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着信音を変える 〈着信音選択〉

FOMA音声電話、WLAN音声電話（外線）、WLAN
音声電話（内線）、テレビ電話、プッシュトーク、メー
ルなどの着信音や着信画面を設定します。また、電話
番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定し
て、それぞれに着信音を設定することもできます。
→P.103
「メロディ一覧の見かた」→P.337
発信画面の設定のしかた→P.116

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「着信音選択」 着信音を設
定する項目を選択
「FOMA電話、WLAN電話（外線）、WLAN電話
（内線）、テレビ電話、プッシュトーク、メール、
メッセージR、メッセージF、ｉコンシェル」か
ら選択します。
•「FOMA電話」を選択すると、FOMA音声電話
や64Kデータ通信の着信音が設定されます。

•「メール」を選択すると、ｉモードメールや
SMS、パケット通信の着信音が設定されます。

2「着信音」 以下の項目から選択
メロディ……着信音やメロディを設定します。

ｉモーション……FOMA端末に取得したｉモー
ション、着うた®やカメラで撮影した動画
（ｉモーション）を設定します。
着信時には、選択したｉモーションに応じて映
像や音声が再生されます（着モーション機能）。

ミュージック……着うたフル®を設定します。着
うたフル®に配信元が指定した着信音設定部分
がある場合は、以下の項目から設定します。

まるごと設定……1曲すべてを着信音に設
定します。

オススメ設定……曲の一部を着信音に設定
します。
vで着信音に設定する部分（オレンジ色
で表示）を指定 d［確定］
「移行可能コンテンツ」フォルダを選択した
場合は、「YES」を選択し保存するフォル
ダを選択します。

おしゃべり……「おしゃべり機能」で録音した
音声を設定します。

ランダムメロディ……メロディが保存されてい
るフォルダを選択します。着信時にはフォルダ
に保存されているメロディがランダムで選曲さ
れ、再生されます。

OFF……着信音を鳴らしません。

■ 着信画像を設定する場合
「着信画面」または「メール着信画面」

「着信画面」の場合、設定する画像をマイピク
チャ、ｉモーションから選択します。
「メール着信画面」の場合、設定する画像をマイ
ピクチャから選択します。

3 着信音を選択
メロディを選択すると、そのメロディが鳴りま
す。
r、q、o、p、uのいずれかのボタ
ンを押すと、メロディは止まります。

■お買い上げ時に登録されている着信音・メロディ・
アラーム音一覧

■お買い上げ時に登録されている着モーション
a la carte

表示 曲名 作曲者 3Dサウン
ド対応

着信音1～4 － － ×
CALLING － － ×
電話がかかって
います

－ － ×

黒電話 － － ×
Trip Trip － ×
ラプソディ・
イン・ブルー

Rhapsody
in blue

George 
Gershwin

×

花のワルツ The nutcracker 
Marche op.71a 
Valse des fleurs

Pytr Il’ich 
Chaikovsky

○

月の光 Clair De 
Lune

Debussy 
Claude 
Achille

○

You’ve got 
mail

－ － ×

メールが届きま
した

－ － ×

Good Morning － － ×
予定時間になり
ました

－ － ×

ひよこ － － ×
Calmness － － ×
Groovy － － ×
Funny Step － － ×
Smoochy － － ×
Cosmic － － ×
Balmy － － ×
スタイルチェン
ジ1～3

－ － ×



109

音
／
画
面
／
照
明
設
定

O
ｉモーション（映像のみのｉモーションなど）や
着うたフル®によっては着信音に設定できないも
のがあります。
プッシュトークとｉコンシェルの着信音に設定で
きるｉモーションは音声のみのｉモーション（歌
手の歌声など映像のないｉモーション）です。
音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像の
ないｉモーション）は着信画面に設定できません。
Flash画像を着信画面／メール着信画面に設定す
ることができますが、着信音は「着信音」で設定
した音が鳴ります。
Flash®Videoを含むFlash画像を設定しても再生
されません。
移行可能コンテンツフォルダ内のｉモーション
を選択すると、選択したｉモーションが「ｉモー
ション／ムービー」のINBOXフォルダに移動さ
れます。
移行可能コンテンツフォルダ内の着うたフル®を
選択すると、「まるごと設定」のときは選択した着
うたフル®が「ミュージック」のINBOXフォルダ
に移動されます。「オススメ設定」のときは選択し
た部分をｉモーションとして切り出し、「ｉモー
ション／ムービー」のフォルダに保存されます。
FOMA端末本体に保存されている着うたフル®を
「オススメ設定」で着信音に設定した場合は、
ｉモーションとしての切り出しは行われずに選
択した部分がそのまま着信音に設定されます。
着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信
音量」で設定した音量で鳴ります。
着信音と着信画面に映像と音声が含まれる
ｉモーションを設定した場合は、着信音に設定さ
れたｉモーションが再生されます。
着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以
外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれる
ｉモーションを設定した場合は、着信画面に設定
されたｉモーションが再生されます。
メールの着信音にｉモーションや着うたフル®を
設定している場合、パケット通信の着信音はお買
い上げ時の「メール」の着信音になります。また、
着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着
信時には専用の着信画面が表示されます。
着うたフル®を着信音に設定した場合、着うたフ
ル®にジャケット画像が含まれていても、着信時
に表示されません。

複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信し
た場合の着信音の動作は以下のとおりです。

＜電話着信音の優先順位＞
電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以
下のとおりです。
①個別着信音／画像の音声／テレビ電話着信音
②グループ着信音／画像の音声／テレビ電話着
信音

③2in1のBモードへの着信音／マルチナンバー
（付加番号1、2）の着信音
④着信音選択／きせかえツール設定の着信音
※上記①個別着信音／画像、②グループ着信音／
画像での優先順位は以下のとおりです。
①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
②着信画面設定のｉモーション
③音声／テレビ電話着信音のｉモーション（歌
手の歌声など映像のないｉモーション）、メ
ロディ、着うたフル®

＜メール（SMSを含む）着信音の優先順位＞
メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は
以下のとおりです。
①個別着信音／画像のメール着信音、SMS着信音
②グループ着信音／画像のメール着信音
③2in1のBモードへのメール着信音
④着信音選択の着信音／きせかえツール設定の
メール着信音

＜着信画像の優先順位＞
着信画像の設定が重なった場合の優先順位は以下
のとおりです。
①個別着信音／画像の着信画面設定
②グループ着信音／画像の着信画面設定
③電話帳登録の静止画
④2in1のBモードへの着信画面設定
⑤着信音選択のｉモーション
⑥画面表示設定／きせかえツール設定
※上記①個別着信音／画像、②グループ着信音／
画像での優先順位は以下のとおりです。
①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
②着信画面設定のｉモーション、静止画・画像

O

受信内容 着信音の動作
メールを複数受信 最後に受信したメールに

設定されている着信音が
鳴ります。

メールとメッセージ
R／Fを同時に受信
メッセージR／Fを
同時に受信

メッセージRに設定され
ている着信音が鳴りま
す。
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着信音やメロディなどの音響効
果を設定する

〈ステレオ・3Dサウンド設定〉

メロディを再生したときや音声電話、テレビ電話、
プッシュトークやメールなどの着信音、効果音、
ｉモーション再生音を表現豊かに再生します。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「ステレオ・3Dサウンド設
定」 「ON」
■ ステレオ・3Dサウンド設定を設定しない場合
「OFF」

● 3Dサウンドとは
3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカ（またはス
テレオイヤホンセット）を使用して、立体的に広がり
のある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。
3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるｉアプリ
によるゲームやメロディ再生などをお楽しみいただ
けます。
■3Dサウンドの聞きかた
• 迫力ある3Dサウンドをお楽しみいただくために
は、FOMA端末をおよそ20～30cm離し、ディ
スプレイが正面横向きになるように持って聞いた
場合に最も効果が現れます。

• 正面から左右にずらした位置で聞く場合や、正面で
も近すぎたり遠すぎたりした場合には効果が薄れ
てしまいます。

• 個人差により、立体感が異なる場合があります。違
和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設
定」を「OFF」に設定してください。

●「音響効果あり」のｉモーションを再生した
ときは

音響効果ありのｉモーションを再生したときに、ス
ピーカから聞こえる再生音には「楽器や声の輪郭が
はっきりしたサウンド」といった音響効果が加わり、
イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音には「自然
な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭がはっきり
したサウンド」といった音響効果が同時に加わりま
す。
音響効果ありのｉモーションは、動画一覧画面のア
イコンで確認できます。→P.321

