便利な機能を利用する
サイドキー操作を無効にする

マナーモードを選択→c

通常マナー

各着信音 各バイブ 各アラー
の音量
レータ
ム音量
OFF
「着信設定 OFF
（M21）」
に従う※

各操作
音量
OFF

簡易留守
メモ
ON

ドライブ

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

サイレント
マナー
オリジナル
マナー

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

本体を閉じたときに、サイドキーを無効にします。

待受画面でc（1秒以上長押し）
もう一度cを1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解
除します。

◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押し
てアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

モバイルライトを利用する

内容は変更できます。
▶P.282「オリジナル設定を変更する」

※ 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、
「パ
ターン1」で動作します。号外ニュース受信は「OFF」に設定されます。

待受画面でf（1秒以上長押し）
モバイルライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると
消灯します。

■ モバイルライト使用時のご注意
便利な機能

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイ
ルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモ
バイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低
下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する
マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない
ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること
ができます。

待受画面でg
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マナーモード設定メニューが表示されます。

◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法
律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してく
ださい。
◎ 待受画面でgを1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定
した内容のマナーモードになります。もう一度gを1秒以上長押しする
と、
マナーモードを解除できます。
◎ マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設
定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。
再生中にjを押すと、
音量を調節できます。

オリジナル設定を変更する
着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー
モードの設定を編集できます。

待受画面でg→「オリジナルマナー」
を選択→%
（編集）
オリジナルマナー編集画面が表示されます。

着信音量

機能ごとに着信音量を設定します。
「音声着信」
「Eメール受信」
「指定外Eメール受信」
「お知らせ受信」
「Cメール受信」
「号外ニュース受
信」
バイブレータ 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。
「音声着信」
「Eメール受信」
「指定外Eメール受信」
「お知らせ受信」
「Cメール受信」
「 号外ニュース
受信」
「ウェイクアップトーン」
「パワーオフトー
ン」
「アラーム」
「スケジュールアラーム」
「タスク
アラーム」
アラーム音量 機能ごとにアラーム音量を設定します。
「アラーム」
「 スケジュールアラーム」
「 タスクア
ラーム」
操作音量
効果音の音量を設定します。
「キー操作音」
「OK音」
「NG音」
「 オープン音」
「ク
ローズ音」
「充電開始音」
「充電完了音」
「ウェイク
アップトーン」
「パワーオフトーン」
簡易留守メモ マナーモード（オリジナルマナー）設定中の簡易
留守メモの動作を設定します。
「ON」
「OFF」
•「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」
「ドライブ」
「公共」から選択できます。

%（保存）

▶P.284「簡易留守メモを再生する」
▶P.283「簡易留守メモを設定／解除する」

簡易留守メモで応答したときに流れるメッセー
ジを設定します。
「通常」
「ドライブ」
「公共」
• &
（再生）を押すと、メッセージを確認できま
す。
応答時間設定 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時
間を設定します。
• 01〜16秒まで設定できます。
• マナーモードが「ドライブ」に設定されている
場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応
答します。

◎ マナーモードが
「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応
答メッセージの設定にかかわらず
「ドライブ」
になります。
◎ 簡易留守メモと「オート着信
（M243）
」の応答時間を同じ時間に設定した場
合は、
簡易留守メモが優先されます。

簡易留守メモを設定／解除する
待受画面でC→［簡易留守メモ］
→［簡易留守メモ設定］

便利な機能

%（完了）を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。
&（一括設定）を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

簡易留守メモ
リスト
簡易留守メモ
設定
応答
メッセージ
設定

待受画面でCを1秒以上長押ししても、設定／解除できます。

簡易留守メモを利用する
電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ
を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり
約60秒間（GSMネットワークをご利用中は約20秒間）で、通話音声メ
モと合わせて10件までです。

待受画面でC→
［簡易留守メモ］

◎ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはな
りません。
マナーモード解除後に有効になります。
◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に
が表示されます。簡易留守メモ
と通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、 が表示されます。
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簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを選択→c（再生）
簡易留守メモ再生中に%
（サブメニュー）を押すと、サブメニューが表
示されます。

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間
が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

スピーカー スピーカー／受話口で簡易留守メモを聞くことが
ON／OFF できます。

着信後、
設定されている応答時間が経過
自動的に応答メッセージで応答します。
⬇
録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、
最大約60秒間※です。
⬇
相手が電話を切るか、約60秒※経過すると、
録音が自動的に終了します。
⬇
相手の方がメッセージを録音すると、
「簡易留守メモ 1件」と表示されます。
※GSMネットワークをご利用中は最大約20秒間です。

