メールなどを作

   成することができます。

   電話番号／メールアドレスが複数登録されているとき

   は、電話番号／メールアドレスを選択して、   （発信

   ／作成）を押します。

   読み仮名の先頭の文字を入力して、検索することがで

   きます。

■  お知らせ

11  アドレス帳一覧画面がカテゴリ順で表示され

    ている場合、   （ソート）を押し50音順に切

    り替えます。     で表示したい連絡先の読み

    仮名の先頭の文字の行を選択します。

22      で連絡先を選択します。

33        （表示）を押すと、選択された連絡先の詳

    細が表示されます。

11  アドレス帳一覧画面が50音順で表示されてい

    る場合、  （ソート）を押しカテゴリ順に切

    り替えます。カテゴリを選択しカテゴリ内の

    アドレス帳一覧を表示します。

アドレス帳を検索するアドレス帳を検索する

｢表示切替」で表示設定されているアドレス帳にある連絡

先を以下の３つの方法で検索できます。「表示切替」に

ついては、「表示するアドレス帳を設定する（P.4-14）」

をご参照ください。

■1.あかさたな別

■2.カテゴリ別
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    待受画面で    を押します。または、「メイン

    メニュー」→「アドレス帳」→「アドレス帳」

    の順に選択します。
     アドレス帳一覧画面が表示されます。アドレス帳が

     50音順に設定されている場合は、削除したい連絡先

     の読み仮名の先頭の文字の行を選択します。（アドレ

     ス帳がカテゴリ順に設定されている場合は、削除した

     い連絡先のカテゴリを選択し    （選択）を押します。）

■1件削除する

11        で連絡先を選択します。

22      （メニュー）を押し、「削除」→「1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。

アドレス帳を削除するアドレス帳を削除する

11  待受画面で     を押します。または、「メイ

    ンメニュー」→「アドレス帳」→「アドレス

    帳」の順に選択します。

    アドレス帳一覧画面が表示されます。アドレス帳が50

    音順に設定されている場合は、修正したい連絡先の読

    み仮名の先頭の文字の行を選択します。（アドレス帳

    がカテゴリ順に設定されている場合は、修正したい連

    絡先のカテゴリを選択し    （選択）を押します。）

22        で修正したい連絡先を選択し、  （表示）

    を押します。

33          （編集）を押します。

44   修正する項目を選択し、  （選択）を押しま

     す。

アドレス帳の編集アドレス帳の編集

アドレス帳を修正するアドレス帳を修正する

55   修正が終了し、   （登録）を押すと、連絡先

     が上書き保存されます。
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55  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■全件削除する

11     （メニュー）を押し、「削除」→「全件削

    除」の順に選択します。

22  削除するアドレス帳の保存先（「本体」／

   「EM chip」／「本体／EM chip」）を選択し

    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。

■複数選択して削除する

11     （メニュー）を押し、「削除」→「選択削

    除」の順に選択します。

22  アドレス帳が50音順に設定されている場合

    は、削除したい連絡先の読み仮名の先頭の文

    字の行を選択します。（アドレス帳がカテゴ

    リ順に設定されている場合は、削除したい連

    絡先のカテゴリを選択し    （選択）を押しま

    す。）

33       でカーソルを削除したい連絡先に移動し

    て、    (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。アド

    レス帳が50音順に設定されている場合は      

    で別の読み仮名の行を表示できます。アドレ

    ス帳がカテゴリ順に設定されている場合は、    

          で別のカテゴリを表示できます。

44     （削除）を押します。
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    項目

メモ

説明

お客様の情報などを、最大半角120文字ま

たは全角60文字まで入力できます。

11  ｢メインメニュー」→「ユーザ情報」の順に

    選択します。

    ユーザ情報画面が表示されます。

22       （編集）を押します。

 