着信を振動で知らせる
〈バイブレータ〉

FOMA音声電話、WLAN音声電話（外線）、WLAN
音声電話（内線）、テレビ電話、プッシュトーク、メー
ルなどを受けたときの、それぞれの振動パターンを設
定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「バイブレータ」 バイブレー
タを設定する項目を選択
「FOMA電話」を選択すると、FOMA音声電話
や64Kデータ通信のバイブレータが設定されま
す。
「メール」を選択すると、ｉモードメール、SMS、
パケット通信のバイブレータが設定されます。

2 振動パターンを選択
パターン1～パターン3……それぞれのパター
ンで振動します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、その
パターンでFOMA端末が振動します。

メロディ連動……着信音に設定されているメロ
ディのパターンに合わせてFOMA端末が振動し
ます。

OFF……振動しません。

■バイブレータ設定時の待受画面のアイコン表示
：音声電話、テレビ電話、プッシュトークのいず
れかの着信で振動

：メール、メッセージR、メッセージFのいずれか
の着信で振動

：「 」と「 」の両方の状態

O
タッチ操作時のバイブレータは「タッチパネル有
効設定」の「バイブレータ」の設定に従います。
バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストー
ブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよ
う注意してください。
「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に
連動するわけではありません。またメロディにバ
イブレータのパターンが指定されていない場合、
着信音をｉモーションや着うたフル®に設定して
いる場合は、パターン2で振動します。
エリアメール受信時は本機能の設定にかかわら
ず、着信音やブザー音に連動して振動します。た
だし、「メール」の振動パターンが「OFF」に設
定されているときには、エリアメール（着信音）
受信時にバイブレータは振動しません。
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呼出音を変える 〈メロディコール設定〉

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を
変更するかしないか（YES、NO）を設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「メロディコール設定」
「YES」または「NO」
「YES」を選択した場合、メロディコールの
ｉモードサイトに接続します。設定サイトはパ
ケット通信料無料です。ただし、IPサイト、
ｉモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに
接続した場合はパケット通信料がかかります。
画面の指示に従って設定してください。

ボタンを押したときに鳴る音を
設定する 〈ボタン確認音〉

本機能を「OFF」に設定すると、電池残量表示の
音や各種警告音、ディスプレイをタッチしたときの
音も鳴りません。
ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音
量」で設定した音量、通話していない場合には一定
の音量になります。

1 i 「設定／NWサービス」 「そ
の他設定」「ボタン確認音」「ON」
または「OFF」

GPS機能で測位したときの通
知音やイルミネーションを設定
する

現在地確認、現在地通知、位置提供にて測位したとき
の通知音やイルミネーションについて設定します。
「位置提供設定」の「位置提供」を「位置提供ON」
に設定し、公共モード（ドライブモード）を設定し
ている場合、位置提供の要求があると通知音、バイ
ブレータ、イルミネーションは動作せずに位置情報
が提供されます。

通知音やバイブレータを設定する

1 i 「LifeKit」 「地図・GPS」
「地図・GPS設定」 「音／バイ
ブレータ設定」

2 以下の項目から選択
音量……通知音の音量を設定する項目を選択
し、cで音量を調節します。

音選択……通知音を設定する項目を選択し、「メ
ロディ、OFF（鳴らさない）」から選択します。

バイブレータ……バイブレータを設定する項目
を選択し、「パターン1～3、メロディ連動、OFF
（振動しない）」から選択します。「メロディ連動」
を選択した場合は、設定されているメロディの
パターンにあわせて振動します。

通知時間設定……通知音を鳴らす時間を設定す
る項目を選択し、「ON、OFF（鳴動しない）」か
ら選択します。「ON」を選択した場合は、鳴動
時間（01～30秒の2桁）※も入力します。

※：「位置提供／毎回確認」については、01～ 20
秒の2桁を入力します。

イルミネーションを設定する

1 i 「LifeKit」 「地図・GPS」
「地図・GPS設定」 「イルミネー
ション選択」

2 設定する項目を選択 以下の項目か
ら選択
色1～12……それぞれの色で点滅します。

グラデーション……色1～12が順番に点灯しま
す。

OFF……点滅しません。「位置提供／許可」と
「位置提供／毎回確認」を選択した場合は、
「OFF」を設定することはできません。

＜バイブレータの優先順位＞
バイブレータの設定が重なった場合の優先順位は
以下のとおりです。
①個別着信音／画像のバイブレーション設定
②グループ着信音／画像のバイブレーション設定
③2in1のBモードへのバイブレータ設定
④バイブレータの設定

O
WLAN音声電話、テレビ電話、プッシュトークか
ら発信された場合は、相手側にはメロディコール
は流れません。

O
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スタイルチェンジ音を設定する
〈スタイルチェンジ音〉

待受画面表示中にFOMA端末のスタイルを切り替え
たときに鳴る音を設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「ス
タイルチェンジ設定」 「スタイル
チェンジ音」 設定するスタイルを
選択

2 以下の項目から選択
メロディ……スタイルチェンジ音をメロディの
フォルダから選択します。

鳴動時間……スタイルチェンジ音が鳴る時間を
選択します。

OFF

充電時の確認音を設定する
〈充電確認音〉

充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らしま
す。
待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定
中、公共モード（ドライブモード）設定中などで
は、充電確認音は鳴りません。

1 i 「設定／NWサービス」 「そ
の他設定」 「充電確認音」 「ON」
または「OFF」

時刻アラーム音を設定する
〈時刻アラーム音設定〉

アラーム、スケジュール、To Doリスト、ワンセグ
視聴予約で設定できる時刻アラーム音を変更します。

1 i 「設定／NWサービス」 「時
計」 「時刻アラーム音設定」 ア
ラーム音を選択
アラーム音は「メロディ、ｉモーション、ミュー
ジック、おしゃべり、OFF」から選択します。

通話が切れそうなときにアラー
ムで知らせる 〈通話品質アラーム〉

電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場
合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。
急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴
らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 i 「設定／NWサービス」 「通
話」 「通話品質アラーム」

2 以下の項目から選択
FOMA通話品質アラーム……FOMA音声通話
中やテレビ電話中に電波の状態が悪くなったと
きにアラームを鳴らします。

WLAN通話品質アラーム……WLAN音声通話
中に電波の状態が悪くなったときにアラームを
鳴らします。

WLAN受信レベル低下通知……「Handover設
定」が「ON」の場合、WLAN音声通話中に電
波の状態が悪くなりアクセスポイントが変更さ
れる際にアラームを鳴らします。

3 アラーム音を選択
アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、ア
ラーム低音」から選択します。

メールの着信音を鳴らす時間を
設定する 〈メール／メッセージ鳴動〉

メール、メッセージR／F、ｉコンシェルのインフォ
メーションを受信したときの着信音を鳴らす時間を
設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「メール／メッセージ鳴動」
時間を設定する項目を選択
「メール」を選択すると、ｉモードメール、エリ
アメール、SMSの鳴動時間が設定されます。

2「ON」 鳴動時間（01～30秒の2
桁）を入力
■ 着信音を鳴らさない場合
「OFF」

「バイブレータ」を動作するように設定していた
場合は、振動しなくなります。

O
スタイルチェンジ音の音量は調整できません。
ｉアプリ待受画面を設定している場合はスタイル
チェンジ音は鳴りません。
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イヤホンとスピーカから着信音
を鳴らす 〈イヤホン切替設定〉

イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イ
ヤホンとスピーカから着信音やアラーム通知音など
が鳴るように設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「外
部接続」 「イヤホン切替設定」
「イヤホン＋スピーカー」または「イ
ヤホンのみ」

電話から鳴る音を消す
〈マナーモード〉

FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタン確認
音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定
します。
マナーモードの設定内容の詳細については別表1
（P.114）、別表2（P.115）をご覧ください。
マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」
で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナ
ルマナー」の3種類から選択することができます。

1 待受画面表示中 q（1秒以上）ま
たはa［マナー］（1秒以上）
通話中にqを1秒以上押
してもマナーモードを設定
できます。
マナーモードが設定されて
「 」が表示され、「マナーモード選択」で設定
した内容が表示されます。

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナー
モードに設定したことを通知するメッセージが
表示されます。
■ マナーモードを解除する場合
待受画面表示中 q（1秒以上）またはa［マ

ナー］（1秒以上）
通話中にqを1秒以上押してもマナーモード
を解除できます。
マナーモードが解除されて「 」の表示が消え
ます。
通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナー
モードを解除したことを通知するメッセージが
表示されます。

自動でマナーモードを起動／解除する
〈自動マナーモード〉

決められた時刻に自動的にマナーモードを起動／解
除します。
マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2
件まで登録できます。

