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データBOXについて
データBOXには以下のような項目とフォルダが
用意されており、内蔵カメラで撮影した静止画
や動画、メールやサイトなどからダウンロード
したデータなどが、種類に合わせてフォルダに
振り分けられます。
c 本FOMA端末（本体）には、それぞれ以下の件
数まで保存が可能です。
マイピクチャ：撮影した静止画と合わせて最大720件
ミュージック：最大100件
ｉモーション：撮影した動画と合わせて最大100件
メロディ：最大400件
マイドキュメント：PDFデータを最大400件
キャラ電：お買い上げ時に登録されているキャ
ラ電と合わせて最大10件
きせかえツール：お買い上げ時に登録されてい
るパッケージと合わせて最大100件
また、これらとは別にシークレットフォルダに、
マイピクチャは最大100件、2Mバイトまで、
ｉモーションは最大10件、2Mバイトまで保存
できます。

c マイピクチャ、ミュージック、ｉモーション、メ
ロディ、マイドキュメントには、それぞれ20個
までフォルダを追加することができます。

c マイピクチャ、ミュージック、ｉモーション、メ
ロディ、マイドキュメントに保存されている
データをその項目内のほかのフォルダに移動す
ることができます。

マイピクチャ

ミュージック

フォルダ ファイル形式 データの内容
INBOX JPEG、

GIF、
SWF※1

すべての画像の保存先として
選択できます。
microSDメモリーカードから
コピーした画像、赤外線通信な
どで転送された画像はINBOX
フォルダに保存されます。
キャラ電撮影した静止画はカ
メラフォルダに保存されます。

カメラ

デコメピク
チャ

お買い上げ時に登録されてい
るデコメール用の画像が保存
されています。
INBOX、カメラフォルダと同
様に、画像の保存先として選
択できます。

デコメ絵文
字※2

お買い上げ時に登録されてい
るデコメ絵文字、メールに添
付されていたデコメ絵文字、
ダウンロードしたデコメ絵文
字や、microSDメモリーカー
ドからコピーしたデコメ絵文
字が保存されます。

おまかせ
デコメ

ダウンロードしたおまかせデ
コメール用の画像が、感情の
分類別のフォルダに保存され
ます。

プリインス
トール

お買い上げ時に登録されてい
る待受画面やウェイクアップ
などの画像、アニメーション
が保存されています。

シークレッ
ト※3

ほかの人に見られたくない画
像を保管します。

（ユーザ作
成フォルダ
1～20）

JPEG、
GIF、
SWF※1

INBOX、カメラフォルダと同
様に、画像の保存先として選
択できます。

自作アニメ － 連続撮影で登録したアニメー
ションおよび自作したアニ
メーションが保存されます。

microSD
ピクチャ

JPEG、GIF 撮影した静止画やFOMA端末
からコピーしたJPEG形式の
画像／GIF形式の画像、パソ
コンなどからmicroSDメモ
リーカードに保存したJPEG
形式の画像／GIF形式の画像
が保存されます。

microSD
デコメ絵文
字※2

FOMA端末からコピーしたデ
コメ絵文字、パソコンなどか
らmicroSDメモリーカード
に保存したデコメ絵文字が保
存されます。

microSD
イメージ
ボックス

FOMA端末からコピーした
GIF形式のアニメーション、パ
ソコンなどからmicroSDメ
モリーカードに保存した
JPEG形式の画像／GIF形式
のアニメーションが保存され
ます。→P.352

フレーム IFM お買い上げ時に登録されてい
るフレームが保存されていま
す。ダウンロードしたフレー
ム、トルカから取得したフ
レームが保存されます。

スタンプ お買い上げ時に登録されてい
るマーカースタンプが保存さ
れています。ダウンロードし
たマーカースタンプ、トルカ
から取得したマーカースタン
プが保存されます。

フェイス
スタンプ

FSD お買い上げ時に登録されている
フェイススタンプが保存されて
います。ダウンロードしたフェイ
ススタンプが保存されます。

フォルダ ファイル形式 データの内容
プレイリスト － FOMA端末で作成したプレイ

リストが保存されます。
INBOX 3GP 音楽データの保存先として選

択できます。
プリインス
トール

お買い上げ時に登録されている
音楽データが保存されています。

SD-Audio SA1 パソコンなどからmicroSD
メモリーカードに転送した音
楽データが保存されます。

移行可能コ
ンテンツ

SB2 FOMA端末とmicroSDメモ
リーカード間で移動した音楽
デ ー タ が 保 存 さ れ ま す
（microSDメモリーカード内
のデータです）。

（ユーザ作
成フォルダ
1～20）

3GP 音楽データの保存先として選
択できます。

フォルダ ファイル形式 データの内容
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ｉモーション

メロディ

マイドキュメント

キャラ電

きせかえツール

ドキュメントビューア

※1：SWFとはFlash画像のファイル形式です。
※2：デコメ絵文字（横20×縦20ドット、ファイル制限

なし）のみ保存できるフォルダです。
※3：シークレットモード、シークレット専用モードのとき

のみ表示されます。お買い上げ時に登録されている画
像／ｉモーションは保管できません。

※4：映像付きの動画やｉモーションが保存されます。
※5：ASF形式は再生のみ可能です。
※6：映像のない音声のみの動画やｉモーションが保存さ

れます。
※7：プログラムフォルダは、プログラム再生に利用するた

めのフォルダです。データ保存やフォルダ削除などは
できません。

フォルダ ファイル形式 データの内容
INBOX MP4 すべての動画やｉモーション

の保存先として選択できます。
microSDメモリーカードか
らコピー／移動した動画や
ｉモーション、赤外線通信な
どで転送された動画やｉモー
ションはINBOXフォルダに
保存されます。
キャラ電撮影した動画はカメ
ラフォルダに保存されます。

カメラ

プリインス
トール

お買い上げ時に登録されてい
るｉモーションが保存されて
います。

シークレッ
ト※3

ほかの人に見られたくない動
画、ｉモーションを保管します。

（ユーザ作
成フォルダ
1～20）

INBOX、カメラフォルダと同
様に、動画やｉモーションの
保存先として選択できます。

microSD
SDビデオ※4

MP4、
ASF※5

撮影した動画、FOMA端末か
らコピーした動画やｉモー
ション、パソコンなどから
microSDメモリーカードに保
存した動画が保存されます。

microSD
マルチメ
ディア※6

移行可能
コンテンツ

SB1 FOMA端末からmicroSDメ
モリーカードに移動した動画
やｉモーションが保存されま
す（microSDメモリーカード
内のデータです）。

プログラム※7 － －

フォルダ ファイル形式 データの内容
INBOX SMF、MFi すべてのメロディの保存先と

して選択できます。
microSDメモリーカードか
らコピーしたメロディ、赤外
線通信などで転送されたメロ
ディはINBOXフォルダに保
存されています。

プリインス
トール

MFi お買い上げ時に登録されてい
るメロディや効果音が保存さ
れています。

（ユーザ作
成フォルダ
1～20）

SMF、MFi INBOXフォルダと同様に、メ
ロディの保存先として選択で
きます。

おしゃべり － おしゃべり機能で録音した音
声が保存されます。

microSD SMF、MFi FOMA端末からコピーしたメ
ロディやパソコンなどから
microSDメモリーカードに
保存したメロディが保存され
ます。

プログラム※7 － －

フォルダ ファイル形式 データの内容
INBOX PDF お買い上げ時に登録されてい

るPDFデータが保存されてい
ます。
すべてのPDFデータの保存先
として選択できます。
microSDメモリーカードか
らコピーしたPDFデータ、赤
外線通信などで転送された
PDFデータはINBOXフォル
ダに保存されます。

（ユーザ作
成フォルダ
1～20）

PDF INBOXフォルダと同様に、
PDFデータの保存先として選
択できます。

microSD FOMA端末からコピーした
PDFデータ、パソコンなどか
らmicroSDメモリーカード
に保存したPDFデータが保存
されます。

フォルダ ファイル形式 データの内容
－ AFD お買い上げ時に登録されてい

るキャラ電が保存されていま
す。ダウンロードしたキャラ
電が保存されます。

フォルダ ファイル形式 データの内容
－ UCM、

UCP
お買い上げ時に登録されてい
るパッケージが保存されてい
ます。
ダウンロードしたパッケージ
が保存されます。

フォルダ ファイル形式 データの内容
microSD Word、

Excel、
PowerPoint

メールに添付されていたド
キュメント、パソコンなどか
らmicroSDメモリーカード
に保存したドキュメントが保
存されます。

■お願い
cデ ー タBOXに 登 録し た デー タの 内 容は、
microSDメモリーカードを利用して保管するこ
とをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、
microSDメモリーカードまたはドコモケータイ
datalink（P.428）とFOMA USB接続ケーブル
（別売）を利用して、データの内容をパソコンに保
管することもできます。（メールへの添付や本
FOMA端末外への出力が禁止されている画像や動
画、メロディは、microSDメモリーカードに保管
したりパソコンに転送できません。）

c FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ
て、登録したデータが消失する場合があります。
当社としては責任を負いかねますので、万一に備
え登録したデータは、microSDメモリーカードま
たはドコモケータイdatalinkを利用してパソコン
に保管くださるようお願いします。