削除

再生中の簡易留守メモを削除します。

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
◎ 通知アイコンの を選択してcを押すと、簡易留守メモリスト画面が表
示されます。

■ 簡易留守メモリスト画面の表示について
③

①

②
◎ 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古
い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
便利な機能

※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件
も削除されなかった場合は、
簡易留守メモでの応答はできません。

◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時にCを押す
（本体を閉じている
ときはgを1秒以上長押しする）
と、
簡易留守メモで応答できます。
◎ 応答中または録音中にNを押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る
ことができます。
◎ GSMネットワークをご利用中は、応答中または録音中に受話OFF
（固定）と
なります。

簡易留守メモを再生する
待受画面でC→［簡易留守メモ］
→［簡易留守メモリスト］
簡易留守メモリスト画面が表示されます。
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① 相手の方の電話番号
▶P.98
「 電 話 が か か って き た 場 合 の
表示について」
② ：未再生
③ ：音声電話
：保護

《簡易留守メモリスト画面》

簡易留守メモリストのサブメニューを利用する
待受画面でC→［簡易留守メモ］
→［簡易留守メモリスト］
簡易留守メモを選択→%（サブメニュー）
削除

▶P.80「データを削除する」

保護／解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護
を設定／解除します。

通話音声メモを利用する
通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約
60秒間（GSMネットワークをご利用中は最大約20秒間）で、簡易留守
メモと合わせて10件までです。

通話中の相手の声を録音する
通話中にC
録音を開始します。

c（停止）
／C
通話音声メモの録音時間は最大約60秒間※です。60秒※を経過すると
自動的に終了します。
※GSMネットワークをご利用中は最大約20秒間です。

削除

▶P.80「データを削除する」

◎ 通話音声メモの一覧画面で%（サブメニュー）→［削除］と操作すると、通話
音声メモを削除できます。
（▶P.80
「データを削除する」
）

ボイスレコーダを利用する
自分の声を録音する
待受画面でC→［ボイスレコーダ］
→［録音］
→c（録音）
録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、
録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、E
メールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォル
ダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

c（終了）

通話音声メモを再生する

録音したデータを再生する
待受画面でC→［ボイスレコーダ］
→［再生］
再生するデータを選択→c

便利な機能

◎ 通話音声メモでは、
通話中の自分の声は録音できません。
◎ GSMネットワークをご利用中は、録音中の受話音量がLevel3（固定）とな
ります。

待受画面でC→
［通話音声メモ］
通話音声メモの一覧画面が表示されます。

通話音声メモを選択→c（再生）

◎ 録音データはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作につ
いては、
「データフォルダを利用する」
（▶P.249）
をご参照ください。

通話音声メモ再生中に%
（サブメニュー）を押すと、サブメニューが表
示されます。

スピーカー スピーカー／受話口で通話音声メモを聞くことが
ON／OFF できます。
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メモ帳を利用する
最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する
待受画面でC→［メモ帳］
メモ帳一覧画面が表示されます。

メモ帳を選択→&（編集）
→メモを入力→c

メモ帳制限※

メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック
No.の入力が必要になるように設定します。
「ON」
「OFF」
• メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面
で「メモ帳 No.01〜50 」と表示されま
す。
カレンダー登録／ 選択したメモ帳をカレンダーに登録／登録
解除します。
カレンダー
登録解除
※ メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

メモ帳は1件につき全角512／半角1,024文字まで入力できます。

メモ帳のサブメニューを利用する
待受画面でC→［メモ帳］
→メモ帳を選択→c（詳細）
%（サブメニュー）
メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→%（サブメニュー）と操作しても、サ
ブメニューを表示できます。

便利な機能
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カレンダー／スケジュール／タスクリストを
利用する
カレンダーを表示する
カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。
選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもで
きます。

削除

▶P.80「データを削除する」

待受画面でc→&
（カレンダー）

データコピー

▶P.265「他の機能からデータフォルダに
コピーする」
メモ帳の内容をテキストデータとして添付
してEメールを作成します。
メモ帳の内容をテキストデータとして添付
してデコレーションアニメを作成します。
メモ帳の内容をテキストデータとして添付
してデコレーションメールを作成します。
▶P.277「各機能のサブメニューから赤外
線で送信する」