＜例：自動で起動する場合＞

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「マナーモード設定」 「マ
ナー起動時間設定」
■ 自動で解除する場合
「マナー解除時間設定」
■ 前回の設定内容のまま
ON、OFFを切り替える場
合
設定項目を反転 p

［ON／OFF］
pを 押 す た び に「ON、
OFF」が切り替わります。

■ 前回の設定内容を確認す
る場合
設定項目を選択

O
「着信音量」を「消去」に設定している場合は、イ
ヤホンからもスピーカからも着信音は鳴りませ
ん。
マナーモード（オリジナルマナー）で「電話着信
音量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定し
ている場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。
ただし、マナーモード（マナーモード、スーパー
サイレント）設定中は、イヤホンからのみ着信音
が鳴ります。

：「バイブレータ」で通知

：「着信音量」を「消去」に
設定

 など ：「伝言メモ」「テレビ電話
伝言メモ」で録音、録画
するように設定

O
マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音
やオートフォーカスロック完了音は鳴ります。
バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストー
ブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよ
う注意してください。

マナー起動（解除）時間
設定一覧画面

機能メニュー P.114

マナー起動（解除）時間
設定詳細画面

機能メニュー P.114
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2 設定する項目を反転 o［編集］

3 以下の項目から選択
時刻入力……自動起動または解除する時刻

を入力します。

繰り返し……自動起動または解除の繰り返
しを「設定なし、毎日（ ）、曜日指定（ ）」
から選択します。

4 o［完了］

● 自動マナーモードを設定すると
待受画面に以下のアイコンが表示されます。
：自動起動設定中
：自動解除設定中
q（1秒以上）でマナーモードを設定しても、自
動解除設定をしているときは、その時刻になるとマ
ナーモードは解除されます。
自動起動設定でマナーモードに移行した場合でも
q（1秒以上）でマナーモードは解除できます。

マナー起動（解除）時間設定一覧
画面（P.113）／マナー起動（解
除）時間設定詳細画面（P.113）

編集

詳細表示※……設定内容を表示します。

完了（1件ON）……設定を有効にします。

1件OFF……設定を1件無効にします。

全件OFF……設定をすべて無効にします。

※：マナー起動（解除）時間設定一覧画面でのみ利用で
きます。

［別表1］マナーモードに設定すると

O
FOMA端末の電源が切れているときに自動マ
ナーモードの起動／解除の時刻になっても、本機
能は動作しません。
自動マナーモードの起動／解除の時刻になって
も、他の機能を利用中は起動／解除は行われませ
ん。機能終了後に起動／解除が行われます。

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）

伝言メモの起動 「伝言メモ」（P.82）の
設定

「伝言メモ」の設定値

バイブレータ ON 「バイブレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、プッシュトー
ク、64Kデータ通信の着信音量

消去 「電話着信音量」の設定値

メール、パケット通信、メッセージR
／F、ｉコンシェルのインフォメー
ション、ｉアプリコールの着信音量

消去 「メール着信音量」の設定値

アラームの音量（スヌーズ機能を含
む）

消去 「アラーム音量」の設定値

ウェイクアップ音 消去 「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベル
2」

ｉアプリの音量、ｉウィジェット効
果音

消去 「ｉアプリ音量」の設定値

スケジュール／To Doリスト／ワン
セグ視聴予約・録画予約／料金通知の
アラーム音量

消去 「電話着信音量」の設定値

音声メモや伝言メモなどの確認音、起
動音、終了音

ON OFF 「メモ確認音」の設定値

ボタン確認音、電池残量の確認音 OFF 「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度 アップ 「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音 消去 「電話着信音量」の設定値

「消去」以外に設定している場合は一定の音
量で鳴動
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［別表2］イヤホン接続時は

応答保留音 消去 「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベル
2」

電池切れアラーム OFF 「低電圧アラーム」の設定値
「電話着信音量」を「消去」に設定していて
も、「低電圧アラーム」を「ON」に設定す
ると、電池切れアラームは「レベル1」

受信メールの読み上げ 「着信音量」の「FOMA電話」の設定値
「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
メールの読み上げは、受信メール詳細画面の機能メニューで「メー
ル読み上げ」を選択したときのみ有効

ボイスクロック（待受中、スヌーズ
中）、FOMA端末を閉じているときの
不在着信／新着メールの確認音

消去 「レベル2」
「電話着信音量」を「消去」に設定している
場合は消去

トルカ取得音 消去 「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベル
4」

GPS機能の現在地確認音や通知音 消去 オリジナルマナーの設定値にかかわらず、
すべて消去

スタイルチェンジ音 OFF

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）

受信メールの読み上げ 「着信音量」の「FOMA電話」の設定値
「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」

ボイスクロック（待受中、スヌーズ
中）、FOMA端末を閉じているときの
不在着信／新着メールの確認音

「着信音量」の「FOMA
電話」の設定値
「消去」「ステップ」に
設定している場合は
「レベル2」

「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベル
2」

ミュージックプレーヤーの音量 ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.276）
ワンセグ視聴中／録画再生中の音量 ワンセグ視聴中／録画再生中の音量設定値（P.255）
スタイルチェンジ音 「レベル2」

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）
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マナーモードを変更する
〈マナーモード選択〉

マナーモード設定中の動作を選択します。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「マナーモード設定」 「マ
ナーモード選択」

2 以下の項目から選択
マナーモード……スピーカから出るすべての音
を消去し、着信などをバイブレータ（振動）で
お知らせします。ただし、受話口から鳴る確認
音（音声メモやメモを再生したときなど）は消
去しません。

スーパーサイレント……スピーカから出るすべ
ての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着
信などをバイブレータ（振動）でお知らせしま
す。

オリジナルマナー→P.116

オリジナルマナーを設定する
お好みのマナーモードの動作を設定します。
お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下
のように設定されています。
• 伝言メモ：OFF
• バイブレータ：ON
• 電話着信音量：消去
• メール着信音量：消去
• アラーム音量：消去
• ｉアプリ音量：消去
• メモ確認音：ON
• ボタン確認音：OFF
• 通話中マイク感度：アップ
• 低電圧アラーム：OFF

1 マナーモード選択画面（P.116）
「オリジナルマナー」 以下の項目か
ら選択
伝言メモ→P.82

バイブレータ→P.110

電話着信音量……音声電話とテレビ電話、プッ
シュトーク、64Kデータ通信の着信音量を設定
します。→P.78

メール着信音量……メール、パケット通信、メッ
セージR／F、ｉコンシェルのインフォメーショ
ン、ｉアプリコールの着信音量を設定します。
→P.78

アラーム音量→P.369

ｉアプリ音量→P.286
ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」な
どの確認音を設定します。

ボタン確認音→P.111

通話中マイク感度……通話中のマイク感度を
「標準、アップ」から選択します。

低電圧アラーム……電池切れアラームを設定し
ます。「電池が切れたときは?」→P.55

2 o［完了］

画面の表示を変える 〈画面表示設定〉

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受
画面や発着信画面などに設定することもできます。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「画面表示設定」

マナーモード選択画面

O
「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝
言メモ」（P.82）で設定した呼出時間で伝言メモ
を開始します（「OFF」に設定している場合は13
秒後に開始）。
通話中のマイクの感度がアップの状態になってい
ると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大
きくなります。また、マイクの感度は「カメラ」
の動画撮影時には「標準」になります。

画面表示設定画面
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2 以下の項目から選択
待受画面……待受画面のイメージを変えます。
→P.117

ウェイクアップ表示……FOMA端末の電源を入
れたときに表示されるメッセージや画像を設定
します。
■ ウェイクアップ音の設定
機能メニューから設定（ON／OFF）します。

OFF……画像などを表示せず、ウェイク
アップ音を鳴らしません。

メッセージ

マイピクチャ……表示される画像を、マイ
ピクチャから選択します。

FOMA電話発信、FOMA電話着信、WLAN電
話発信、WLAN電話着信（外線）、WLAN電話
着信（内線）、テレビ電話発信、テレビ電話着信、
メール送信、メール受信……音声電話、テレビ
電話、メール（ｉモードメール、SMS）の発着
信時や送受信時に表示される画像を設定しま
す。
■ 発信画面、送信画面の設定
マイピクチャから選択します。
■ 着信画面、受信画面の設定
「着信音を変える（操作2）」→P.108

問い合わせ、メール受信結果……「ｉモード問
い合わせ」（ｉモードメール、メッセージ）、「SMS
問い合わせ」のときやメール受信結果画面に表
示される画像を、マイピクチャから選択します。

待受画面のイメージを変える
本機能はコミュニケーションスタイルまたはタッ
チスタイルのときの待受画面を設定します。
シェアスタイル時の待受画面の設定について
→P.119
表示タイミングなどによりイメージが変わるもの
もあります。
マチキャラ設定中にカレンダー、ｉアプリ待受画面
を設定するとマチキャラの設定は解除されます。