フォルダ ファイル形式 データの内容
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〈マイピクチャ〉 MENU46

保存した画像を表示する
撮影した静止画やダウンロードした画像、
microSDメモリーカードに保存されている画
像は、データBOXのマイピクチャで表示します。
c 横または縦の最大が2,304ドットを超える画
像、総ドット数が2,304×1,728ドットを超
える画像、ファイルサイズが2Mバイトを超える
画像は表示できません。また、横または縦の最
大が690ドットを超えるプログレッシブJPEG
形式の画像、総ドット数が690×480ドットを
超えるプログレッシブJPEG形式の画像は表示
できません。
プログレッシブJPEG形式の画像→P.216

1 i 「データBOX」
「マイピクチャ」
「フォルダ一覧画面」が表示さ
れます。
シークレットモード、シーク
レット専用モードのときに
は、「シークレット」フォルダ
も表示されます。
マイピクチャのフォルダ内容
について→ P.326

2 フォルダを選択
「画像一覧画面（ピクチャ一
覧）」が表示されます。
画像一覧画面の見かたについ
て→P.328

3 画像を選択
「マイピクチャ画面」が表示さ
れます。
vで前または次の画像を表示
することができます。
■画像を拡大表示する場合

d［ ］
画像が拡大表示されます。
p：押すたびに1段階ずつ
拡大します。
o：押すたびに1段階ずつ
縮小します。
元の表示に戻すときは、d［戻る］を押します。
画像が画面内に収まらないときは、bまたは
ニューロポインターで画像をスクロールでき
ます。

microSDメモリーカードに保
存されている画像を表示する

1「フォルダ一覧画面」
（P.328）「microSD」
「ピクチャ」、「デコメ
絵文字」または「イメー
ジボックス」
「microSDフォルダ一覧画面」
が表示されます。

2 フォルダを選択 画像
を選択

ピクチャ一覧／タイトル名一
覧の見かた

■ピクチャ一覧
本体に保存されている画像は、画面に9枚※ずつ表
示され、選択されている画像のタイトルが吹き出し
ガイドに表示されます。また、画像種別とその取得
方法、その画像が設定できる項目がアイコンで確認
できます。
※： microSDメモリーカード（ピクチャ）に保存され

ている画像の場合は4枚ずつ表示されます。

■タイトル名一覧
画面に9件の画像がタイトル名で表示され、画像種
別とその取得方法、その画像が設定できる項目がア
イコンで確認できます。

おしらせ
e拡大表示をしているとき、vで前または次の画像へ
の切り替えや、機能メニューの表示はできません。

e自作アニメ、アニメーションGIF、Flash画像は拡大
表示できません。

e本体、microSDメモリーカード内のデータが多い場
合、表示に時間がかかる場合があります。

フォルダ一覧画面
選択 機能

　　　マイピクチャ　　１／２

　　カメラ
　　デコメピクチャ
　　デコメ絵文字
　　おまかせデコメ
　　プリインストール
　　自作アニメ
　　ｍｉｃｒｏＳＤ
　　フレーム

　　ＩＮＢＯＸ

　　スタンプ

機能メニュー P.360

画像一覧画面

表示 機能

カメラ １／２

２００６／１２／２０　１１：３５

機能メニュー P.330

マイピクチャ画面

機能

機能メニュー P.331

eFlash画像を再生する際の音量は、「着信音量」の「電
話」で設定した音量になります。音量を「ステップ」
に設定している場合は「レベル2」の音量になります。

例：microSDフォルダ
一覧画面（ピクチャ）

選択 機能

ピクチャ

　　１０１ＮＥＣＤＴ
　　１００ＮＥＣＤＴ

　　１０２ＮＥＣＤＴ

機能メニュー P.360

表示 機能

カメラ １／２

２００６／１２／２０　１１：３５

吹き出しガイド

画像種別アイコン

取得方法アイコン タイトル

画像の
アイコン

設定できる
項目アイコン

表示 機能

カメラ 1／２

　　　２００６／１２／２０　１０：２０
　　　２００６／１２／１９　１７：１５
　　　２００６／１２／１９　０９：５０
　　　２００６／１２／１８　１０：４８
　　　２００６／１２／１８　０８：１８
　　　２００６／１２／１７　２２：３２
　　　２００６／１２／１７　１２：５５
　　　２００６／１２／１７　１０：２３

　　　２００６／１２／２０　１１：３５

画像種別アイコン
取得方法アイコン

タイトル

設定できる
項目アイコン
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■画像種別アイコン

※1：ファイル制限が設定されているデータ、メールへの添
付やFOMA端末外への出力が禁止されているデータ
のアイコンには「 」が付きます。メールや赤
外線通信機能、ｉC通信機能などではデータを送付で
きません。ただし、本FOMA端末で撮影した静止画、
動画でファイル制限を設定した場合を除きます。

※2：再生回数、再生期間、再生期限を過ぎたｉモーショ
ンは「 」が「 」になります。

※3：ｉモーション保存時と同じFOMAカードを使用して
いる場合のみ移動できます。

※4：ｉモーション保存時と同じ機種、同じFOMAカード
を使用している場合のみ移動できます。

※5：再生回数、再生期間、再生期限付きの ｉモーション
には「 」が表示されます。再生回数、再生期間、
再生期限を過ぎた場合は「 」が「 」になります。

■取得方法アイコン

■設定できる項目アイコン
microSDメモリーカード（イメージボックス）で
は表示されません。

※1：ｉモーション保存時と同じFOMAカードを使用して
いる場合のみ移動できます。

※2：ｉモーション保存時と同じ機種、同じFOMAカード
を使用している場合のみ移動できます。

■タイトル、ファイル名について
a内蔵カメラまたはキャラ電で撮影した静止画や動
画には自動的にタイトルとファイル名が付きます。
タイトル：yyyy/mm/dd　hh:mm
（年／月／日　時刻）
ファイル名：yyyymmddhhmmxxx

年月日時刻
（静止画の場合、xxxの部分に3桁の数字が付きま
す。）
※時刻：静止画は保存を完了した時刻、動画は撮影を
終了した時刻になります。ただし、自動保存設定が
OFFの場合は動画を保存した時刻が表示されます。

aダウンロードしたｉモーションやキャラ電には
オリジナルのタイトルが付きます。

aダウンロードした画像にはファイル名と同じタ
イトルが付きます。

aタイトルは FOMA 端末の画像一覧画面に表示さ
れる名前です。

aファイル名はパソコンなどに送ったときに表示
される画像データの名前です。

aファイル名の末尾3桁の数字は同一ファイル名を
区別するためのシリアル番号として付けられま
す。

aファイル名に不正な文字があるとき、ファイル名
は「imagexxx」あるいは「moviexxx」になり
ます。

アイコン 説明
JPEG形式の画像※1

GIF形式の画像※1

GIF（IFM）形式のフレーム、マー
カースタンプ※1

FSD形式のフェイススタンプ

SWF形式のFlash画像

MP4形式の動画、ｉモーション※1

(青色の音符） 音響効果のあるMP4形式のｉモー
ション※1

（オレンジ色の音符） ASF形式のｉモーション

MP4形式の再生制限付きの
ｉモーション※2

音響効果があり、再生制限付きの
MP4形式のｉモーション※2

※3／ ※4

(緑色の音符）

FOMA端末（本体）に移動可能な
ｉモーション※5

※3／ ※4

(青色の音符）

音響効果があり、FOMA端末（本
体）に移動可能なｉモーション※5

／ FOMA端末（本体）への移動が禁
止されているｉモーション

AFD形式のキャラ電

FOMAカード動作制限に該当して
いる画像

アイコン 説明
アイコンなし お買い上げ時に登録されているデー

タ
サイトやメール、トルカなどからダ
ウンロードしたり、ｉアプリから取
得したデータ
カメラで撮影したデータ

赤外線通信やｉC通信、microSDメ
モリーカード、バーコードリーダー、
パソコンなどから取得したデータ
キャラ電撮影したデータ

フレーム･マーカースタンプ・フェイ
ススタンプ
PDFデータから画面切り出しして
取得したデータ

アイコン 説明

QVGA（横320×縦240ドット）
サイズの動画、ｉモーションデータ。
ｉモーションの各フォルダでのみ表
示されます。

VGA（横640×縦480ドット）サ
イズの動画、ｉモーションデータ。
ｉモーションの各フォルダでのみ表
示されます。

ｉモードメールに添付できるデー
タ（2Mバイト以下）

デコメールに挿入できるデータ

画面などに設定できるデータ

着信音に設定できるデータ

位置情報が利用できるデータ

赤外線送信とｉC送信が可能なデー
タ

microSDメモリーカードにコピー
可能なデータ

編集可能なデータ

※1／ ※2 microSDメモリーカードに移動可
能なｉモーションデータ

2Mバイト超（2Mバイトは含みま
せん）のデータ。
microSDフォルダでのみ表示され
ます。
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d 画像一覧の表示のしかたを設定す
る〈ピクチャ表示設定〉

c 自作アニメ、microSDメモリーカード（イメー
ジボックス）は常にタイトル名一覧表示です。

1 i 「各種設定」 「ディスプレイ」
「ピクチャ表示設定」 以下の項目
から選択

画像一覧画面の機能メニュー
c 選択したフォルダによって利用できる機能が異
なるため、機能メニューに表示される項目が異
なります。

ピクチャ一覧
（お買い上げ時）

ピクチャ一覧に切り替えます。

タイトル名一覧 タイトル名一覧に切り替えます。

イメージ編集 「静止画を編集する」→P.334
タイトル編集 タイトルを編集

選んだ画像のタイトルを編集します。
全角文字で9文字、半角文字で18
文字まで入力できます。
microSDメモリーカード（ピクチャ）
の場合、全角文字で18文字、半角文
字で36文字まで入力できます。