カレンダーが表示されます。
L：前月を表示 R：翌月を表示

Eメール添付
デコレーション
アニメ添付
デコレーション
メール添付
赤外線送信

日付を選択→c
選択した日付の当日カレンダーが表示されます。
l：前日を表示 r：翌日を表示

項目を選択→c（詳細）
登録内容詳細画面が表示されます。

■ カレンダーの内容について

■ 当日カレンダーの内容について

① 今日の日付
②
背景が別の色で表示されます。
①
③ ② ス ケ ジ ュール ／タ ス ク リ ス ト ／メ モ 帳
を登録した日付、撮影したフォトやムー
ビーがある日付、アドレス帳に誕生日と
して登録されている日付
④
日付の下にアンダーラインが表示されま
す。
③ 選択されている日付
《1ヶ月リスト表示》
四角の枠が表示されます。
④ スケジュール／タスクリスト／メモ帳／撮影したフォト・ムービー
のタイトル／誕生日
選択されている日付に登録した情報が表示されます。

選択されている日付に登録したスケジュール／タ
スクリスト／メモ帳、撮影したフォト・ムービーの
タイトル、誕生日が表示されます。

《当日カレンダー》

データの種類

表示される内容

フォト・ムービー

フォト・ムービーのアイコンとタイトルが表示さ
れます。
分類アイコンと開始時刻※、用件が表示されます。

スケジュール

※ 2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←:→」または
「←:→｜」
（終了日）が表示されます。

タスクリスト

※ （未完了）／ （期限切れ未完了）のいずれかが表示されます。

メモ帳
誕生日

とメモ帳の内容が表示されます。
とアドレス帳に登録されている名前が表示さ
れます。

◎ 完了したタスクリストは表示されません。

便利な機能

◎ カレンダー表示中に%（サブメニュー）→［カレンダー表示切替え］と操作
して、カレンダー表示を
「1ヶ月リスト表示」
「1ヶ月画像表示」
「2ヶ月表示」
「6ヶ月表示」
から選択できます。
◎「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影し
たフォト・ムービーがサムネイル表示されます。*→フォト／ムービーを
選択→cと操作すると、
再生できます。
◎「6ヶ月表示」に切り替えたときは、
「カレンダーの内容について」の②と④は
表示されません。

アイコン※と期限時刻、用件が表示されます。

カレンダーのサブメニューを利用する
カレンダー／当日カレンダー→%（サブメニュー）
新規登録

スケ
▶P.288「スケジュールを新規登録す
ジュール
る」
タスク
▶P.289「タスクリストを新規登録す
リスト
る」
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新規登録

メモ帳

スケジュール一覧

スケジュール一覧画面を表示します。

タスクリスト一覧

タスクリスト一覧画面を表示します。

削除／登録解除

スケジュール／タスクリストを削除、ま
たはメモ帳を登録解除します。
• メモ帳は削除されません。

日付移動

指定年月日を表示します。

カレンダーで日付を選択して、休日を設
定／解除します。
日付を選択→c（切替）→%（実行）
曜日を選択して、休日を設定／解除しま
す。
期間設定 期間（開始日と終了日）を設定して、休日
を設定／解除します。
リセット 休日設定をお買い上げ時の状態に戻し
ます。
祝日設定／ 設定／
サイトからダウンロードした祝日デー
解除
解除
タをカレンダーに設定します。
• ダウンロードした祝日データが「休日
設定／解除」のデータと重複する場合
は、
「休日設定／解除」のデータが優先
されます。
ダウン
サイトから祝日データをダウンロード
ロード
します。
• ダウンロードには別途パケット通信
料がかかります。
カレンダー表示
カレンダーの表示方法を切り替えます。
切替え
「1ヶ月リスト表示」
「1ヶ月画像表示」
「2ヶ月表示」
「6ヶ月表示」
Eメール添付
スケジュール・タスクリストを添付デー
タにしてEメールを作成します。

休日設定／ カレン
解除
ダーで
設定
曜日指定

便利な機能
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メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレン
ダーに登録します。

デコレーション
アニメ添付
デコレーション
メール添付
シークレット
一時表示

スケジュール・タスクリストを添付デー
タにしてデコレーションアニメを作成
します。
スケジュール・タスクリストを添付デー
タにしてデコレーションメールを作成
します。
シークレット登録した内容を一時的に
表示します。
• カレンダー／スケジュールを終了す
ると元に戻ります。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