本機能は2in1のモードがAモードのとき、または
「2in1設定」がOFFのときの待受画面を設定しま
す。「Bモード」または「デュアルモード」に設定
している場合は反映されません。「2in1設定」の
「モード別待受画面設定」で設定してください。

1 画面表示設定画面（P.116） 「待
受画面」 以下の項目から選択
OFF……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。

背景画像あり……カレンダーの背景に表示
される画像を、マイピクチャから選択しま
す。

背景画像なし……カレンダーのみを表示し
ます。

マイピクチャ……待受画面に表示される画像を
選択します。

ｉモーション※……待受画面に表示される
ｉモーションを選択します。

ｉアプリ待受画面……ｉアプリ待受画面を設定
します。→P.295
ｉアプリ待受画面が設定されているときは、
「★」が表示されます。

ランダム待受画面……待受画面を表示させたと
きに選択したフォルダ内の画像をランダムに表
示します。

※：ｉモーションを移行可能コンテンツフォルダか
ら選択した場合、コンテンツはFOMA端末の
INBOXフォルダに移動後、設定されます。

■ 表示方法を設定する画面が表示された場合
表示方法を選択 画像を確認 d［確定］

表示方法には、以下の項目があります。
• センタリング表示（画面中央に表示）
• 画面サイズで表示（縦横どちらかが画面サイ
ズになるまで拡大、縮小して表示）

• 並べて表示（左上から並べて表示）
• 全画面表示（画面サイズいっぱいに拡大、切
り出して表示）

O
ｉモーションによっては設定できないものがあ
ります。
＜待受画面の優先順位＞
待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下
のとおりです。
①待受ｉアプリ
②画面表示設定／きせかえツール設定

O
選択した画像の種類によっては、表示方法を選択
できない場合があります。
ｉモーションを待受画面に設定した場合、タッチ
スタイル、コミュニケーションスタイルに切り替
えたときに再生されます。途中で終了させる場合
はtや@を押します。再生が終了すると1コマ
目が待受画面に表示されます。
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● 待受画面にカレンダーを設定すると
待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で
前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動
できます。
■前後の月のカレンダーを確認する場合
待受画面表示中にdを押すと、デスクトップアイコ
ンやカレンダーが選択できるようになります（dをス
ライドしてポインターでカレンダーを反転させること
もできます）。cでカレンダーを反転させてd［選
択］を押すと、デスクトップアイコンの表示が消え、
cで前の月や次の月のカレンダーが確認できます。
■スケジュール機能を起動する場合
fまたはgで前の月、次の月のカレンダーが表示さ
れる状態でd［選択］を押すと、スケジュール機能
が起動して表示している月のスケジュールを登録で
きます。

着信時に電話帳に設定した画像
を表示する 〈電話帳画像着信設定〉

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話や
テレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表
示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」「電話帳画像着信設定」「ON」
または「OFF」

発着信番号表示の色を変更する
〈発着信番号表示設定〉

リダイヤル／着信履歴画面や、送信／受信アドレス履
歴一覧画面などに表示される名前や電話番号・メール
アドレスを、文字色を変えて表示するように設定しま
す。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「発着信番号表示設定」 色
を選択

周りの人からディスプレイを見
えにくくする 〈プライバシーアングル〉

1 8（1秒以上）
プライバシーアングルが設定されて「 」が表
示されます。
■ 解除する場合
8（1秒以上）

Flash画像、GIF形式のアニメーション、自作ア
ニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行
うと再生されます（メロディは再生されません）。
• タッチスタイルやコミュニケーションスタイル
に切り替える

• 待受画面表示中にtを押す
• ほかの画面から待受画面に戻る
ｉモーション、Flash画像、GIF形式のアニメー
ション、自作アニメを待受画面に設定した場合、
キー操作ロックなどが設定されていると、再生さ
れませんのでロックを解除してください。
Flash®Videoを設定しても再生されません。
＜時計として機能するFlash画像について＞
Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の
再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれて
いた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正
しい時刻となります。
待受画面を表示すると、時計などのFlash画像や
GIF形式のアニメーションは、一定時間再生した
後に停止します。

O

O
o［切替］を押すと、選択できる色の数を16色
から256色に切り替えられます。o［切替］を
押すごとに16色と256色が切り替わります。
「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定が変
更される場合があります。本機能の設定を変更後
にp［リセット］を押すと「カラーテーマ」に
対応した設定に戻ります。
2in1ご利用の場合は、Aナンバー・Aアドレスの
情報がここで設定した文字色で表示されます。B
ナンバー・Bアドレスの情報を色分けして表示す
る場合は、「2in1設定」の「発着信番号設定」の
「発着信番号表示設定」から設定します。

O
文字編集中など機能を利用中にプライバシーアン
グルの設定や解除ができない場合があります。あ
らかじめ待受画面などで設定や解除を行ってくだ
さい。
プライバシーアングル設定中でも、ニューロポイ
ンターのアイコンには、本機能は設定されません。
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シェアスタイル時の待受画面の
設定をする 〈ヨコスタイル設定〉

シェアスタイル時の待受画面の表示内容の設定や時
計設定を行います。
コミュニケーションスタイル、タッチスタイルの待受
画面の設定について→P.116
本機能は2in1のモードがAモードのとき、または
「2in1設定」が「OFF」のときの待受画面を設定
します。「Bモード」または「デュアルモード」に
設定している場合は反映されません。「2in1設定」
の「モード別待受画面設定」で設定してください。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「ヨコスタイル設定」

2 以下の項目から選択
ヨコ待受画面

コミュニケーションスタイルと同じ……
「画面表示設定」と同じ設定で表示されま
す。

OFF……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。
「待受画面のイメージを変える」→P.117

マイピクチャ……待受画面に表示される画
像を選択します。

ｉモーション※……待受画面に表示される
ｉモーションを選択します。

ランダム待受画面……選択したフォルダ内
の画像をシェアスタイルに切り替えたとき
や他の画面からヨコ待受画面に戻ったとき
にランダムに表示します。

時計設定

大きく表示……時刻を大きく表示します。

小さく表示……時刻を小さく表示します。

上に小さく表示……時刻のみを画面上に小
さく表示します。

表示しない……日付や時刻は表示されませ
ん。

※：ｉモーションを移行可能コンテンツフォルダか
ら選択した場合、コンテンツはFOMA端末の
INBOXフォルダに移動後、設定されます。

■ 表示方法を設定する画面が表示された場合
表示方法を選択 画像を確認 d［確定］

表示方法には、以下の項目があります。
• センタリング表示（画面中央に表示）
• 画面サイズで表示（縦横どちらかが画面サイ
ズになるまで拡大、縮小して表示）

• 並べて表示（左上から並べて表示）
• 全画面表示（画面サイズいっぱいに拡大、切
り出して表示）

ディスプレイとボタンの照明を
設定する 〈照明設定〉

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「照明設定」 以下の
項目から選択
通常時……通常時のバックライト動作と省電力
モードを、それぞれ「ON、OFF」から選択しま
す。通常時を「ON」に設定する場合、点灯時間
を選択します。
省電力モードを「ON」に設定する場合、省電力
モードに移るまでの待ち時間（01～20分の
2桁）も入力します。
• 省電力モードを「ON」にすると、設定した待
ち時間後ディスプレイの表示が消えます。省
電力モードに移って約10秒間経過するとタッ
チ操作もできなくなります。省電力モード中
にボタン操作やスタイルを切り替えると省電
力モードは解除されます。

O
選択した画像の種類によっては、表示方法を選択
できない場合があります。
ｉモーションを待受画面に設定した場合、シェア
スタイルに切り替えたときに再生されます。途中
で終了させる場合はtや@を押します。再生が
終了すると1コマ目が待受画面に表示されます。
Flash画像、GIF形式のアニメーション、自作ア
ニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行
うと再生されます（メロディは再生されません）。
• シェアスタイルに切り替える
• 待受画面表示中にtを押す
• ほかの画面から待受画面に戻る
ｉモーション、Flash画像、GIF形式のアニメー
ション、自作アニメを待受画面に設定した場合、
キー操作ロックなどが設定されていると、再生さ
れませんのでロックを解除してください。
Flash®Videoを設定しても再生されません。
＜時計として機能するFlash画像について＞
Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の
再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれて
いた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正
しい時刻となります。
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充電時……充電時のバックライト動作を「通常
時と同じ、常時点灯」から選択します。
•「通常時と同じ」の場合は、通常時の設定で動
作します。