イメージ表示 選んでいる画像を表示します（マイ
ピクチャ画面を表示します）。

イメージ貼付 設定した項目には★が表示されま
す。
■待受画面に設定する場合
項目を選択 表示方法を選択
■電話発信、電話着信などの画面に
設定する場合
項目を選択
■テレビ電話関係（テレビ電話発信、
テレビ電話着信を除く）の画面に設
定する場合
項目を選択 画像を確認 d

「YES」
イメージ情報 「イメージ情報について」→P.332
位置情報
･ 地図を見る 選んだ画像に付加されている位置情

報からｉモードサイト（位置サイ
ト）に接続し、周辺地図などを表示
します。

･ メール貼り付
け

選んだ画像に付加されている位置情
報をメール本文に貼り付けます。

･ 対応ｉアプリ
を利用

GPSに対応したｉアプリの一覧を
表示します。

･ 電話帳登録 選んだ画像に付加されている位置情
報を電話帳に登録します。

･ 現在地確認か
ら付加

現在の位置情報を取得し選んだ画像
に付加します。

･ 位置履歴から
付加

確認した位置情報の履歴から選んだ
画像に付加します。

･ 位置情報詳細 選んだ画像に付加されている位置情
報を確認します。

･ 位置情報削除 選んだ画像に付加されている位置情
報を削除します。

ｉモードメール作成
･ 画像添付 「画像を添付したｉモードメールを

作成する」→P.332
･ 画像挿入 「デコメールを作成する」→P.333
ｉC送信 「データを1件ずつ転送する」

→P.366赤外線送信
デスクトップ貼付 「デスクトップアイコンを利用する」

→P.147
microSDへ
コピー

「FOMA端末のデータをmicroSDメ
モリーカードにコピーする」
→P.361

電話帳イメージ
登録

選んでいる画像を電話帳に登録しま
す。→P.107

ファイル名編集 ファイル名を編集
選んだ画像のファイル名を編集しま
す。
半角の英字、数字と記号（"-" , "_"）で
36文字まで入力できます（"-" , "_"以外
の記号を入力することはできません）。

ファイル制限 選んだ画像のファイル制限を設定し
ます。

･ なし 送付先のFOMA端末から送信／転送
することができます。

･ あり 送付先のFOMA端末では送信／転送
することができなくなります。

フォルダ移動 「データをほかのフォルダに移動す
る」→P.361

保存容量確認 FOMA端末とmicroSDメモリーカー
ドに保存されている画像の保存デー
タ容量と空きデータ容量を確認しま
す。ただし、FOMA端末の容量にシー
クレットの容量は含まれません。

ソート 指定した条件に従って画像を並び替
えます。

タイトル名一覧、
ピクチャ一覧

ピクチャ一覧／タイトル名一覧を切
り替えます。

4枚画像合成 「4枚の画像を1枚の静止画に合成す
る」→P.333

PictBridge印刷 「保存した画像を印刷する」
→P.377

お預りセンターに
保存

「画像をお預かりセンターに保存す
る」→P.332

削除 「データを削除する」→P.362
シークレットに
保管※1

「各種データを表示できないように
する」→P.160

フェイススタンプ
デモ※2

フェイススタンプの追従を確認しま
す。デモは正像表示です。

追従できているときは「 」、追従
できていないときは「 」が表示
されます。

本体へコピー※3 「microSDメモリーカードのデータ
をFOMA端末にコピーする」
→P.361

DPOF設定※3 「microSDメモリーカードに保存さ
れている画像の印刷方法を設定す
る」→P.378

コピー※3 「microSDメモリーカード内の別の
フォルダにデータをコピーする」
→P.362
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※1：「シークレットモード」または「シークレット専用モー
ド」のときに表示されます。またシークレットフォル
ダのときは「シークレットから出す」になります。
→P.160

※2：フェイススタンプフォルダのときのみ表示されます。
※3：microSDメモリーカードに保存されている画像のと

きのみ表示されます。

マイピクチャ画面の機能メニュー
c 選択したフォルダによって利用できる機能が異
なるため、機能メニューに表示される項目が異
なります。

おしらせ
＜タイトル編集＞
emicroSDメモリーカードの空きデータ容量が少ない
ときは、タイトル編集できない場合があります。

eお買い上げ時に登録されている画像はタイトル編集
できません。
＜イメージ貼付＞
eINBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの画像の場合
は、以下の画面に設定できます。
a待受画面 a ウェイクアップ表示
a電話発信 a 電話着信
aテレビ電話発信 a テレビ電話着信
aメール送信 a メール受信
a問い合わせ a テレビ電話応答保留
aテレビ電話通話保留 a テレビ電話代替画像
aテレビ電話伝言メモ a テレビ電話伝言準備
aテレビ電話音声メモ

eプリインストールフォルダの画像の場合は、待受画
面、ウェイクアップ表示の画面に設定できます。

e以下の画像はイメージ貼付できません。
a横690ドットより大きい、または縦690ドットよ
り大きい画像

aファイル容量が100Kバイトを超える画像（待受
画面とウェイクアップ表示を除く）

e画像サイズや貼り付け先によっては、表示される大き
さが実際のものと異なる場合があります。

e画像によってはイメージ貼付できない場合がありま
す。
＜電話帳イメージ登録＞
eファイル容量が100Kバイト以下で画像サイズが横
690×縦480ドットまたは横480×縦690ドット
までの画像が登録できます。

eJPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。
＜ファイル名編集＞
e以下の画像はファイル名編集できません。
aお買い上げ時に登録されている画像
a「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した
静止画

aメールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止さ
れている画像

eファイル名に半角スペースを使用することはできま
せん。
＜ファイル制限＞
e以下の画像はファイル制限を設定できません。
a JPEG形式、GIF形式以外の画像
a「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した
静止画

＜保存容量確認＞
e表示される容量はおおよその目安です。シークレット
フォルダの容量は、シークレットモード設定中または
シークレット専用モード設定中にのみ表示されます。

＜ソート＞
e「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。
①お買い上げ時に登録されている画像
②ダウンロードしたり、ｉアプリやトルカから取得
した画像

③カメラで撮影した画像
④赤外線通信やｉC通信、microSDメモリーカード
などから取得した画像

⑤キャラ電撮影した画像
⑥PDFデータから切り出した画像
※ フォルダによっては順序が異なる場合があります。

イメージ編集 「静止画を編集する」→P.334
イメージ貼付 項目を選択

表示している画像を待受画面などに
設定します。

イメージ情報 「イメージ情報について」→P.332
位置情報
･ 地図を見る 表示している画像に付加されている

位置情報からｉモードサイト（位置
サイト）に接続し、周辺地図などを
表示します。

･ メール貼り付
け

画像に付加されている位置情報を
メール本文に貼り付けます。

･ 対応ｉアプリ
を利用

GPSに対応したｉアプリの一覧を
表示します。

･ 電話帳登録 表示している画像に付加されている
位置情報を電話帳に登録します。

･ 現在地確認か
ら付加

現在の位置情報を取得し画像に付加
します。

･ 位置履歴から
付加

確認した位置情報の履歴から画像に
付加します。

･ 位置情報詳細 表示している画像に付加されている
位置情報を確認します。

･ 位置情報削除 表示している画像に付加されている
位置情報を削除します。

ｉモードメール作成
･ 画像添付 「画像を添付したｉモードメールを

作成する」→P.332
･ 画像挿入 「デコメールを作成する」→P.333
ｉC送信 「データを1件ずつ転送する」

→P.366赤外線送信
画像表示設定 イメージ表示エリア（横240×縦

345ドットまたは横480×縦690
ドット）より小さな画像の表示方法
を設定します。

･ 標準
（お買い上げ時）

実際のサイズで表示します。

･ 画面サイズで
表示

画面のサイズに拡大して表示しま
す。

デスクトップ貼付 「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

microSDへ
コピー

コピー先のフォルダを選択
表示している画像をコピーします。

電話帳イメージ
登録

表示している画像を電話帳に登録し
ます。→P.107
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※1：フェイススタンプフォルダのときのみ表示されます。
※2：microSDメモリーカードに保存されている画像のと