スケジュールを新規登録する
最大200件のスケジュールを登録できます。

カレンダー／当日カレンダー→&（新規）
→［スケジュール］
カレンダー→%
（サブメニュー）→［スケジュール一覧］→スケジュー
ルを選択→c
（詳細）→&（編集）と操作すると、登録されているスケ
ジュールを編集できます。

各項目を編集→%（登録）

■ スケジュールの入力項目について
項目

説明

用件

全角20／半角40文字まで入力できます。

分類

固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し
ます。
開始日時と終了日時を設定します。
2000年01月01日00時00分 〜2027年12
月31日23時59分
• 終了日時は、開始日時が未設定または開始日
時前の日時の場合は設定できません。

開始日時
終了日時

項目

説明

繰返し 繰返し スケジュールの繰り返しを指定します。
設定
周期 「毎日」
「毎週」
「毎月」
「毎年」
「なし」
繰返し スケジュールの繰り返し回数を設定します。
期限
あり：1〜99回
なし：無期限
繰返し スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、
例外日 スケジュールを繰り返さない日（例外日）を最大
20件まで設定します。
「あり」
「なし」
スケジュールアラームを設定します。
アラーム設定
• 開始日時が未設定の場合は設定できません。
•「 アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時
間00分前〜24時間00分前を設定します。
•「
ア ラ ーム 音 」
「
ア ラ ーム 音 量 「
」
ア
ラーム画像」
「 バイブレータ」
「 優先設定」
については、
「 アラームの入力項目について」
（▶P.292）をご参照ください。
場所
詳細
画像

全角40／半角80文字まで入力できます。
画像を設定します。
「データフォルダ」
「フォト撮影」
「ムービー撮影」
「OFF」
「シークレット（M427）」を「表示する」に設定し
たときのみ表示するように設定します。
「ON」
「OFF」

※「用件」、
「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

◎ 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できませ
ん。
au Media Tunerのテレビ
（ワンセグ）
で予約したスケジュールについて
◎ テレビ
（ワンセグ）の「視聴予約」
（ ▶P.244）／「録画予約」
（ ▶P.245）で登
録したスケジュールは、分類が「 EZテレビ
（ワンセグ）」
「 EZテレビ
（ワ
ンセグ）
」となります。

■ アラーム通知の日時について
「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、
「繰返し周期」を「な
し」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケ
ジュールアラームが動作します。

スケジュールアラームを設定した時刻になると
◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり
アラームが鳴ります。
◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア
ラームが鳴ります。
◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いず
れかのキーを押すか約1分間
（固定）
経過するとアラームは停止します。
アラームを同時刻に設定した場合
◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ
マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス
ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか
ら鳴動します。

タスクリストを新規登録する
最大50件のタスクリストを登録できます。

便利な機能

シークレット
設定

全角20／半角40文字まで入力できます。

◎「視聴予約」
「録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー／Eメール
添付／赤外線送信すると、
スケジュールのカテゴリは
「その他」
になります。

カレンダー／当日カレンダー→&（新規）
→［タスクリスト］
カレンダー→%（サブメニュー）→［タスクリスト一覧］→タスクリス
トを選択→c（詳細）→&（編集）と操作すると、登録されているタス
クリストを編集できます。

各項目を編集→%（登録）
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■ タスクリスト一覧画面の内容について
③

①
②

① （未完了）／ （完了）／ （期限切れ未完
了）
② 分類アイコン
③ タスクリストの内容
期限を過ぎても完了していないタスクリ
ストは別の色で表示されます。

項目

説明

完了日時を設定します。
• 完了日時の設定によって、 （未完了）／ （完
了）／ （期限切れ未完了）のいずれかが表示さ
れます。
シークレット 「シークレット（M427）」を「表示する」に設定し
設定
たときのみ表示するように設定します。

完了日時

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

《タスクリスト一覧画面》

■ タスクリストの入力項目について
項目

全角20／半角40文字まで入力できます。

分類

固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択しま
す。
タスクリストの期限を設定します。
2000年01月01日00時00分 〜2027年12月
31日23時59分
• %（期限なし）を押して、期限なしを設定できま
す。
タスクアラームを設定します。
• 期限日時が
「期限なし」の場合は設定できませ
ん。
•「 アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間
00分前〜24時間00分前を設定します。
•「 アラーム音」
「 アラーム音量」
「 アラーム
画像」
「 バイブレータ」
「 優先設定」について
は、
「アラームの入力項目について」
（▶P.292）
をご参照ください。

