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静止画を撮影する静止画を撮影する

撮影画面で表示されるアイコン撮影画面で表示されるアイコン

カメラ

撮影した静止画はJPEG形式で「データフォルダ」の「マ

イフォト」フォルダに保存されます。撮影した静止画を

壁紙に設定したり、メールまたはBluetooth 通信を利用し

て送信することができます。

11    待受画面で      を押すと、静止画撮影画面が
    表示されます。
    -機能設定を変更する場合は、「カメラモードの機能

  （P.7-4）」をご参照ください。

22        または      を押し、撮影します。撮影時
    に充電ランプが点滅します。

33    撮影した後（「自動保存設定」が「OFF」の
    場合）：
    -静止画を保存したい場合は    （保存）を押し、保存

     先を選択し    （選択）を押します。

     -静止画を保存したくない場合は、        または

     を押して「はい」を選択してください。

     -撮影した画面を壁紙に設定する場合は、   （送信）

     を押し「壁紙に設定」を選択します。

     -撮影した静止画をメールまたはBluetooth で送信する

     場合、   （送信）を押し、「メール送信」または

    「Bluetooth送信」を選択します。

   ｢自動保存設定」を「ON」に設定した場合は、撮影ボ

   タンを押した後、保存先設定で設定した保存先に静止

   画が自動的に保存されます。

■  お知らせ



画像サイズ  

      ：1200×1600        ：960×1280   

      ：480×640           ：240×320

      ：120×160

タイマー撮影　

    ：5秒       ：10秒      ：15秒 

OFFの場合は表示されません。 

ホワイトバランス

     ：オート      ：太陽光　   ：トワイライト     

     ：蛍光灯      ：曇り

画像効果

       :OFF　     :セピア　     :白黒　       :ブルー

　    :グリーン　      :ネガ

画質　

     ：エコノミー     ：ノーマル　   ：ファイン      

     ：スーパーファイン　

露出補正

     ~     ：範囲は-4～+4です。

保存先　

      ：本体      ：メモリカード　

撮影可能枚数
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 項目

1

2

3

4

5

6

7

8

説明

カメラ

ズーム倍率　

            ~            ：範囲は1～4です。

1200×1600のときはズームできません。

ディスプレイ表示

      ：ノーマルビュー　    ：フルビュー

自動保存

      ：自動保存設定ON。

OFFの場合は表示されません。

シャッター音　

      ：パターン1        ：パターン2   

      ：パターン3 

 項目

9

10

11

12

説明
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静止画を撮影する静止画を撮影する

カメラ

カメラモードの機能カメラモードの機能

操作キー操作キー

ズームの倍率を調節します。

露出補正を調節します。

画像サイズを設定します。

画質の設定をします。

セルフタイマーを設定します。

保存先の設定をします。

シャッター音を設定します。

ホワイトバランスを設定します。

ヘルプ画面を表示します。

ディスプレイ表示の切り替えをします。

自動保存を設定します。

操作す

るキー
説明

メニューを選択するメニューを選択する

    項目

画像サイズ

連写モード

データフォ

ルダ

画質

タイマー撮

影

説明

画像サイズを設定します。「1200×1600」

｢960×1280」「480×640」「240×320」

｢120×160」の中から選択できます。

連続撮影モードの設定を「OFF」または「4

ショット」から選択できます。

｢4ショット」を設定する場合、連続4枚静止

画を撮ることができます。連続撮影モー

ドは480×640画素より大きい静止画を撮る

ことはできません。「4ショット」設定で撮

影してもシャッター音は1回です。

｢データフォルダ」の「マイフォト」フォ

ルダが表示されます。

静止画の画質を設定します。「エコノミー」

｢ノーマル」「ファイン」「スーパーファ

イン」の中から選択できます。

画質が良い程、ファイルのサイズも大きく

なります。

セルフタイマ―撮影時間を設定します。

設定した時間になると自動的に撮影が開始

されます。

｢Off」「5秒」「10秒」「15秒」の中から選

択できます。

待受画面で     を押し、 （メニュー）を押します：
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カメラ