きのみ表示されます。

d 画像をお預かりセンターに保存す
る〈電話帳お預かりサービス〉

「マイピクチャ」のINBOX、カメラ、デコメピ
クチャ、デコメ絵文字、おまかせデコメ、ユー
ザ作成フォルダ内の画像データを、ドコモのお
預かりセンターに預けることができます。
c 本サービスを利用するには、「電話帳お預かり
サービス」のお申し込みが必要です。

c「電話帳お預かりサービス」をご契約されていな
い場合は、「電話帳お預かりサービス」未契約の
お知らせが表示されます。その画面からサイトに
接続してサービスを申し込むことができます。
電話帳お預かりサービスについて
→P.121、175

1「画像一覧画面」（P.328） p［機
能］ 「お預りセンターに保存」

2 bで画像を選ぶ o［完了］
画像は最大10件まで選択できます。

3 端末暗証番号を入力 「YES」
お預かりセンターに接続して画像の保存を開始し
ます。

4 o［完了］

■画像を復元する
お預かりセンターに預けている画像データは、
FOMA端末に復元することができます。復元は、
ｉモードに接続して行います。ご利用方法の詳
細等については、『ご利用ガイドブック（ｉモー
ド＜FOMA＞編）』をご覧ください。

d イメージ情報について
以下の情報が確認できます。

※1：FOMA端末本体に保存されている画像のときのみ表
示されます。

※2：microSDメモリーカードに保存されている画像のと
きのみ表示されます。

※3：microSDメモリーカード（ピクチャフォルダ）に保
存されている画像のときのみ表示されます。

d 画像を添付したｉモードメールを
作成する

c 画像をそのまま添付できない場合は、添付でき
るように画像サイズやファイル容量を変更しま
す。

1「画像一覧画面」（P.328） p［機能］
「ｉモードメール作成」「画像添付」
■横240×縦320ドットまたは横320×縦
240ドットより大きなJPEG形式の画像の
場合
以下の項目から選択 変更された画像を

確認

2 ｉモードメールを作成
ｉモードメールの作成／送信のしかた→P.237

リトライ アニメーションを表示していると
き、そのアニメーションの最初から
再生します。

PictBridge印刷 「保存した画像を印刷する」
→P.377

1件削除 表示している画像を削除します。
フェイススタンプ
デモ※1

フェイススタンプの追従を確認しま
す。デモは正像表示です。

追従できているときは「 」、追従
できていないときは「 」が表示
されます。

本体へコピー※2 表示している画像をコピーします。
DPOF設定※2 「microSDメモリーカードに保存さ

れている画像の印刷方法を設定す
る」→P.378

おしらせ
e1件あたりのファイル容量が100Kバイトを超える
画像、FOMA端末外への出力が禁止されている画像、
お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャ
やデコメ絵文字は保存できません。

ファイル名 ファイル名を表示
ファイル種別 ファイル形式を表示

Flash画像のときは表示されません。
ファイルサイズ ファイルサイズをキロバイト（Kバイ

ト）で表示
保存日時 ファイルの保存日時（年／月／日

時：分）を表示
ファイル制限 ファイル制限の「あり／なし」を表示
表示サイズ ファイルの表示サイズ（横×縦ドッ

ト）を表示
取得元 ファイルの取得元を表示
microSDへの
移動※1

microSDメモリーカードへのコピー
の「可／不可」を表示

本体への移動※2 FOMA端末本体へのコピーの「可／不
可」を表示

イメージ
貼付※1

イメージ貼付の設定先を表示
設定されていないときは「設定なし」
の表示になります。

DPOF設定※3

･ 枚数 設定されているプリント枚数を表示
設定されていないときは「設定なし」、
100枚以上設定されているときは「＊
＊」の表示になります。

･ 日付 日付設定の「あり／なし」を表示

そのまま添付 画像サイズを変更せずに添付します。

QVGA縮小添付 画像の横と縦の比率を保持したまま
画像サイズを変更して添付します。

おしらせ
e画像のサイズ／ファイル容量によっては「画像添付」
が表示されません。
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d デコメールを作成する
c 画像をそのまま挿入できない場合は、挿入できる
ように画像サイズやファイル容量を変更します。

1「画像一覧画面」（P.328） p［機能］
「ｉモードメール作成」「画像挿入」
■横128×縦96ドットまたは横96×縦128
ドットより大きなJPEG形式の画像、また
はデコメールへ挿入時に最大容量を超えた
JPEG形式の画像の場合
以下の項目から選択 変更された画像を

確認

※： デコメールへ挿入時にファイル容量が最大容量を超え
る場合は、ファイル容量も変更します。

2 デコメールを作成
デコメールの作成／送信のしかた→P.241

d 4枚の画像を1枚の静止画に合成する
c 横640×縦480ドットより大きな画像、横480×
縦640ドットより大きな画像は設定できません。

1「画像一覧画面」（P.328） p［機能］
「4枚画像合成」

2 配置する位置を選択 フォルダを選択
画像を選択 操作を繰り返して4枚

の画像を選択
■設定した画像を解除する
場合
解除する画像を選択

フォルダの選択画面で「イ
メージ解除」

3 o［完了］ d

■4枚合成をし直す場合
o［取消］

アニメーションを作成する〈自作アニメ〉
登録されている画像を使って20フレームまで
のアニメーションを作成することができます。
c 20件まで作成できます。

1 i 「データBOX」
「マイピクチャ」 「自
作アニメ」
「自作アニメ一覧画面」が表示
されます。

2「＜未登録＞」

3 フレームを選択 フォルダを選択 画
像を選択 操作を繰り返して画像を設
定
■設定した画像を解除する
場合
解除するフレームを選

択 フォルダの選択画面
で「イメージ解除」

4 o［完了］

自作アニメ一覧画面の機能メニュー

e位置情報が付加された画像の場合は、位置情報をメー
ルに貼り付けるかどうかの確認メッセージが表示さ
れます。
「YES」を選択すると、メール本文に位置情報URLが
貼り付けられます。

e以下の場合はｉモードメール作成できません。
a保存メールが20件あるとき、または保存BOXに空
き容量がないとき

a Flash画像のとき
aメールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止さ
れている画像

そのまま挿入 画像サイズを変更せずに挿入します。※

SubQCIF縮小
挿入

画像の横と縦の比率を保持したまま
画像サイズを変更して挿入します。※

おしらせ
e画像のサイズ／ファイル容量によっては「画像挿入」
が表示されません。

e位置情報が付加された画像の場合は、位置情報をメー
ルに貼り付けるかどうかの確認メッセージが表示さ
れます。
「YES」を選択すると、メール本文に位置情報URLが
貼り付けられます。

e以下の場合はデコメール作成できません。
a保存メールが20件あるとき、または保存BOXに空
き容量がないとき

a 90Kバイトを超えるGIF形式の画像のとき

　　　　４枚画像配置

　＜右上＞
　＜左下＞
　＜右下＞

　＜左上＞

おしらせ
e合成した画像は、4枚画像合成をはじめたときのフォ
ルダに保存されます。

e画像は横と縦の比率を保持したまま4枚合成されま
す。なお、合成に使用した元の画像はリサイズされま
せん。

e画像選択画面でo［デモ］を押すと、選択している
画像を確認することができますが、等倍表示はできま
せん。

おしらせ
e画像選択画面でo［デモ］を押すと、選んでいる画
像を確認することができます。

e静止画が設定されていないコマがある場合、設定され
ているコマのみ順番に再生されます。

e画像サイズが横690×縦690ドット以下のJPEG
形式の静止画や画像を自作アニメに設定できます。

タイトル編集 タイトルを編集
反転表示した自作アニメのタイトル
を編集します。
全角文字で9文字、半角文字で18文
字まで入力できます。

自作アニメ設定 「＜未登録＞」を反転表示していると
きは、自作アニメを新規登録します。
作成した自作アニメを反転表示している
ときは、その自作アニメを編集します。

自作アニメ一覧画面

選択 機能

自作アニメ　　１／２

　＜未登録＞
　＜未登録＞
　＜未登録＞
　＜未登録＞
　＜未登録＞
　＜未登録＞
　＜未登録＞
　＜未登録＞
　＜未登録＞

　＜未登録＞

機能メニュー P.333

自作アニメ設定　１／２

　〈２コマ目〉
　〈３コマ目〉
　〈４コマ目〉
　〈５コマ目〉

　〈１コマ目〉



334 データ表示／編集／管理

自作アニメを表示する

1「自作アニメ一覧画面」
（P.333） 自作アニメ
を選択
「自作アニメ再生画面」が表示
されます。
自作アニメを２つ以上登録し
ているときは、vで前または
次の自作アニメを再生できま
す。

自作アニメ再生画面の機能メニュー

〈イメージ編集〉

静止画を編集する
撮影した静止画や本体へコピーした画像などを
編集することができます。
c 編集内容と画像サイズは以下のとおりです。

※1：横480×縦690ドット、横480×縦640ドット、
横352×縦288ドット、横288×縦352 ドット、
横240×縦320ドット、横320×縦240ドット、
横240×縦345ドット、横345×縦240ドット、
横176×縦144ドット、横144×縦176 ドット、
横128×縦96 ドット、横96×縦128ドット以外の
画像はフレーム合成できません。