期限日時

便利な機能
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説明

用件

アラーム設定

タスクアラームを設定した時刻になると
◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり
アラームが鳴ります。
◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア
ラームが鳴ります。
◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いず
れかのキーを押すか約1分間
（固定）
経過するとアラームは停止します。
アラームを同時刻に設定した場合
◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ
マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス
ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか
ら鳴動します。

スケジュール／タスクリストのサブメニューを
利用する
カレンダー／当日カレンダー→%（サブメニュー）
→［スケジュール一覧］
／［タスクリスト一覧］
→スケジュール／タスクリストを選択→c（詳細）

%（サブメニュー）
スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面でスケジュール／タス
クリストを選択→%（サブメニュー）と操作しても、サブメニューを表
示できます。

新規登録
削除

データコピー
Eメール添付

フォト表示
ON／OFF
メモリ登録件数

登録した件数を表示します。

シークレット
一時表示

シークレット登録した内容を一時的に表示し
ます。
• カレンダー／スケジュールまたはタスクリ
ストを終了すると元に戻ります。

※ 画面により表示される項目は異なります。

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10
件まで登録できます。

待受画面でc→［ツール］
→［時計／カレンダー］
→［アラーム］
アラーム一覧画面には、ON／OFF設定、繰返し指
《アラーム一覧画面》
定、アラーム時刻が表示されます。
アラーム一覧画面で&（詳細）を押すと、アラーム
の詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。
アラーム詳細画面で&（リセット）を押すと、選択
しているアラームの設定内容がリセットされま
す。

アラームを選択→c（編集）
各項目を編集→%（保存）
アラームを保存すると、自動的にONになります。

アラームのON／OFF設定
◎ アラーム一覧画面／アラーム詳細画面で%
（ON／OFF）を押すと、アラー
ムのON／OFFが切り替わります。
アラームを設定した時刻になると
◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり
アラームが鳴ります。
◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア
ラームが鳴ります。
◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間
（固定）
経過するとアラームは停止し、
アラームの内容が表示されます。
◎ 着うたフル Ⓡ ／PCなどで購入した着うたフル Ⓡ や楽曲データ／ビデオク
リップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に
設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム
が停止します。

便利な機能

デコレーション
アニメ添付
デコレーション
メール添付
赤外線送信

▶P.288「スケジュールを新規登録する」
▶P.289「タスクリストを新規登録する」
▶P.80「データを削除する」
•「終了データ一括削除」を選択すると、現在
日時以前のスケジュールをすべて削除しま
す。なお、繰返し設定によって自動的に登録
されたスケジュールは、最終日の終了日時
が現在日時以前の場合に、すべて削除され
ます。
▶P.265「他の機能からデータフォルダにコ
ピーする」
スケジュール・タスクリストを添付データに
してEメールを作成します。
スケジュール・タスクリストを添付データに
してデコレーションアニメを作成します。
スケジュール・タスクリストを添付データに
してデコレーションメールを作成します。
▶P.277「各機能のサブメニューから赤外線
で送信する」
フォトの表示／非表示を切り替えます。

アラームで指定した時刻をお知らせする
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スヌーズモードを設定すると
◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が
鳴ります。
◎ スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が
表示されているときに、Cを1秒以上長押しするか、待受画面に表示され
たスヌーズ通知アイコンを選択します。
アラームを同時刻に設定した場合
◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ
マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス
ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか
ら鳴動します。

■ アラームの入力項目について
項目
アラーム時刻
繰返し※
アラーム名※

アラームの繰り返しを曜日などで指定します。
「毎日」
「曜日指定」
「平日」
「休日」
「1回のみ」
全角6／半角12文字まで入力できます。

アラーム音を設定します。
「オリジナル」
「 データフォルダ」
「EZwebで探
す」
「ケータイアレンジに従う※」
• ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購
入したビデオクリップをアラーム音に設定し
た場合、アラーム画像とスヌーズモードを設
定することはできません。
※
スヌーズモード いったんアラームを止めても、設定した時間が
経過すると、アラーム音が鳴るように設定しま
す。
「ON」
「OFF」
•「ON」に設定したときは、時間
（1〜10分）を
設定します。
音量を設定します。
アラーム音量
「STEP↑」
「STEP↓」
「Level5」〜「Level1」
「OFF」
アラーム音