•「常時点灯」の場合は、ディスプレイのバック
ライトを点灯し続けます。

範囲……バックライトの点灯範囲を「液晶＋ボ
タン、液晶」から選択します。

明るさ……バックライトの自動調整を行うかど
うかを「自動調整ON、自動調整OFF」から、明
るさをレベル1～6から選択します。
•「自動調整ON」に設定すると照度センサーが
周囲の明るさを検知し、ディスプレイのバッ
クライトの明るさを自動で調整します。また、
ボタンのバックライトのON、OFFを自動で切
り替えます。

● 電池の消費を抑えるように一括設定する
（ECOモード）
ECOモードに設定すると、照明設定が暗めに設定さ
れるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費
を抑えるような設定に一括で変更されます。電池の残
量を節約したいときに有効です。
ECOモード設定中に利用が制限されたり、設定が
変更される機能は以下のとおりです。
• 照明関連：照明設定、通話中イルミネーション、
スタイルチェンジ連動イルミネーション

• 音関連：ステレオ・3Dサウンド設定、メール読
み上げ設定、動画自動再生設定、ボタン確認音、
スタイルチェンジ音

• 画面関連：画面表示設定、ヨコ待受画面、カラー
テーマの設定項目、ｉチャネルのテロップ表示、
発着信番号表示設定

1 5（1秒以上）
ECOモードが設定されて「 」が表示されます。
■ 解除する場合
5（1秒以上）

ECOモードが解除されて「 」が消えます。

ディスプレイのデザインを変更
する 〈画面デザイン〉

文字や背景、ファンクションボタン表示の背景などを
変更します。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「画面デザイン」 以
下の項目から選択
カラーテーマ……配色のパターンを選択しま
す。

アイコンパターン……電池アイコン、アンテナ
アイコンのデザインを選択します。

ソフトキー……ファンクション表示の背景パ
ターンを選択します。

O
タッチスタイルで待受画面表示時は、省電力モー
ドの設定にかかわらず、バックライトで設定した
点灯時間経過後、省電力モードに移ります。
文字編集中やｉアプリ実行中などは、ECOモード
の設定や解除はできません。
ECOモードは、電源を切る、入れると設定が解除
されます。

「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は
点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン
操作を行ったとき、FOMA端末を開閉したときに
バックライトを「点灯時間」の設定で点灯します。
カメラ起動中、動画／ｉモーション再生中はディ
スプレイのバックライトは常時点灯します。
「OFF」に設定すると、バックライトは点灯しま
せん。ただし、動画撮影中やパノラマ撮影中は「通
常時」の設定にかかわらず、常時点灯します。
FOMA端末を開いているときに省電力モードに
なるとダイヤルボタンのバックライトが点滅しま
す。
ECOモードを設定しても各機能の設定は変更さ
れません。また、各機能で設定を変更してもECO
モードの動作には影響しません（発着信番号表示
設定は除く）。
照度センサーを指などで覆うと、明るさを正しく
検知できない場合があります。

O
ｉモードブラウザ画面など、本機能の設定を変更
しても配色の変わらない画面や機能があります。
アンテナアイコンはFOMAとWLANで別々の設
定はできません。

O
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メニュー表示を変更する

メニュー表示のしかたを設定する
〈メニュー画面設定〉

「設定／NWサービス」のメニュー小項目（機能）の
表示方法や、メインメニューのデザインを変更しま
す。また、メインメニューやシンプルメニューのラス
トワン機能を設定します。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「メニュー画面設定」

2 以下の項目から選択
メニュー表示……小項目の表示のしかたを「一
覧表示／詳細表示」から選択します。

テーマ……メインメニューの背景やアイコンを
選択します。
• オリジナルテーマを選択した場合→P.121
• きせかえツールを選択した場合→P.131

フォーカス記憶……メインメニューやシンプル
メニューを再表示した際、前回選択した機能が
含まれているメニュー項目を反転表示するかど
うかを設定します（ラストワン機能）。

操作履歴リセット……メニューの操作履歴をリ
セットします。自動で並べ替えられたメニュー
（P.42）などで有効です。

メインメニューにオリジナルテーマを設
定する
メインメニューのアイコンや背景イメージを
「Standard」をベースに変更します。

1 メニュー画面設定画面（P.121）
「テーマ」 「オリジナルテーマ」
■ 変更したアイコン／背景イメージをお買い上
げ時の設定に戻す場合
u［機能］ リセット方法を選択

2 以下の項目から選択
メール、ｉモード、ｉアプリ、設定／NWサー
ビス、データBOX、LifeKit、ｉコンシェル、
電話帳、ユーザデータ、MUSIC、ワンセグ、お
サイフケータイ……メインメニューの各アイコ
ンをマイピクチャから選択します。

背景イメージ……メインメニューの背景イメー
ジをマイピクチャから選択します。

オリジナルメニューを作成する
〈オリジナルメニュー〉

よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録し
ておくと、簡単に機能を呼び出すことができます。
→P.41
オリジナルメニューは最大10件まで登録できま
す。
オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」
「ｉモード」「ｉアプリ」「ｉコンシェル」の大項目
と「設定／NWサービス」「データBOX」「LifeKit」
「電話帳」「ユーザデータ」「MUSIC」「ワンセグ」
「おサイフケータイ」の各中項目および小項目です。
同じ機能を登録することはできません。

O
ラストワン機能は、小項目を表示した場合にメイ
ンメニューのアイコンが記憶されます。中項目を
表示し、操作を中止した場合には記憶されません。

メニュー画面設定画面

O
以下の画像は設定できません。
• 横または縦が854ドットより大きな画像
• ファイル容量が500Kバイトを超える画像
• Flash画像
画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比
率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示され
ます。
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1 i p［オリジナル］

2 登録または変更する項目を反転
o［編集］ bで機能を選択

オリジナルメニュー画面
（P.122）

メニュー登録

並び替え……cで反転しているメニューを移動し、
オリジナルメニューを並び替えます。

デスクトップ貼付→P.125

オリジナルメニュー初期化……お買い上げ時の設定
に戻します。

解除、全解除

着信時の着信イルミネーション
の点滅のしかたを設定する

〈着信イルミネーション〉

音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信があっ
たときや、メール、メッセージR／F、ｉコンシェル
のインフォメーションを受信したときの着信イルミ
ネーションの点滅色や点滅のしかた（点滅パターン）
を設定します。
指定した電話番号やメールアドレス、グループから
の着信それぞれに点滅色を設定することもできま
す。→P.103

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「着信イルミネーション」 以
下の項目から選択
着信イルミネーション選択……「FOMA電話、
WLAN電話（外線）、WLAN電話（内線）、テレ
ビ電話、プッシュトーク、メール、メッセージ
R、メッセージF、ｉコンシェル」の着信イルミ
ネーションの点滅色を選択します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、その
色で着信イルミネーションが点灯します。

色1～色12 ：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1～色12が順番に点滅しま
す。
「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS
の着信イルミネーションが設定されます。

パターン設定……着信イルミネーションの点滅
パターンを「固定パターン、メロディ連動」か
ら選択します。

カラー設定

カラー名編集……色を選択してカラー名を
入力します。

カラー調節……色を選択してbで色あい
を調節します。

不在お知らせ……ディスプレイに不在着信また
は新着メール（ｉモードメール、エリアメール、
SMS）のアイコンが表示されているときに、着
信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅さ
せないか（ON／OFF）を設定します（点滅の
間隔は約5秒間です。省電力モード時は約10秒
間です）。不在お知らせの点滅はタッチスタイル
時に動作します。

オリジナルメニュー画面

機能メニュー P.122

O
着信音に「着信音1～4」を設定している場合は、
「パターン設定」の設定にかかわらず着信音に合わ
せて点滅します。
「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロ
ディ連動対応の点滅パターンが登録されていない
場合、着モーションや着うたフル®の場合は「固
定パターン」で点滅します。
エリアメールの着信イルミネーションの点滅色は
本機能の設定にかかわらず色9（赤色）で点滅し
ます。
緊急地震速報のエリアメール受信時には本機能の
設定にかかわらず、着信音に連動して着信イルミ
ネーションが点滅します。
複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信し
た場合の着信イルミネーションの動作は以下のと
おりです。

受信内容 着信イルミネーションの
動作

メールを複数受信 最後に受信したメールに
設定されている着信イル
ミネーションで動作しま
す。

メールとメッセージ
R／Fを同時に受信

メッセージR／Fを
同時に受信

メッセージRに設定され
ている着信イルミネー
ションで動作します。
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通話中の着信イルミネーション
の点滅のしかたを設定する

〈通話中イルミネーション〉

音声通話中、テレビ電話中、プッシュトーク通信中の
着信イルミネーションの点滅のしかたを設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「通
話」 「通話中イルミネーション」
以下の項目から選択
OFF……点滅しません。