※2：横640×縦480ドット、または横480×縦640ドッ
トに縮小してからの編集となります。

※3：編集項目によって画像サイズ（編集前）との関係で編
集できない場合があります。

c 編集できる画像について→P.329
c 静止画確認画面の機能メニューで「画像編集」を
選択した場合、編集できるのは「フレーム合成」、
「フォトレタッチ」、「逆光補正」、「肌色補正」の
みです。

イメージ表示 反転表示した自作アニメを再生します
（自作アニメ再生画面を表示します）。

イメージ貼付 項目を選択
反転表示した自作アニメを待受画面
などに設定します。

イメージ情報 イメージ貼付で設定した自作アニメ
の設定先を確認します。
設定されていないときは「設定なし」
の表示になります。

自作アニメ解除 反転表示した自作アニメを解除しま
す。

おしらせ
＜イメージ貼付＞
e以下の画面に設定できます。
a待受画面 a ウェイクアップ表示
a電話発信 a 電話着信
aテレビ電話発信 a テレビ電話着信
aメール送信 a メール受信
a問い合わせ

イメージ貼付 項目を選択
再生している画像を待受画面などに
設定します。

画像表示設定 イメージ表示エリア（横240×縦
345ドット）より小さな画像の表示
方法を設定します。

･ 標準
（お買い上げ時）

実際のサイズで表示します。

･ 画面サイズで
表示

画面のサイズに拡大して表示しま
す。

リトライ アニメーションの最初から再生しま
す。

おしらせ
＜イメージ貼付＞
e以下の画面に設定できます。
a待受画面 a ウェイクアップ表示
a電話発信 a 電話着信
aテレビ電話発信 a テレビ電話着信
aメール送信 a メール受信
a問い合わせ

自作アニメ再生画面

機能

機能メニュー P.334

編集の内容 画像サイズ
（編集前）

フレーム合成
a フレーム付きの画像にします。
→P.335

横480 ×縦690
ドットまで※1

フォトレタッチ
a セピア調の画像にするなど、画像
に効果を付けます。→P.335

横690 ×縦480
ドット以下
横480 ×縦690
ドット以下

マーカースタンプ
a ハートなどのマーカースタンプ
を画像に貼り付けます。→P.335

横2,304×縦1,728
ドット※2

横1,728×縦2,304
ドット※2

横2,048×縦1,536
ドット※2

横1,536×縦2,048
ドット※2

横1,616×縦1,212
ドット※2

横1,212×縦1,616
ドット※2

横1,280×縦960
ドット※2

横960×縦1,280
ドット※2

横690 ×縦480
ドット
横480 ×縦690
ドット
横 640×縦 480
ドット以下※3

横 480×縦 640
ドット以下※3

文字スタンプ
a 入力した文字のスタンプを画像
に貼り付けます。→P.336

トリミング
a お好みのサイズに画像を切り抜
きます。→P.336

明るさ
a 画像の明るさを調節します。
→P.335

回転
a 画像を左右90度または180度回
転します。→P.335

サイズ変更
a 画像サイズを変更します。
→P.335

逆光補正
a 逆光により暗くなっている部分
をはっきりとした画像にします。
→P.335

横 690×縦 480
ドット以下
横 480×縦 690
ドット以下

肌色補正
a 肌色の部分を補正し、きれいな画
像にします。→P.335
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1「マイピクチャ画面」（P.328） p
［機能］ 「イメージ編集」
イメージ編集画面の機能メニュー（P.335）が表
示されます。

2 編集する項目を選択
3 編集した画像を確認

d
「イメージ編集画面」が表示さ
れます。続けて編集する場合
はp[機能]を押して、編集す
る項目を選択します。

4 d 「YES」または
「NO」
「YES」を選択したときは、編
集元の画像に上書きされます。
「NO」を選択したときは、編集元の画像と同じフォ
ルダに新規保存されます。

イメージ編集画面の機能メニュー

※1：回転すると画像の縦横比が変わる場合があります。
※2：( )内の数字は横×縦のドット数で画像のサイズを表

しています。

d フレームを重ねる
c お買い上げ時に登録されているフレーム（P.459）
のほかに、ダウンロードしたフレームを利用するこ
ともできます。

1「マイピクチャ画面」（P.328） p
［機能］ 「イメージ編集」 「フレー
ム合成」 フレームを選択
フレームが重なった画像が表示されます。
vでほかのフレームに変更することができます。
■フレームを180°回転する場合

o［回転］
■設定したフレームを取り消す場合

p［機能］ 「取消」

d マーカースタンプを貼り付ける
c お買い上げ時に登録されているマーカースタン
プのほかに、ダウンロードしたスタンプを利用
することもできます。

c マーカースタンプを回転したり、拡大／縮小す
ることができます。

1 「マイピクチャ画面」（P.328） p
［機能］「イメージ編集」「マーカー
スタンプ」 マーカースタンプを選択
■マーカースタンプを編集する場合

p［機能］ 以下の項目から選択

おしらせ
e画像の編集を繰り返して行うと、画質が劣化したり、
ファイル容量が増える場合があります。

e画像によっては、編集効果が表れにくい場合がありま
す。

フレーム合成 「フレームを重ねる」→P.335
フォトレタッチ 画像に効果を付けます。
･ シャープ よりシャープな感じの画像にします。
･ ソフト よりソフトな感じの画像にします。
･ セピア セピア調の画像にします。
･ 浮き彫り レリーフのような浮き彫り効果のあ

る画像にします。
･ ネガ ネガ画像にします。
･ ミラー 左右を反転した画像にします。
マーカースタンプ 「マーカースタンプを貼り付ける」

→P.335
文字スタンプ 「文字スタンプを貼り付ける」

→P.336
トリミング 「トリミングする」→P.336
明るさ vで明るさを調節

画像の明るさを「－2～±0～＋2」
の5段階で調節します。

回転※1 画像を回転します。
「右90度」、「左90度」、「180度」
から選択できます。

サイズ変更 縦横の比率を保ち、選択したサイズ
を超えない最大のサイズに拡大／縮
小を行います。
「VGA（640×480）」、「CIF（352
×288）」、「QVGA（320×240）」 、
「QCIF（176×144）」 、「SubQCIF
（128×96）」、「VGA+縦（480×
690）」、「VGA縦（480×640）」、
「フルスクリーン（240×345）」、「待
受（240×320）」、「CIF縦（288
×352）」、「QCIF縦（144×176）」 、
「SubQCIF縦（96×128）」から選
択できます。※2

イメージ編集画面

機能保存

機能メニュー P.335

逆光補正 逆光により暗くなっている部分を
はっきりとした画像にします。

肌色補正 肌色の部分を補正し、きれいな画像
にします。

ｉモードメール
作成

「画像を添付したｉモードメールを
作成する」→P.332

保存 編集した画像を保存します。

おしらせ
eダウンロードしたフレームには縦向きと横向きのも
のがあり、画像のサイズが同じ場合のみフレーム合成
できます。

eトリミングやサイズ変更した画像がフレームと同じ
サイズのときはフレーム合成できます。このとき、サ
イズ変更してフレーム合成した画像は、画質が劣化す
る場合があります。

右90度 時計回りに90度回転します。

左90度 反時計回りに90度回転します。

180度 180度回転します。

拡大 2倍のサイズに拡大します。

縮小 1／2のサイズに縮小します。
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2 マーカースタンプの位
置を決定 d
bまたはニューロポインター
でマーカースタンプの位置を
調整できます。
■ほかのマーカースタンプ
を押す場合
o［追加］ 操作1～2

を繰り返す

d 文字スタンプを貼り付ける

c 一度に入力できる最大文字数は全角文字で1～
15文字、半角文字で3～30文字です。ただし、
入力できる文字数は画像サイズ、文字サイズに
よって変わります。

c 文字スタンプの色、フォント、文字サイズを変
更することができます。

1「マイピクチャ画面」（P.328） p
［機能］ 「イメージ編集」 「文字ス
タンプ」 文字を入力
■文字スタンプを編集する場合

p［機能］ 以下の項目から選択

2 文字スタンプの位置を
決定 d
bまたはニューロポインター
で文字スタンプの位置を調整
できます。

d トリミングする

1「マイピクチャ画面」（P.328） p
［機能］ 「イメージ編集」 「トリミ
ング」
「VGA（640×480）」、「CIF（352×288）」、
「QVGA（320×240）」 、「QCIF（176×144）」 、
「SubQCIF（128×96）」、「VGA縦（480×
640）」、「フルスクリーン（240×345）」、「待
受（240×320）」、「CIF縦（288×352）」、
「QCIF縦（144×176）」 、「SubQCIF縦（96
×128）」、「メニューアイコン（64×63）」、
「チャット（80×80）」から選択できます。※