33           で編集したい項目にカーソルを移動しま

    す。

44     （選択）を押すと、選択された項目の入力

    画面が表示されます。

55   必要な項目を入力してから、  （登録）を押

    します。

ユーザ情報登録ユーザ情報登録

ユーザ情報には、お客様の名前、電話番号、メールアド

レスなどを登録し、自己紹介用のデータとして利用する

ことができます。登録した情報はメール、Bluetooth な

どで送信できます。

登録できる項目や内容は、次のとおりです。

    項目

名前

フリガナ

自局電話

番号

電話番号 2

電話番号 3

メール 1

メール 2

メール 3

説明

名前を登録します。

最大半角32文字または全角16文字まで入力

できます。

読み仮名を登録します。名前を入力すると

自動的に設定されます。最大半角32文字ま

で入力できます。

現在使用中のEM chip電話番号が表示されま

す。

電話番号を登録します。

数字、+、P、＊、＃を最大32桁まで入力

できます。

メールアドレスを登録します。

半角アルファベット（小文字、大文字）、

半角数字、半角記号を最大64文字まで入力

できます。
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11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「短

    縮ダイヤルリスト」の順に選択します。

22   カーソルを1~ 9のいずれかに移動して、     

   （編集）を押します。

33    アドレス帳が50音順に設定されている場合

    は、設定したい連絡先の読み仮名の先頭の文

    字の行を選択します。（アドレス帳がカテゴ

    リ順に設定されている場合は、設定したい連

    絡先のカテゴリを選択し    （選択）を押しま

    す。）

44            でカーソルを設定したい連絡先に移動し

    て、  （選択）を押します。

短縮ダイヤルリスト設定短縮ダイヤルリスト設定

短縮ダイヤルリストに設定する短縮ダイヤルリストに設定する

予め短縮ダイヤルリストに設定しておくと、通常のアド

レス帳より簡単な操作で電話がかけられます。

   電話番号が複数登録されている連絡先を選択した場合、

   上記操作の後、電話番号選択画面が表示されます。そ

   の場合      で電話番号を選択し、  （選択）を押します。

   短縮ダイヤルリストに設定した連絡先をアドレス帳か

   ら削除したり、連絡先の電話番号を編集した場合は、

   短縮ダイヤルリストから連絡先が自動的に削除されま

   す。

■  お知らせ
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33   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」→「アドレス帳」→「設

    定」→「ソート」の順に選択します。

22  ｢カテゴリ順」または「50音順」を選択し、 

        （選択）を押します。

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「設

    定」→「表示切替」の順に選択します。

アドレス帳の設定アドレス帳の設定

アドレス帳の表示を設定するアドレス帳の表示を設定する

表示するアドレス帳を設定する表示するアドレス帳を設定する

アドレス帳画面を表示するとき、表示するアドレス帳

（「本体」／「EM chip」／「本体／EM chip」）を設定で

きます。

11   待受画面で短縮ダイヤルリストに登録済の 

            ~        のいずれかを長押します。

短縮ダイヤルリストで電話をかける短縮ダイヤルリストで電話をかける

短縮ダイヤルを削除する短縮ダイヤルを削除する

11    短縮ダイヤルリスト表示画面で、     で削除

    する番号を選択します。

22      （メニュー）を押し、「1件削除」を選択

    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  短縮ダイヤルリスト表示画面で、   （メニュ

    ー）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。

■1件削除する
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11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「管