色1～色7……それぞれの色で点滅します。

グラデーション1～グラデーション3

スタイル切り替え時の着信イル
ミネーションの点滅のしかたを
設定する

〈スタイルチェンジ連動イルミネーション〉

FOMA端末のスタイルを切り替えたときの着信イル
ミネーションの点滅色や点滅のしかた（点滅パター
ン）を設定します。

1 i 「設定／NWサービス」 「ス
タイルチェンジ設定」 「スタイル
チェンジ連動イルミネーション」
「ON」
■ イルミネーションを設定しない場合
「OFF」

2 以下の項目から選択
イルミネーション選択……着信イルミネーショ
ンの点滅色を選択します。項目選択のとき、反
転表示を移動すると、その色で着信イルミネー
ションが点灯します。
色1～色7：それぞれの色で点滅します。

パターン設定……着信イルミネーションの点滅
パターンを選択します。項目選択のとき、反転
表示を移動すると、そのパターンで着信イルミ
ネーションが点滅します。

表示画質モードを設定する
〈表示画質モード設定〉

本FOMA端末の画面表示の画質モードを「ノーマ
ル」、「ビビッド」、「ダイナミック」から選択できます。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「表示画質モード設定」
以下の項目から選択

ノーマル……標準画質で表示します。

ビビッド……鮮やかな画質で表示します。

ダイナミック……コントラストが強い画質で表
示します。

スタイルごとのタッチパネルの
利用について設定する

〈タッチパネル有効設定〉

タッチスタイル、シェアスタイル、コミュニケーショ
ンスタイルにしたとき、タッチ操作ができるかどうか
（ON／OFF）をスタイルごとに設定します。
また、タッチ操作時のバイブレータの動作についても
設定できます。

1 i 「設定／NWサービス」 「そ
の他設定」 「タッチパネル有効設
定」 設定する項目を選択 「ON」
または「OFF」

＜着信イルミネーションの優先順位＞
着信イルミネーションの設定が重なった場合の優
先順位は以下のとおりです。
①個別着信音／画像のイルミネーション設定
②グループ着信音／画像のイルミネーション設定
③2in1のBモードへの着信イルミネーション設定
④着信イルミネーションの設定

O

O
ワンセグ視聴時の表示画質は「ワンセグ効果」の
「映像効果」の設定に従います。
項目選択のとき反転表示を移動すると、各モード
のプレビュー画像が表示され画質の効果を確認で
きます。
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待受画面にマチキャラを設定す
る 〈マチキャラ設定〉

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表
示され、ｉコンシェルのインフォメーション、不在
着信／新着メール／未読メールなどのお知らせをし
ます。マチキャラはFOMA端末の状況や時間帯など
によりキャラクタの動作や表示が変化します。
マチキャラはダウンロードすることができます。
→P.207

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「マチキャラ設定」
「ON」
■ マチキャラを設定しない場合
「OFF」

2 フォルダを選択
マチキャラ一覧画面の見かた→P.336
■ ｉモードでマチキャラを検索する場合
「ｉモードで探す」 「YES」

3 マチキャラを選択
■「Not available」または「No preview 
data」を選択する場合

「Not available」と表示されたマチキャラは設
定できません。
「No preview data」と表示されたマチキャラは
設定できる場合があります。

画面切り替え時の効果について
設定する 〈画面エフェクト〉

待受画面に戻るときの画面切り替えに効果を付ける
かどうか（ON／OFF）を設定します。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「画面エフェクト」
「ON」または「OFF」

文字のフォントを変える
〈フォント設定〉

ディスプレイに表示される文字をお好みのフォント
（書体）に切り替えます。

1 待受画面表示中 7（1秒以上）
以下の項目から選択
書体……書体を「ゴシック体、明朝体」から選
択します。

太さ……太さを「細字、太字」から選択します。

文字サイズ……各種画面の文字サイズを設定し
ます。

中、特大……各種画面の文字サイズを「中
サイズ」または「特大サイズ」に一括設定
します。

個別設定……各画面の文字サイズを個別に
設定します。
「個別設定の対象となる画面」→P.124

■個別設定の対象となる画面

O
待受画面にカレンダー、ｉアプリを設定している
場合は、マチキャラを同時設定できません。
アクションによっては、マチキャラの一部が表示
されない場合があります。
シェアスタイル時はマチキャラが表示されませ
ん。

項目 設定の対象となる画面

文字入力 文字入力（編集）画面、新規メー
ル画面（SMS は除く）、各プレ
ビュー画面（SMS送信など一部を
除く）

メール メールの一覧／詳細画面、冒頭文・
署名・テンプレート参照時の画面
など

ｉモード ｉモードブラウザ画面、Bookmark
フォルダ一覧画面、Bookmark一
覧画面、画面メモ、メッセージの
一覧／詳細画面

フルブラウザ フルブラウザ画面（ケータイモー
ドのみ）

電話帳 電話帳の一覧／詳細画面、マイプ
ロフィール画面

発着信履歴 リダイヤル／発着信履歴画面（一
覧）、アドレス画面（一覧）

ｉチャネル
テロップ

ｉチャネルのテロップ表示

デスクトップ
インフォ

デスクトップインフォ画面

O
電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対
象外です。
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待受画面の時計表示を設定する
〈待受時計表示〉

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時
刻の表示サイズや色を設定します。メイン時計の日付
や時刻を表示しないように設定することもできます。
待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻
のみを画面上に小さく表示します。

1 i 「設定／NWサービス」 「時
計」 「待受時計表示」 以下の項
目から選択
表示方法……曜日の表示を「日本語、英語」か
ら選択します。「OFF」を選択すると、日付や時
刻は表示されません。

表示サイズ……時刻の表示を「大きく表示、小
さく表示、上に小さく表示」から選択します。

文字色……「ブラック、ホワイト」から選択し
ます。

画面を英語表示に切り替える
〈バイリンガル〉

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージな
どを日本語表示／英語表示に切り替えます。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「バイリンガル」
「English」
■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合
i 「Settings/NW Service」「Display」
「Select language」 「日本語」

デスクトップアイコン／デスク
トップインフォを利用する

〈デスクトップ〉

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップ
アイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作
で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできま
す。また、かかってきた電話に出られなかったときや
新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンで
お知らせします。
デスクトップインフォには、デスクトップアイコンと
して貼り付けた電話番号や機能、出られなかった電話
や新着メールなどのお知らせが表示されます。
■貼り付けられるデスクトップアイコン

「文字サイズ」の「個別設定」の「フルブラウザ」
で設定できるのは、ケータイモードの文字サイズ
のみです。→P.196
文字サイズは個別設定の対象となる項目の設定メ
ニューや機能メニューなどからも変更できます。

O
FOMAカードを挿入している場合、バイリンガル
の設定はFOMAカードに記憶されます。
「バイリンガル」の設定が「English」のときは、
「待受時計表示」（Clock display）の「表示方法」
（Display）および「不在／新着確認設定」（Info
notice setting）の選択肢が「ON、OFF」の2
項目になります。

O

アイコン 説明
データ画面を表示するもの

電話番号
／ メールアドレス／SMSアドレス

受信BOXフォルダ
／ URL（ｉモード／フルブラウザ）
／ ワンタッチマルチウィンドウ

（ｉモード／フルブラウザ）
ｉアプリのソフト
※アイコンはソフトによって異なり
ます。

／ 画像／動画・ｉモーション
キャラ電
メロディ
PDFデータ
マンガ・ブックリーダー

機能を起動するもの
オリジナルメニュー
クイック検索

／ ｉチャネル／ｉコンシェル
／ ／ フォトモード／ムービーモード／

ボイスモード
／ テキストリーダー／バーコード

リーダー
ワンセグ

／ Music&Videoチャネル／ミュー
ジック
クイックアルバム
赤外線受信
ライフヒストリービューア

／ スケジュール／To Doリスト
電卓
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デスクトップアイコンを反転しているときに表示される
タイトルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。
タイトルは編集することができます。→P.127

■情報を通知するデスクトップアイコン
※情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能を呼
び出したり実行すると消えます。

※情報を通知するデスクトップアイコンの表示を消した
い場合はtを1秒以上押します（アイコンの種類に
より消えないものもあります）。

デスクトップアイコンを貼り付ける
貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳
細画面で機能メニューから「デスクトップ貼付」を選
択します。
デスクトップアイコンはテーマ1～3それぞれに
15件まで貼り付けることができます。