※： ( )内の数字は横×縦のドット数で画像のサイズ
を表しています。

2 切り抜き枠の位置を決
定 d
bまたはニューロポインター
で切り抜き枠の位置を調整で
きます。

〈ｉモーション〉

撮影した動画／ｉモーショ
ンを再生する
撮影した動画、ｉモードのサイトやインター
ネットホームページから取得したｉモーション、
microSDメモリーカードに保存されている動画
は、データBOXのｉモーションで再生します。
また、VGA（640×480）以下の動画を回転
させ、横画面で再生することもできます。
c ｉモーションのFOMA端末への取得について
→P.228

c「連続再生設定」で、動画やｉモーションの再生
開始後、FOMA端末を折り畳んだ状態で音声の
みの再生ができます。→P.340

1 i 「データBOX」
「ｉモーション」
「フォルダ一覧画面」が表示さ
れます。
シークレットモード、シーク
レット専用モードのときに
は、「シークレット」フォルダ
も表示されます。
ｉモーションのフォルダ内容
について→P.327

2 フォルダを選択
「動画一覧画面」（プレビュー
表示）が表示されます。
動画一覧画面の見かたについ
て→P.337

おしらせ
eダウンロードして使用できるスタンプのサイズは横
240×縦240ドット以下の画像となります。それ以
外はGIF画像として扱われます。

eマーカースタンプの拡大や縮小は繰り返して操作で
きます。

e編集する静止画のサイズよりマーカースタンプを拡
大することはできません。また、1ドット未満に縮小
することはできません。

お買い上げ時 文字色：黒　フォント：ゴシック体
文字サイズ：通常サイズ

文字入力 文字を入力
文字を入力し直します。

文字色 bで色を選択
文字スタンプの色を設定します。
色パレットを切り替えるときはo［切替］
を押します。

フォント 文字スタンプのフォントを「ゴシック体」
または「ポップ体」から選択します。

文字サイズ 文字スタンプの大きさを「拡大サイズ」、
「通常サイズ」、「縮小サイズ」から選択し
ます。

おしらせ
eフォントの太さは「フォント設定」で設定した太さに
なります。

取消 配置 機能

配置

　　　ぼくの犬

機能

確定取消 機能

フォルダ一覧画面
選択 機能

　モーション

　　カメラ
　　プリインストール
　　ｍｉｃｒｏＳＤ

　　ＩＮＢＯＸ

　　移行可能コンテンツ
　　プログラム

機能メニュー P.360

動画一覧画面
（プレビュー表示）

再生 機能

カメラ １／３

　　　２００６／１２／２０　１０：２０
　　　２００６／１２／１９　１７：１５
　　　２００６／１２／１９　０９：５０

　　　２００６／１２／２０　１１：３５

横再生

機能メニュー P.337
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3 動画を選択
縦画面で再生する場合はd
を、横画面で再生する場合は
o［横再生］を押します。
「ｉモーション画面」が表示さ
れ、動画の再生がはじまりま
す。
再生中の操作について
→P.339
■「続きを再生しますか？
YES/NO」と表示された
場合

a「YES」を選択すると、前回
停止位置から再生を開始し
ます。

a「NO」を選択すると最初か
ら再生します。

再生が終了すると、「ｉモー
ション停止画面」になります。

プレビュー表示／タイトル一
覧の見かた

c 画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定で
きる項目アイコンについて→P.329

c タイトル、ファイル名について→P.329
■プレビュー表示

画面に4件の動画がタイトル一覧で表示され、
選択されている動画のプレビュー画像がタイ
トル一覧の下に表示されます。また、画像種別
とその取得方法、その動画が設定できる項目が
アイコンで確認できます。
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）などはプレビュー画面に
表示されません。

■タイトル一覧
画面に9件の動画がタイトル一覧で表示され、
画像種別とその取得方法、その動画が設定でき
る項目がアイコンで確認できます。

動画一覧画面の機能メニュー
c 選択したフォルダによって利用できる機能が異
なるため、機能メニューに表示される項目が異
なります。

おしらせ
e動画やｉモーションの再生中にメールやメッセー
ジR/Fなどを受信した場合、映像や音声が途切れる
場合があります。

eFOMA N903i以外で撮影した動画は正しく再生で
きない場合があります。

e以下のような場合は、動画やｉモーションを前回終了
位置から再生できます。ただし、正確な前回終了位置
から再生できない場合があります。
a再生中に音声着信等があった場合
atまたはyによって再生が終了した場合

ｉモーション画面（縦画面）

２００６／１２／２０　１１：３５

早送 停止

　　００：０１／００：４０

ｉモーション画面（横画面）

ｉモーション停止画面

再生 機能

　　　００：４０／００：４０

２００６／１２／２０　１１：３５

機能メニュー P.340

ｉモーション
編集※1

「動画を編集する」→P.341

タイトル編集 タイトルを編集
反転表示した動画のタイトルを編集
します。
■INBOX、カメラ、ユーザ作成フォ
ルダの場合

全角文字で9文字、半角文字で18
文字まで入力できます。
■microSD、移行可能コンテンツ
フォルダの場合

全角文字で18文字、半角文字で36
文字まで入力できます。

再生 機能

カメラ １／３

　　　２００６／１２／２０　１０：２０
　　　２００６／１２／１９　１７：１５
　　　２００６／１２／１９　０９：５０

　　　２００６／１２／２０　１１：３５

横再生

画像種別アイコン
取得方法アイコン

タイトル

プレビュー
画面

設定できる
項目アイコン

再生 機能

カメラ　　　１／２

　　　２００６／１２／２０　１０：２０
　　　２００６／１２／１９　１７：１５
　　　２００６／１２／１９　０９：５０
　　　２００６／１２／１８　１０：４８
　　　２００６／１２／１８　０８：１８
　　　２００６／１２／１７　２２：３２
　　　２００６／１２／１７　１２：５５
　　　２００６／１２／１７　１０：２３

　　　２００６／１２／２０　１１：３５

横再生

画像種別アイコン
取得方法アイコン

タイトル

設定できる
項目アイコン
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※1：FOMA端末本体のフォルダに保存されている動画の
ときのみ表示されます。

※2：FOMA端末本体のフォルダまたは移行可能コンテン
ツフォルダに保存されている動画やｉモーションの
ときに表示されます。

※3：FOMA端末本体のフォルダまたはmicroSDフォルダ
に保存されている動画やｉモーションのときに表示
されます。

※4：microSDフォルダに保存されている動画やｉモー
ションのときのみ表示されます。

※5：名前は、ファイル名かタイトルのどちらかです。
※6：「シークレットモード」または「シークレット専用モー

ド」のときに表示されます。またシークレットフォル
ダのときは「シークレットから出す」になります。

※7：移行可能コンテンツフォルダに保存されている動画
やｉモーションのときのみ表示されます。

着信音設定※2 反転表示した動画を着信音に設定し
ます。→P.124

待受画面設定※2 反転表示した動画を待受画面に設定
します。→P.135

ｉモーション情報 「ｉモーション情報について」
→P.339

ｉモードメール
作成※3

反転表示した動画を添付したｉモー
ドメールを作成します。

ｉC送信※1 「データを1件ずつ転送する」
→P.366赤外線送信※1

microSDへ
コピー※1

「FOMA端末のデータをmicroSDメ
モリーカードにコピーする」
→P.361

microSDへ
移動※1

「動画／ｉモーションをmicroSDメ
モリーカードに移動する」→P.342

フォルダ移動 「データをほかのフォルダに移動す
る」→P.361

デスクトップ
貼付※1

「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

ファイル名
編集※1

ファイル名を編集
反転表示した動画のファイル名を編
集します。
半角の英字、数字と記号（"-"、"_"）
で36 文字まで入力できます（"-"、
"_"以外の記号を入力することはで
きません）。

ファイル制限※1

･ なし 送付先のFOMA端末から送信／転送
することができます。

･ あり 送付先のFOMA端末では送信／転送
することができなくなります。

タイトル初期化 変更したタイトルを取得したときの
タイトルに戻します。

保存容量確認 FOMA端末とmicroSDメモリーカー
ドに保存されている動画の保存デー
タ容量と空きデータ容量を確認しま
す。ただし、FOMA端末の容量には
シークレットの容量は含まれません。