便利な機能
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説明
お知らせする時刻を入力します。

項目

説明

アラーム画像

お知らせするときに表示するデータを設定しま
す。
「オリジナル」
「 データフォルダ」
「EZwebで探
す」
「ケータイアレンジに従う※」
「OFF」
バイブレータを設定します。
「 メ ロ デ ィ連 動 」
「 パ タ ーン1」〜「 パ タ ーン5」
「OFF」
マナーモード設定時にアラームの設定でお知ら
せするか、マナーモードの設定でお知らせする
かを設定します。
「アラーム優先」
「マナー優先」
•「アラーム優先」に設定しても、マナーモード
を「ドライブ」に設定していた場合は、マナー
モードの設定でお知らせします。

バイブレータ

優先設定

※ スケジュールアラーム／タスクアラーム設定時は表示されません。

カウントダウンタイマーで時間を計る
最大60分（1秒単位）でカウントダウンタイマーを設定できます。

待受画面でc→［ツール］
→［時計／カレンダー］
→［カウントダウンタイマー］
カウントダウンタイマーが表示されます。

時間を入力（1秒〜60分）
→c（開始）
カウントダウンを開始します。
カウントダウン中にc（停止）／c（再開）を押して一時停止／再開で
きます。また、&（リセット）を押すとカウントダウンをやり直すこと
ができます。

電卓で計算する
◎ カウントダウンタイマーの画面で%（アラーム音）を押すと、カウントダウ
ン終了時の動作を設定できます。
「 カウントダウンタイマー音」
「 カウ
ントダウンタイマー音量」
「 バイブレータ」
「 優先設定」については、
「ア
ラームの入力項目について」
（▶P.292）
をご参照ください。
アラームを同時刻に設定した場合
◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ
マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス
ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか
ら鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る
1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム
（各
区間ごとの経過時間）／スプリットタイム
（合計経過時間）を記録でき
ます。

待受画面でc→［ツール］
→［時計／カレンダー］
→［ストップウォッチ］

待受画面でc→［ツール］
→［電卓］
0〜9：数字を入力
*：小数点を入力
u：＋
d：−
l：×
r：÷
#：％
c：＝
C：C（計算前の数値のみをクリア）、長押しでAC（オールクリア）
L：日本円を外貨に換算
R：外貨を日本円に換算
&
（チップ）：チップを計算。チップと、チップを合計した金額が表示さ
れます。
F：END（終了）

◎ 計算がエラーとなった場合は、
「E」
と表示されます。
%を付加した計算について
例題
100の10％増しを計算
100の10％引きを計算
100は80の何％かを計算
100の10％を計算

入力
100＋10％
100−10％
100÷80％
100×10％

計算結果
110
90
125
10

c
（開始）
&（SPLIT）／&（LAP）を押すと、区間ごとのラップタイム／スプ
リットタイムを記録します。
計測中にc（停止）／c
（再開）で計測を一時停止・再開できます。ま
た、%（リセット）を押すと、計測中の記録を破棄します。

◎ 計測したラップタイム／スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラッ
プタイム／スプリットタイムから削除されます。

換算外貨やチップ率を設定する

便利な機能

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。
• 計測開始前に、&
（SPLIT）／&（LAP）を押して、ラップタイムとス
プリットタイムの一覧を切り替えることができます。

最大10桁の計算を行うことができます。

電卓画面で%（サブメニュー）
換算外貨設定

チップ率設定

換算対象の外貨を設定します。
• %（レート設定）を押すと、換算レートを設
定できます。
チップ率を設定します。
0〜99%
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辞書機能を利用する
待受画面でc→［ツール］
→［電子辞書］
検索する・調べる

全文で検索する

複数辞書で検索する

履歴

コンテン
ツ設定・
著作権
便利な機能

その他設
定
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辞書を選択し、目次から項目を選択した
り見出し語を検索して調べます。
▶P.295「目次から項目を選択する」
▶P.295「見出し語／全文を検索する」
辞書を選択し、全文を検索して調べま
す。
▶P.295「見出し語／全文を検索する」
複数辞書の見出し語を検索して調べま
す。
▶P.295「複数の辞書から検索する」
以前に検索した項目（最大30件）を確認
します。
• %（サブメニュー）→［削除］と操作す
ると履歴を削除することができます。
辞書コンテンツをダウンロードします。