    理」→「コピー」→「選択コピー」の順に選

    択します。

22  ｢EM chip→本体」または「本体→EM chip」

    を選択します。

33    アドレス帳が50音順に設定されている場合

    は、コピーしたい連絡先の読み仮名の先頭の

    文字の行を選択します。（アドレス帳がカテ

    ゴリ順に設定されている場合は、コピーした

    い連絡先のカテゴリを選択します。）

44       でカーソルをコピーしたい連絡先に移動

    して、  （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。ア

    ドレス帳が50音順に設定されている場合は、

          で別の読み仮名の行を表示できます。ア

    ドレス帳がカテゴリ順に設定されている場合

     は、    で別のカテゴリを表示できます。

22        で設定したい項目を選択し、  （選択）を

    押します。  

アドレス帳の管理アドレス帳の管理

コピーコピー

本体とEM chipの間で、連絡先を複数または全件コピーで

きます。本体とEM chipでは、アドレス帳に登録できる項

目が異なります。そのため、本体からEM chipに連絡先を

コピーする場合、EM chipに登録できる項目のみコピーさ

れます。また、全件コピーするための空き容量が足りな

いときは、コピーできる件数までコピーされます。

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「設

    定」→「保存先設定」の順に選択します。

22        で設定したい項目を選択し、  （選択）

    を押します。

アドレス帳の保存先を設定するアドレス帳の保存先を設定する

連絡先を新規登録する場合の保存先を設定できます。

■複数選択してコピーする
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■複数選択して削除する

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「管

    理」→「削除」→「選択削除」の順に選択し

    ます。

22  アドレス帳が50音順に設定されている場合

    は、削除したい連絡先の読み仮名の先頭の文

    字の行を選択します。（アドレス帳がカテゴ

    リ順に設定されている場合は、削除したい連

    絡先のカテゴリを選択し    （選択）を押しま

    す。）

33       でカーソルを削除したい連絡先に移動し

    て、  （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。アド

    レス帳が50音順に設定されている場合は、   

    で別の読み仮名の行を表示できます。アドレ

    ス帳がカテゴリ順に設定されている場合は、   

         で別のカテゴリを表示できます。

削除削除55     （コピー）を押します。

66  ｢本体→EM chip」を選択した場合、コピー

    の確認画面が表示されるので、「はい」を選

    択します。

■全件コピーする

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「管

    理」→「コピー」→「全件コピー」の順に選

    択します。

22  ｢EM chip→本体」または「本体→EM chip」

    を選択します。

33  ｢本体→EM chip」を選択した場合、コピー

    の確認画面が表示されるので、「はい」を選

    択します。
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アドレス帳のバックアップとリストアアドレス帳のバックアップとリストア

本体アドレス帳を本体またはメモリカードにバックアッ

プしたり、バックアップしたアドレス帳をリストアした

りすることができます。

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「管

    理」→「メモリ容量確認」の順に選択します。

22  本体／ EM chipに登録されている連絡先の件

    数が表示されます。

アドレス帳の登録件数を確認するアドレス帳の登録件数を確認する

■アドレス帳をバックアップする

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「管

    理」→「バックアップ／リストア」→「バッ

    クアップ」の順に選択します。

22  ｢本体へ」または「メモリカードへ」のいず

    れかを選択し、  （選択）を押します。

44     （削除）を押します。

55  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」→「アドレス帳」→「管

    理」→「削除」→「全件削除」の順に選択し

    ます。

22  ｢本体」、「EM chip」または「本体／EM 

    chip」のいずれかを選択して、   （選択）を

    押します。

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。
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アドレス帳の連絡先情報またはユーザ情報を電子名刺

（vCard）として送信できます。

■赤外線、メール、Bluetooth を使ってアドレス帳の連絡

先情報を送信する

11  待受画面で    を押します。または、「メイン

    メニュー」→「アドレス帳」→「アドレス

    帳」の順に選択します。

     アドレス帳一覧画面が表示されます。アドレス帳が

     50音順に設定されている場合は、送信したい連絡先

     の読み仮名の先頭の文字の行を選択します。（アドレ

     ス帳がカテゴリ順に設定されている場合は、送信し

     たい連絡先のカテゴリを選択し     （選択）を押しま

     す。）

22       で連絡先を選択します。

赤外線、メール、Bluetooth を使ってアドレス赤外線、メール、Bluetooth を使ってアドレス
帳の連絡先情報／ユーザ情報を送信する帳の連絡先情報／ユーザ情報を送信する

33  端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。

■アドレス帳をリストアする

11  ｢メインメニュー」→「アドレス帳」→「管

    理」→「バックアップ／リストア」→「リス

    トア」の順に選択します。

22  ｢本体から」または「メモリカードから」の

    いずれかを選択します。

33  端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。

   バックアップを行うと、「本体へ」を選択した時はデ

   ータフォルダ、「メモリカードへ」を選択した時はメ

   モリカードのルート・ディレクトリに「backup」フォ

   ルダが自動的に作成されます。

   バックアップしたアドレス帳のデータファイル、また

   そのファイルがある「backup」フォルダを編集または

   削除するとリストアができなくなります。

■  お知らせ
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33     （メニュー）を押し、「外部送信」→「赤

    外線送信」／「メール送信」／「Bluetooth送

    信」の順に選択します。

■赤外線、メール、Bluetooth を使ってユーザ情報を送信

する

11  ｢メインメニュー」→「ユーザ情報」の順に

    選択します。

    ユーザ情報画面が表示されます。

22      （送信）を押し、「赤外線送信」／「メー

    ル送信」／「Bluetooth送信」の順に選択しま

    す。
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