ソート※1 指定した条件に従って動画を並び替
えます。

一覧表示切替 動画の一覧表示のしかたを設定します。

･ タイトル※1 タイトル一覧表示に切り替えます。

･ タイトル＋
画像※1
（お買い上げ時）

プレビュー表示に切り替えます。

･ 名前※4※5 タイトル一覧表示（またはファイル
名一覧表示）に切り替えます。

･ 名前＋画像※4
※5
（お買い上げ時）

プレビュー表示に切り替えます。

･ タイトル表示、
ファイル名表
示※4

ファイル名表示／タイトル表示を切
り替えます。

削除 「データを削除する」→P.362

シークレットに
保管※6

「各種データを表示できないように
する」→P.160

本体へコピー※4 「microSDメモリーカードのデータ
をFOMA端末にコピーする」
→P.361

本体へ移動※7 「microSDメモリーカードのｉモー
ションをFOMA端末に移動する」
→P.342

コピー※4 「microSDメモリーカード内の別の
フォルダにデータをコピーする」
→P.362

おしらせ
＜着信音設定＞
e以下の場合は着信音に設定できません。
a音声がない動画やｉモーションのとき
a再生制限付きのｉモーションのとき
aテロップ付きの動画やｉモーションのとき

e着信音設定が「可」の動画やｉモーションのみ設定で
きます。着信音設定の「可／不可」は、「ｉモーショ
ン情報」で確認できます。

eQVGA（320×240）を超えていてVGA（640×
480）以下の場合は着信音に設定できません。

eVGA（640×480）を超える動画を着信音に設定し
た場合、設定した画面においてｉモーションの画像
は表示されません。

eプッシュトーク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。
＜待受画面設定＞
e以下の場合は待受画面に設定できません。
a音声だけの動画やｉモーション、テキストだけの
ｉモーションのとき

a再生制限付きのｉモーションのとき
a QVGA（320×240）より大きいサイズの動画の
とき

e動画によっては、待受画面で正しく表示されない場合
があります。

e待受画面に設定したｉモーションからWeb To機能、
Mail To機能、Phone To／AV Phone To機能は利
用できません。
＜ｉモードメール作成＞
e以下の場合はｉモードメール作成できません。
a保存メールが20件あるとき、または保存BOXに空
き容量がないとき

a再生制限付きのｉモーションのとき
a「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した
動画のとき

aメールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止さ
れているｉモーションのとき
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d ｉモーション情報について
以下の情報が確認できます。

※1：FOMA端末本体に保存されている動画やｉモーショ
ンのときのみ表示されます。

※2：実行中のｉアプリからみた場合は目安になります。
※3：microSDメモリーカードに保存されている動画や

ｉモーションのときのみ表示されます。
※4：移行可能コンテンツフォルダに保存されている動画

またはｉモーションは、「不可」固定表示となります
が、着信音に設定できるものもあります。

ｉモーション再生中の操作について
ｉモーション再生中には以下の操作を行うこと
ができます。

※1：「データ取得完了画面」（P.228）から再生した場合
は、操作できません。

※2：ストリーミングタイプの ｉ モーションやデータを取
得しながら再生しているｉモーションでは操作でき
ません。

※3：横画面で再生時は、操作できません。
※4：ｉモーションによっては利用できない場合がありま

す。

＜ソート＞
e「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。
また、同じ取得元アイコンの動画やｉモーションは、
「ファイル取得元順」を選択する前の順番でソートされ
ます。
①ダウンロードしたり、ｉアプリから取得したｉモー
ション

②カメラで撮影した動画
③赤外線通信、ｉC送信やmicroSDメモリーカード
などから取得した動画

④キャラ電撮影した動画

ファイル名 ファイル名を表示
フォーマット ファイル形式を表示
初期タイトル オリジナルタイトル名を表示
作成者 ファイルの作成者情報を表示

情報がないときは「不明」の表
示になります。

コピーライト ファイルの著作権情報を表示
情報がないときは「不明」の表
示になります。

保存日時 ファイルの保存日時（年／月／
日　時：分）を表示

ファイルサイズ ファイルサイズをキロバイト
（Kバイト）で表示

表示サイズ ファイルの表示サイズ（横×縦
ドット）を表示

取得元 ファイルの取得元を表示
説明 ファイルの説明を表示

情報がないときは「不明」の表
示になります。

ファイル制限 ファイル制限の「あり／なし」
を表示

再生制限
･ 回数制限がある場合 残り再生回数と全再生回数を

表示
･ 期限制限がある場合 再生期限日時を表示
･ 期間制限がある場合 「再生開始可能日時～再生期限

日時」を表示
･ 再生制限がない場合 「なし」と表示
ビデオ 映像の「あり／なし／再生不

可」を表示
オーディオ 音声の情報「AMR／AAC／な

し／再生可／再生不可（MP4）
／再生不可（ASF）／Enhanced
aacPlus／HE-AAC」を表示

テキスト テキストの「あり／なし／再生
不可」を表示

microSDへの移動※1 microSDメモリーカードへの
移動またはコピーの「可／不
可」を表示※2

同じ機種間での移動のみ可能
なときは「可（同一機種間）」
と表示されます。

本体への移動※3 FOMA端末本体への移動また
はコピーの「可／不可」を表示
同じ機種間での移動のみ可能
なときは「可（同一機種間）」
と表示されます。

着信音設定※4 着信音設定の「可／不可」を表示
着信音に設定されているとき
は、設定先が表示されます。

着信画面設定 着信画面設定の「可／不可」を
表示
着信画面に設定されていると
きは、設定先が表示されます。

操作ボタン 動作
d 一時停止／再生を再開
f（a[R]）、
g（s[MEMO/CHECK]）

音量調節

v 前後の動画やｉモーション
の再生※1※2

o 早送り再生※2※3

p 消音（ミュート）（音声や音
楽がないときは無効になり
ます）※3

hを1秒以上 スキップ戻し※4

jを1秒以上 スキップ送り※4

dで再生一時停止後、o コマ送り（押すごとにコマ
が進みます）※2※3

dで再生一時停止後、機能
メニューから「スロー再生」

スロー再生※2※3

t 終了

おしらせ
eお買い上げ時のｉモーションの音量は「レベル10」に
設定されています。音量は「レベル0」～「レベル20」
まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。

eｉモーションで設定した音量は、「着信音量」で設定
されている着信音量などには反映されません。

早送 停止

　　　　　　　　　　　００：０１／００：１０

　　　　　　　　　　決勝ゴールを決めた！

　　　　　　　　　　　００：０１／００：１０

早送 停止

早送 停止

２００６／１２／２０　１１：３５

再生中の場合 テロップ表示の場合

音量調節の場合
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d Phone To機能、Mail To機能、
Web To機能を利用する

c 以下の場合は、Phone To／AV Phone To機
能、Mail To機能、Web To機能（P.220）を
利用できます。
a再生が終わった後、または停止した後に画面
に下線の付いた電話番号やメールアドレス、
URL が表示された場合

a動画再生中のテロップに電話番号やメールア
ドレス、URLが表示されたとき、機能メニュー
から「リンク選択」を選択した場合

c Phone To／AV Phone To機能やMail To機能
を利用できる場合は、電話帳に登録できます。再
生が終わった後に表示される画面で「電話帳登
録」を選択します。

c 電話帳の登録について
「電話帳に登録する」→P.107

ｉモーション停止（一時停止）画面の機能メニュー
c 再生した画像や選択したフォルダによって利用
できる機能が異なるため、機能メニューに表示
される項目が異なります。

※： microSDメモリーカードに保存されている動画や
ｉモーションのときのみ表示されます。

eシーク（スキップ戻し、スキップ送り）は、動画の再
生中（スロー再生、早送り再生も含む）または一時停
止中に実行できます。

eシーク（スキップ戻し、スキップ送り）中は無音です。
e以下の場合はシーク（スキップ戻し、スキップ送り）
ができません。
aストリーミングタイプのｉモーションを再生中の
とき

aデータを取得しながら再生できるｉモーションを
再生中のとき

aシークポイントがないｉモーションのとき
aシークポイントの間隔が広いｉモーションのとき
aシークポイントが先頭にしかないｉモーションの
とき

a音声のみのASFファイルでシーク情報がない
ｉモーションのとき

eシーク（スキップ戻し、スキップ送り）やコマ送り中
にテロップは表示されません。

通常再生 一時停止のとき、一時停止した位置か
ら再生を再開します。

スロー再生 スロー再生をします。通常の再生に戻
るときは、o［再生］を押すか、一時
停止させて機能メニューから「通常再
生」を選択します。

Phone To機能の場合 Mail To機能の場合

Web To機能の場合

この製品については０３ＸＸＸＸＸＸＸＸまで。

機能

　　　　　　　　　　　００：１０／００：１０

選択

ご応募はｄｏｃｏｍｏ．ｔａｒｏ．△△＠ｄｏｃｏｍｏ．ｎｅ．ｊｐ。

　　　　　　　　　　　００：１０／００：１０

選択

情報満載ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．△△△．ａｂｃ．ｃｏ．ｊｐへ！

機能

　　　　　　　　　　　００：１０／００：１０

選択 機能

早送り再生 早送り再生をします。通常の再生に戻
るときは、o［再生］を押すか、一時
停止させて機能メニューから「通常再
生」を選択します。

停止 ｉモーションを終了して動画一覧画面
に戻ります。

再生位置選択 v 再生したい位置を選択
位置を指定して再生をはじめます。

リンク選択 動画再生中のテロップに電話番号や
メールアドレス、URLが表示されたと
き、Phone To／AV Phone To機能、
Mail To機能、Web To機能（P.220）
を利用できます。

ｉモーション編集 「動画を編集する」→P.341
ｉモードメール
作成

表示している動画を添付したｉモード
メールを作成します。

着信音設定 表示している動画を着信音に設定し
ます。

待受画面設定 再生している動画を待受画面に設定
します。

連続再生設定
（お買い上げ時：
OFF）

フォルダ内のファイル順にｉモーショ
ンを連続再生するかどうかを設定し
ます（本FOMA端末ではリピート再生
となります）。動画やｉモーションの
再生開始後、FOMA端末を折り畳んだ
状態で音声のみを再生することもで
きます。
「ON」（連続再生）または「OFF」か
ら選択します。