ダウン
ロード
複数辞書 「複数辞書で検索する」で検索する辞書
検索設定 コンテンツを設定します（最大5件）。
辞書コンテンツを選択→c→%（実
行）→［はい］
著作権
辞書コンテンツの著作権に関する情報
を表示します。
文字サイ 文字サイズを設定します。
ズ設定
「大」
「中」
「小」
電子辞書 電子辞書の
「履歴」を削除し、
「 複数辞書
リセット 検索設定」
「文字サイズ設定」の設定をリ
セットします。
• リセット後の設定については、
「機能リ
セット
（M452）でリセットされる内
容」
（▶P.332）をご参照ください。

◎ 本機には以下の辞書コンテンツが搭載されています。
電子創研＋ Copyright © 2007‒ 電子創研
＜基本辞書＞
デイリーコンサイス国語辞典 第4版

株式会社三省堂

デイリーコンサイス英和辞典 第7版
デイリーコンサイス和英辞典 第6版
＜語学系＞
世界と話そう！ 7ヵ国語会話

株式会社三省堂

海外旅行ハンドブック

株式会社永岡書店

英語で一日すごしてみる

リック西尾／PHP研究所

◎ ネットワークエラーや着信などにより、辞書コンテンツのダウンロードが
中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに
保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きから
ダウンロードできます。
◎ 意味詳細画面でリンクを選択→c（ジャンプ）と操作すると、関連項目を表
示できます。
◎ 意味詳細画面に画像が登録されていた場合は、&（画像）を押すと画像を表
示できます。
◎ 項目一覧画面や意味詳細画面で%
（サブメニュー）を押すと、次の操作がで
きます。
ただし、
表示される項目は画面によって異なります。
文字ジャンプ

文字を選んで、
見出し語から検索します。

見出し語コピー

検索した単語
（見出し語）をクリップボードに記憶し
ます。

本文指定コピー

範囲を選択してクリップボードに記憶します。

文字クリア

検索文字を消去します。

複数辞書検索設定 「複数辞書で検索する」で検索する辞書コンテンツを
設定します
（最大5件）
。

目次から項目を選択する

検索候補を選択→c（詳細）
意味詳細画面が表示されます。

待受画面でc→［ツール］
→［電子辞書］
［検索する・調べる］
辞書コンテンツを選択→%（目次）
目次が表示されます。

項目を選択→c
項目を何度か選択すると、意味詳細画面が表示されます。

見出し語／全文を検索する
辞書コンテンツによっては、入力した文字を見出し語
（完全に一致する
もの）や全文から検索できます。

フェイク着信を利用する
Nを長押しすることで、電話がかかってきたように見せかけること
ができる機能です。
暗い夜道での一人歩きのとき、通話しているふりをすることで、周囲の
注意をそらすように、本機能をご利用いただけます。

待受画面でN（1秒以上長押し）
フェイク着信の着信音が鳴り、フェイク着信中画面が表示されます。

N
着信音が止まり、フェイク着信通話中画面が表示されます。

待受画面でc→［ツール］
→［電子辞書］
［検索する・調べる］
／［全文で検索する］

検索候補を選択→c（詳細）
意味詳細画面が表示されます。

※「電波OFFモード
（M52）」を「ON」に設定していても電話をかけることができます。なお
電話をかけた後は、自動的に
「電波OFFモード（M52）」は「OFF」に設定されます。

便利な機能

辞書コンテンツを選択→c→&（入力）
→検索文字を入
力→c

◎ フェイク着信の着信音量は変更できません。
◎ マナーモード設定中やイヤホン接続中でも、着信音はスピーカーから鳴り
ます。
◎ フェイク着信中画面で0〜9、*、#、&、%、L、Rのキーを
押しても着信音が止まります。
◎ 約2分間操作をしないと、
フェイク着信は終了します。
◎ フェイク着信通話中画面で相手の電話番号を入力して、Nを押すと電話
をかけることができます。

複数の辞書から検索する
入力した文字を、複数の辞書コンテンツの見出し語から検索できます。

待受画面でc→［ツール］
→［電子辞書］
［複数辞書で検索する］
&（入力）
→検索文字を入力→c
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