＜例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合＞ 

電話帳詳細画面の機能メニュー
の「デスクトップ貼付」→ P.101

デスクトップアイコンからデータや機能
を呼び出す

1 待受画面表示中 d 
デスクトップアイコンが選
択できる状態になります。
ディスプレイをタッチして
も同じ状態になります。反転
表示されたデスクトップア
イコンには吹き出しタイト
ルが表示されます。
p［インフォ］を押すと、デスクトップイン
フォ画面に切り替わります。→P.128
前回デスクトップインフォを表示した場合は、
デスクトップインフォ画面が表示されます。
p［アイコン］を押すと、デスクトップアイ
コン画面に切り替わります。

テキストメモ
辞典
Bluetooth
タッチスタイル時ではタッチメ
ニューを、コミュニケーションス
タイル時ではメインメニューを表
示
現在地を通知先に通知
アクセスポイントモード
かんたん接続（WPS）

アイコン 説明
不在着信あり

／ 伝言メモあり／テレビ電話伝言メモ
あり
留守番電話あり

電話帳お預かりサービスの更新がで
きなかった場合
新着メールあり

新着メッセージあり

新着トルカあり

／ ワンセグ予約録画終了あり／未視聴
予約あり
Music&Videoチャネルのダウン
ロード終了
未起動ｉアプリあり

ｉアプリ待受画面の異常終了

ｉアプリコールあり

ネットワーク再検索

USBモード

未通知アラームあり

誕生日のお知らせ

アイコン 説明
通話料金通知

ソフトウェア更新のお知らせ、成功、
終了、書換え予告
スキャン機能のパターンデータ自動
更新終了、更新失敗、新規パターン
データあり

／ ／ GPS機能の位置提供の要求あり／操
作なしに位置提供の応答に成功／操
作なしに位置提供の応答に失敗

ライフストレージへの自動アップ
ロードに失敗

アイコン 説明

デスクトップアイコン画面

機能メニュー P.127
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2 bでデスクトップアイコンを選択
■ デスクトップアイコンが5件以上登録されて
いる場合

画面の左右に「 」が表示されます。vでデ
スクトップアイコンをスクロールできます。

待受画面のデスクトップテーマを変更す
る

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「デスクトップ」
設定中のテーマには「 」
が表示されます。

2 テーマを選択 「YES」
この後デスクトップに貼り付ける操作（P.126）
を行うと選択したテーマにデスクトップアイコ
ンを振り分けて貼り付けることができます。
■ テーマの内容を確認する
場合
テーマを反転 o［詳

細］

デスクトップアイコン画面
（P.126）／デスクトップ画面
（テーマ・詳細）（P.127）

アイコン作成※1……機能名一覧から貼り付けるアイ
コンを選択し、テーマを選択します。

並び替え※2……アイコンの並び順を変更します。

デスクトップ表示設定※3……アイコンの表示方法を
「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用
時のみ表示」を選択すると、待受画面でdを押した
ときやニューロポインターをスライドさせたとき、
ディスプレイをタッチしたときに表示されます。

タイトル編集

アイコン変更※2……「ユーザ選択、初期アイコン」
から選択します。「ユーザ選択」を選択するとアイコ
ンを変更できます。「初期アイコン」を選択するとア
イコンをお買い上げ時状態に戻します。

アイコン情報※1……アイコンのタイトル、種別、内
容などを表示します。

コピー※4……「1件コピー、選択コピー、全コピー」
から選択し、アイコンをほかのテーマにコピーしま
す。

移動※4……「1件移動、選択移動、全移動」から選
択し、アイコンをほかのテーマに移動します。

デスクトップ初期化※2……表示中のテーマ（テーマ
1～3）のデスクトップをお買い上げ時の状態に戻し
ます。

オリジナルメニュー※1→P.121

削除※2……「1件削除、選択削除、全削除」から選
択します。

※1：デスクトップアイコン画面のみ表示されます。
※2：デスクトップ画面（テーマ）では表示されません。
※3：デスクトップ画面（テーマ）のみ表示されます。
※4：デスクトップ画面（詳細）のみ表示されます。

デスクトップの表示を設定する

1 待受画面表示中 d o［設定］
以下の項目から選択
デスクトップ切替……デスクトップのテーマを
切り替えます。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示方法
を「常に表示、使用時のみ表示」から選択しま
す。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面
でdを押したときやニューロポインターをス
ライドさせたとき、ディスプレイをタッチした
ときに表示されます。

待受画面設定※→P.117

ヨコ待受画面……シェアスタイル時の待受画面
の設定をします。→P.119

きせかえツール設定→P.131

chボタン設定……uのファンクションボタン
に機能を割り当てます。→P.369

時計設定……待受画面の時計表示を設定しま
す。→P.125

※：2in1設定がBモードまたはデュアルモードに
設定されているときには、現在設定中の2in1
設定のモード別待受画面を変更します。
→P.420

デスクトップ画面（テーマ）

機能メニュー P.127

デスクトップ画面（詳細）

機能メニュー P.127
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デスクトップインフォからデータや機能
を呼び出す

1 待受画面表示中 d 
ディスプレイをタッチしても同じ状態になりま
す。

2 bで情報を選択
■デスクトップインフォに表示される項目

新着メールのデスクトップアイ
コンのメッセージを3Dアニ
メーションで表示する

〈新着お知らせ3D表示〉

新着メール、新着メッセージのデスクトップアイコン
を反転表示したときは、メールの題名や感情お知らせ
メールのアイコンが表示されます。
メールの題名に含まれる絵文字や、感情お知らせメー
ルのアイコンを3Dアニメーションで表示するように
設定します。
題名は最大で全角22文字、半角44文字まで表示
されます。
感情お知らせメールのアイコンについて→P.168

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「新着お知らせ3D表
示」 「ON」
■ 3Dアニメーションで表示しない場合
「OFF」

表示項目 選択時の動作

What's New 通知アイコン情報：情報を通
知するデスクトップアイコン
（P.126）やポップアップメッ
セージ（P.223）を表示

最近のメール 最近受信したメール：受信
メール詳細画面を表示

スケジュール 本日／翌日のスケジュール：
スケジュール詳細画面を表示
本日／翌日のTo Doリスト：
To Doリスト詳細画面を表示

ｉチャネル ｉチャネルテロップ：ｉチャ
ネルを表示

お気に入り機能 機能：貼り付けられるデスク
トップアイコン（P.125）を
表示

お気に入りユーザ 電話番号：電話番号が入力さ
れた電話番号入力画面を表示

メールアドレス：宛先が入力
された新規メール画面を表示

お気に入りサイト ブックマーク：サイトを表示

お気に入り画像 静止画：画像を表示
動画またはｉモーション：動
画またはｉモーションを再生

カレンダー カレンダー：スケジュール画
面を表示

時計 時計：アラーム設定画面を表示
時計設定をしていないときは
メイン時計設定画面を表示

デスクトップインフォ画面デスクトップアイコン画面

p［インフォ］

p［アイコン］

設定 設定：デスクトップインフォに
表示する項目を選択、並ベ替え

O
ミュージック再生中に動画またはｉモーションは
再生できません。
フォント設定の文字サイズの「デスクトップイン
フォ」が「大」に設定されているときは、文字サ
イズの大きい「拡大コンテンツ」が表示され、「中」
に設定されているときは、通常の文字サイズの「通
常コンテンツ」が表示されます。

表示項目 選択時の動作

新着メール
（「ON」に設定した場合の表示例）

感情お知らせメール
の アイコン （3Dア
ニメーション） 

メールの題名に含ま
れる絵文字 （3Dア
ニメーション） 

メールの題名

新着メール
（「OFF」に設定した場合の表示例）

感情お知らせメール
のアイコン
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ニューロポインターを設定する
〈ニューロポインター設定〉

ニューロポインターボタン（d）で操作するポイン
ターをより使いやすくするために、ポインター表示の
ON／OFFや移動速度、アイコンデザインを設定しま
す。
ポインターは、「 」が表示される画面で使用でき
ます。
ポインターアイコンにはカーソルの追従スタイル
によって2種類の色があります。「Supreme
Silver」のポインターの場合、 のときは、ポイ
ンターを移動すると画面内のカーソルが追従しま
す。 のときは、ポインターを移動してもカーソ
ルは追従しません。

1 i 「設定／NWサービス」 「そ
の他設定」 「ニューロポインター
設定」 以下の項目から選択
ポインター表示……ニューロポインターを利用
するかしないか（ON／OFF）を設定します。

速度調節……ポインターの移動速度を調節しま
す。

簡易設定……「速度（標準）／速度（高速）」
から選択します。

詳細設定……画面（通常画面※1、MainMenu
画面、T9候補・ワード予測画面、ソフト実
行画面※2）ごとにポインターの移動速度を
調節します。
速度0（左端）～11（右端）段階で調節で
きます。調節値を右にずらすほど速度が速く
なり、左にずらすほど遅くなります。