設定→シャ

ッター音

設定→保存

先設定

設定→自動

保存設定

設定→ディ

スプレイ表

示

設定→ホワ

イトバラン

ス

画像効果

フレーム撮

影

説明項目

シャッター音を設定します。「パターン1」

｢パターン 2」「パターン 3」の中から選

択できます。

保存先を設定します。「本体」または「メ

モリカード」を選択できます。

自動保存設定のON／OFFを設定します。

｢ON」または「OFF」を選択できます。

設定が「ON」の場合、撮影した静止画が自

動的に設定された保存先に保存されます。

画面表示のタイプを設定します。

｢フルビュー」または「ノーマルビュー」

を選択できます。

ホワイトバランスを設定します。「オート」

｢太陽光」「トワイライト」「蛍光灯」

｢曇り」の中から選択できます。

画像効果の設定は、「OFF」「セピア」「白

黒」「ブルー」「グリーン」「ネガ」の中

から選択できます。

フレーム設定のON／OFFを設定します。ON

にすると、10種類のフレームの中から選択

できます。240×320画素より大きい静止

画、または連写モードを「4ショット」に設

定した場合はフレーム撮影はできません。

ヘルプ

説明項目

ヘルプ画面を表示します。

撮影した動画は、「3GP形式」で「マイビテオ」に保存

されます。メールまたはBluetooth 通信を利用して送信で

きます。

11  待受画面で      押すと、静止画撮影画面が表

    示されます。
     -動画の設定を変更する場合は、「撮影モードの機能

   （P.7-7）」を参照してください。

22       （動画）を押し、動画モードに切替えま

    す。

33        または      を押すと、撮影が開始されま

    す。撮影時に充電ランプが点滅します。

44         を押すと、撮影が停止し、撮影した動画

    が自動的に保存されます。

動画を撮影する動画を撮影する
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カメラ

撮影画面で表示されるアイコン撮影画面で表示されるアイコン

     -撮影した動画を再生したい場合は、   （再生）を押

     してください。

     -撮影した動画を削除したい場合は、   （削除）を押

     し、「はい」を選択してください。

     -撮影した動画をメールまたはBluetooth で送信する場

     合は、   （送信）を押し、「メール送信」または

     「Bluetooth送信」を選択してください。

画像サイズ

     ：240×320      ：144×176      ：96×128

タイマー撮影

    ：5秒     ：10秒    ：15秒 

OFFの場合は表示されません。

ホワイトバランス

     ：オート      ：太陽光      ：トワイライト 

     ：蛍光灯      ：曇り

画質

     ：エコノミー      ：ノーマル      ：ファイン

     ：スーパーファイン

露出補正

     ~    ：露出範囲は-4～+4です。

ズーム倍率　

            ~            ：範囲は1～4です。

保存先

      ：本体       ：メモリカード

シャッター音

     ：パターン1      ：パターン2      ：パターン3

撮影時間が表示されます。

撮影可能時間が表示されます。

項目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

説明55  動画を撮影した後
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カメラ

撮影モードの機能撮影モードの機能

操作キー操作キー

ズームの倍率を調節します。

露出補正を調節します。

画像サイズを設定します。

画質を設定します。

タイマー撮影を設定します。

動画の保存先を設定します。

シャッター音を設定します。

ホワイトバランスを設定します。

ヘルプ画面を表示します。

操作す

るキー
説明

メニューを選択するメニューを選択する

    項目

画像サイズ

データフォ

ルダ

画質

タイマー撮

影

保存先設定

説明

画像サイズを設定します。「240×320」

｢144×176」「96×128」の中から選択で

きます。「240×320」に設定した場合、

｢エンコード」の設定はできません。

｢データフォルダ」の「マイビテオ」フォル

ダが表示されます。

画質を設定します。「エコノミー」「ノー

マル」「ファイン」「スーパーファイン」

の中から選択できます。

画質が良い程、ファイルのサイズも大きく

なります。

セルフタイマ―撮影時間を設定します。

設定した時間になると自動的に撮影が開始

されます。

｢OFF」「5秒」「10秒」「15秒」の中から

選択できます。

保存先を設定します。「本体」または「メ

モリカード」を選択できます。

11  待受画面で      押すと、静止画撮影画面が表

    示されます。

22        （動画）を押し、動画モードに切替えます。

33        （メニュー）を押します：
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カメラ

    項目

シャッター

音

エンコード

ホワイトバ

ランス

ヘルプ

説明

シャッター音を設定します。「パターン1」

｢パターン2」「パターン3」の中から

選択できます。

エンコードの形式を選択します。「MPEG-4」

形式または「H.263」形式を選択できます。

｢H.263」を設定した場合、「240×320」は

使用できません。

ホワイトバランスを設定します。「オート」

｢太陽光」「トワイライト」「蛍光灯」

｢曇り」の中から選択できます。

ヘルプ画面を表示します。
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