速度リセット……ポインターの速度をお買
い上げ時の状態に戻します。

スライド設定

スライド調整……画面のガイダンスに従っ
てポインターを正しく動かせるように、
ニューロポインターの最大スライド範囲を
調整します。

リセット……スライドの調整値をお買い上
げ時の状態に戻します。

ポインターアイコン設定……ポインターのアイ
コンデザインを変更します。機能メニューで、選
択画面の一覧表示方法（タイトル名一覧／ピク
チャ一覧）を切り替えることができます。

※1：一覧画面やアイコン選択画面など、一般的な
画面のポインター速度を調節します。

※2：ｉアプリのソフトによっては、本機能の設定
が反映されない場合があります。

待受画面の表示アイコンを選択
できるようにする 〈表示アイコン設定〉

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示をbや
ニューロポインターで選択できるようにするかしな
いか（ON、OFF）を設定します。

1 i 「設定／NWサービス」「ディ
スプレイ」 「表示アイコン設定」
「ON」または「OFF」

表示アイコンを選択する
＜例：マルチファンクションボタン（b）で選択す
る場合＞

1 待受画面表示中 d bでアイコ
ンを反転
反転したアイコンのタイト
ルが表示されます。
■ ニューロポインターで選
択する場合
dでスライドしてポイン

ターを表示 ポインターを移動して反転表示

2 d［選択］
選択したアイコンの設定画面などが表示されま
す。

■選択できるアイコン

O
保存先のフォルダがロック設定中の場合、感情お
知らせメールのアイコンや絵文字の3Dアニメー
ションおよび題名は表示されません。
新着メール、新着メッセージの題名が「無題」の
場合やSMSの場合は、デスクトップアイコンを
反転表示すると、メールの内容に合わせた感情お
知らせメールのアイコンを3Dアニメーションで
表示し、「新着メールあり」「新着メッセージあり」
を表示します。

アイコン 選択後の表示内容
 「画面デザイン」を表示

   「画面デザイン」を表示

「セルフモード」を解除す
る画面を表示

   未読メールの一覧を表示

「受信BOX」を表示
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 ｉモード問い合わせを実
行
メール選択受信を実行

     

     

  

「未読メール一覧」「受信
BOX」「ｉモード問い合わ
せ」「メール選択受信」の
いずれかの項目を選択す
る画面を表示
未読メールの一覧を表示

   「メッセージR」「メッセー
ジF」を表示

   

   

ｉモード問い合わせを実
行

   など 「メッセージR」「メッセー
ジF」「ｉモード問い合わ
せ」のいずれかの項目を選
択する画面を表示
※組み合わせによって選択
する項目は異なります。

 「ロック機能選択画面」を
表示

 「位置提供」を表示

「ｉコンシェル画面」を表
示
「ｉアプリコール履歴」を
表示
「ｉコンシェル」「ｉアプリ
コール履歴」の選択画面を
表示

 「Bluetoothメ ニ ュ ー 画
面」を表示

  「バイブレータ」と「メー
ル／メッセージ鳴動」の選
択画面を表示

  マナーモードでないとき：
「着信音量」と「メール／
メッセージ鳴動」の選択画
面を表示
マナーモード、スーパーサ
イレントのとき：設定でき
ないことを通知するメッ
セージを表示
オリジナルマナーのとき：
「オリジナルマナー」と
「メール／メッセージ鳴
動」の選択画面を表示
「マナーモード選択」を表
示

アイコン 選択後の表示内容
「マナー解除時間設定」を
表示
「マナー起動時間設定」を
表示

 「スケジュール」「アラー
ム」「To Doリスト」「ワン
セグ視聴予約」「ワンセグ
録画予約」の選択画面を表
示

～ 「留守番電話画面」「留守番
メッセージ再生画面」を表
示

   

～

～

録音されていないことを
通知するメッセージを表
示。
または「音声メモの再生／
消去」を表示

  録画されていないことを
通知するメッセージを表
示。または「動画メモの再
生／消去」を表示

 「プライバシーアングル」
を表示
「キー操作ロック」を表示

「ICカードロック設定」を
解除する画面を表示

       

   

「USBモード設定」を表示

日付 「スケジュール」を表示
時計設定をしていないと
きは「メイン時計設定」を
表示

メイン時計 「アラーム」を表示
時計設定をしていないと
きは「メイン時計設定」を
表示

サブ時計 「サブ時計設定」を表示
    

    

    

  

起動しているタスクを切
り替えて表示

アイコン 選択後の表示内容
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きせかえツールを設定する
〈きせかえツール設定〉

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザイ
ンをきせかえツールパッケージで一括設定します。
お買い上げ時は本体色に対応したきせかえツール
のほか、「チェブラーシカ」「バザールでござーる」
「拡大メニュー」「ダイレクトメニュー」「東のエデ
ン」が登録されています。
きせかえツールパッケージは、サイトからダウン
ロードすることもできます。→P.209
ダウンロードしたパッケージはデータBOXに保存
され、内容を確認することができます。→P.318
一括設定できる対象項目は以下のとおりです。
•「画面表示設定」
•「ヨコスタイル設定」－「ヨコ待受画面」
•「着信音選択」
•「地図・GPS設定」－「音／バイブレータ設定」
－「音選択※1」

•「時刻アラーム音設定」
•「メニュー画面設定」－「テーマ」
•「待受時計表示」
•「画面デザイン※2」
•「ニューロポインター設定」－「ポインターアイ
コン設定」

•「ｉチャネル」－「ｉチャネル設定」－「テロッ
プカラー設定」

• ミュージックプレーヤーの「プレーヤー画面変
更」

•「着信イルミネーション」－「着信イルミネーショ
ン選択」

※1：「音選択」の設定は「 」が付いたデータでの
み行えます。

※2：「ソフトキー」の設定は「 」が付いたデータ
でのみ行えます。

2in1設定時は、待受画面、ヨコ待受画面、音声電
話／テレビ電話の着信画面・着信音・着信イルミ
ネーション、メール着信音・着信イルミネーション
の変更はAモードにのみ反映されます。その他の変
更はすべてのモードに反映されます。
きせかえツールを利用してメニュー画面のデザイ
ンを変更した場合、メニューの種類によっては、使
用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあ
ります。また機能に割り当てられているメニュー番
号（P.456）が適用されないものがあります。

パッケージを設定する
一括設定する前に、現在の設定内容を「お気に入
り」に登録しておくと、後でその設定に戻すことが
できます。→P.131

1 i 「設定／NWサービス」 「き
せかえツール設定」

2 項目を選択 「YES」
お買い上げ時、「お気に入り」は未登録です。
■ 設定内容を確認する場合
項目を反転 o［詳細］ 項目を反転 o

［デモ］
■ ｉモードでパッケージを検索する場合
「ｉモードで探す」 「YES」

きせかえツール設定一覧画面
（P.131）

タイトル編集、現在の設定情報確認

設定情報リセット……「お気に入り」の設定内容を消
去します。

現在の設定を「お気に入り」に登録する

1 きせかえツール設定一覧画面
（P.131） 「お気に入り」を反転
o［詳細］

「コンテンツ設定確認画面」
が表示されます。
未登録の場合は「設定なし」
と表示されます。

O
変更される項目は、パッケージによって異なりま
す。
パッケージを設定すると、発着信番号表示設定の
色が変更される場合があります。

きせかえツール設定一覧画面

機能メニュー P.131

コンテンツ設定確認画面

機能メニュー P.132
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2 u［機能］ 「現在の設定情報取
得」 「YES」

●「お気に入り」の項目を設定変更する
「お気に入り」に登録した項目はコンテンツ設定確認
画面の各項目から設定変更します。

1 コンテンツ設定確認画面（P.131）
項目を選択 設定を変更

コンテンツ設定確認画面
（P.131）

一括設定※1、設定を反映※2……現在の表示内容で一
括設定します。

現在の設定情報取得※2……現在の各項目の設定情報
を取得し、「お気に入り」に登録します。

設定情報リセット※2……「お気に入り」に登録され
ている内容を消去し、すべて「設定なし」にします。

※1：「拡大メニュー」「ダイレクトメニュー」「東のエデ
ン」およびサイトからダウンロードしたきせかえ
ツールパッケージ（ ）でのみ利用できます。

※2：「 」が付いたデータの場合に表示されます。

O
「ｉアプリ待受画面」の設定内容は、「お気に入り」
の「待受画像」に登録されません。
「お気に入り」に登録された画像やｉモーション、
メロディなどが削除された場合、「お気に入り」の
登録内容から消去され「設定なし」と表示されま
す。
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