ｉモーション情報 「ｉモーション情報について」→P.339
ｉC送信 「データを1件ずつ転送する」→P.366
赤外線送信
microSDへ
コピー

コピー先のフォルダを選択
表示している動画をコピーします。

本体へコピー※ 表示している動画をコピーします。
デスクトップ
貼付

「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

画像表示設定
･ 標準
（お買い上げ時）

実際のサイズで再生します。

･ 画面サイズ
で表示

画面のサイズに拡大して再生します。

･ 横再生 画像を横向きにして再生します。

おしらせ
＜スロー再生＞
eスロー再生中は無音です。
eストリーミングタイプのｉモーションやデータを取
得しながら再生しているｉモーションは、スロー再
生できません。
＜早送り再生＞
e早送り再生中は無音です。
eストリーミングタイプのｉモーションやデータを取
得しながら再生しているｉモーションは、早送り再
生できません。
＜再生位置選択＞
e動画やｉモーションによっては、再生位置を選択でき
ない場合があります。
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d 動画を好きな順に再生する
〈動画プログラム再生〉
ｉモーションや動画を10件まで選んで登録し
ておき、連続して再生できます。

1「フォルダ一覧画面」（P.336） 「プ
ログラム」を反転表示してp［機能］
「プログラム編集」 登録する番号
を選択 フォルダを選択 動画を選択
操作を繰り返して登録

■登録した動画を解除する
場合
解除したい動画を選択
フォルダ選択画面で

「ムービー解除」 「YES」

2 o［完了］
ｉモーションのフォルダ一覧画面が表示されます。
プログラムフォルダを選択するとプログラム再生
がはじまり、登録した動画が繰り返し再生されま
す。

〈動画編集〉

動画を編集する
c 動画編集中は、マルチタスク機能を利用できま
せん。

c 編集できる動画について→P.329

＜例：INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの
動画一覧画面＞

1「動画一覧画面」
（P.336） p［機能］
「ｉモーション編集」

「動画編集画面」が表示されま
す。

2 p［機能］ 編集する項
目を選択→P.341

動画編集画面の機能メニュー

＜ｉモードメール作成＞
e以下の場合はｉモードメール作成できません。
a保存メールが20件あるとき、または保存BOXに空
き容量がないとき

a再生制限付きのｉモーションのとき
a「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した
動画のとき

aメールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止さ
れているｉモーションのとき

＜着信音設定＞
e以下の場合は着信音に設定できません。
a音声がない動画やｉモーションのとき
a再生制限付きのｉモーションのとき
aテロップ付きの動画やｉモーションのとき

e着信音設定が「可」の動画やｉモーションのみ設定で
きます。着信音設定の「可／不可」は、「ｉモーショ
ン情報」で確認できます。

eプッシュトーク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。
＜待受画面設定＞
e以下の場合は待受画面に設定できません。
a音声だけの動画やｉモーション、テキストだけの
ｉモーションのとき

a再生制限付きのｉモーションのとき
aQVGA（320×240）より大きいサイズの動画の
とき

e動画によっては、待受画面で正しく表示されない場合
があります。

e待受画面に設定したｉモーションからWeb To機能、
Mail To機能、Phone To／AV Phone To機能は利
用できません。
＜連続再生設定＞
eｉモーションを終了した後も連続再生設定の設定は保
持されます。

e連続再生設定を「ON」に設定している場合、再生で
きないデータは自動的にスキップして連続再生しま
す。また、ｉモーションからのPhone To／AV
Phone To機能、Mail To機能、Web To機能は利用
できません。

e再生制限付きのｉモーションなどを再生しようとす
ると、その制限についてのメッセージ画面が表示され
連続再生が停止する場合があります。

プログラム

　〈２番目〉
　〈３番目〉
　〈４番目〉

　〈１番目〉

おしらせ
eプログラム再生で登録したｉモーションや動画を削
除した場合、削除したファイルはプログラム再生から
も削除されます。

おしらせ
e動画編集によって画質が劣化する場合があります。
e編集後の確認画面で電話がかかってきたり、電池がな
くなった場合、FOMA端末を折り畳んだ場合は、確定
している編集内容で保存されます。ただし、保存され
ている動画がいっぱいのときは保存されません。

e動画編集中に表示されるファイル容量は目安です。

ｉモーション
切り出し

「動画の一部を切り出す」→P.342

ｉモードメール
作成

編集した動画を添付したｉモードメー
ルを作成します。

ファイル制限

･ なし 送付先のFOMA端末から送信／転送す
ることができます。

･ あり 送付先のFOMA端末では送信／転送す
ることができなくなります。

おしらせ
＜ｉモードメール作成＞
e保存メールが20件ある場合、または保存BOXに空き
容量がない場合はｉモードメール作成できません。

動画編集画面

機能

　００：００／００：４０

機能メニュー P.341
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d 動画の一部を切り出す

1「動画編集画面」（P.341） p［機能］
「ｉモーション切り出し」o［始点］
切り出しが開始されます。
■途中の場面から切り出す場合

d 切り出しを開始する場面でd
o［始点］

2 切り出したい最後の場面でd
o［終点］
切り出した動画が再生され、再生が終了したら自
動的に停止します。
■もう一度確認する場合

o［デモ］

3 d d 「YES」

〈コンテンツ移行対応〉

動画／ｉモーションをmicroSD
メモリーカードに移動する

c 移動処理中はmicroSDメモリーカードを取り
外さないでください。FOMA端末、microSDメ
モリーカードの故障の原因となります。移動中
にmicroSDメモリーカードを抜いた場合、移動
中のデータが失われることもあります。

FOMA端末のｉモーションを
microSDメモリーカードに移動する

著作権のある移動可能なｉモーションを
microSDメモリーカードに移動します。移動し
たｉモーションは、ｉモーションの「移行可能
コンテンツ」フォルダ（P.327）内に保存され
ます。

1「動画一覧画面」(P.336） p［機
能］ 「microSDへ移動」 以下の項
目から選択

microSDメモリーカードのｉモー
ションをFOMA端末に移動する

ｉモーションの「移行可能コンテンツ」フォル
ダ（P.327）内に保存されているｉモーション
をFOMA端末に移動します。
c 移動したｉモーションは、ｉモーションの
INBOXフォルダに保存されます。

1「フォルダ一覧画面」（P.336） 「移
行可能コンテンツ」 フォルダを選択
d

「動画一覧画面」（P.336）が表示されます。

2 p［機能］ 「本体へ移動」 以下の
項目から選択

〈キャラ電〉

キャラ電とは
テレビ電話をお使いのときに、相手のFOMA端
末に自分側のカメラ映像を送信する代わりに
キャラクタを代替画像として送信することがで
きます。
また、テレビ電話中にキャラ電で操作できるア
クションを確認したり、キャラ電を静止画や動
画として撮影して楽しむこともできます。

おしらせ
e切り出し中は、切り出したときのおおよそのファイル
容量が表示されます。

eQCIF（176×144）より大きなサイズの動画は切り
出しできません。

1件移動 移動先のフォルダを選択 d
反転表示したｉモーションを1件移
動します。

選択移動 移動先のフォルダを選択 d
bで□（チェックボックス）を選
択 o［完了］ 「YES」
複数のｉモーションを選択して移動
できます。

全移動 端末暗証番号を入力 移動先の
フォルダを選択 d 「YES」
一覧表示を行っているフォルダ内の
すべてのｉモーション（移動不可を
除く）を移動します。

おしらせ
e再生制限が切れたｉモーションはmicroSDメモリー
カードに移動できません。

eｉモーションの移動可否は「設定できる項目アイコ
ン」（P.329）で確認できます。

emicroSDメモリーカードに移動中、o[中止]を押し
て中止操作を行った場合、o[中止]を押すタイミン
グによっては中止されないことがあります。

1件移動 反転表示したｉモーションを1件移
動します。

選択移動 bで□（チェックボックス）を選
択 o［完了］ 「YES」
複数のｉモーションを選択して移動
できます。

全移動 端末暗証番号を入力 「YES」
一覧表示を行っているフォルダ内の
すべてのｉモーション（移動不可を
除く）を移動します。

おしらせ
e再生制限が切れたｉモーションは、FOMA端末に移
動できません。

eｉモーションの移動可否は「画像種別アイコン」
（P.329）で確認できます。



343
次ページにつづく

データ表示／編集／管理

キャラ電を表示する

c キャラ電をダウンロードする→P.219
c お買い上げ時に登録されているキャラ電は以下
のとおりです。

1 i 「データBOX」
「キャラ電」
「キャラ電一覧画面」が表示さ
れます。
キャラ電一覧画面の見かたに
ついて→P.343

2 キャラ電を選択
「キャラ電画面」が表示されま
す。
キャラ電の操作について
→P.343

キャラ電一覧の見かた
c 画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定で
きる項目アイコンについて→P.329

c タイトル、ファイル名について→P.329

キャラ電を操作する
用意されているいろいろなアクションから選択
して再生できます。

1「キャラ電画面」（P.343） キャラ電
を操作する
■アクション一覧を確認する場合

w
一覧表示されるアクション
は、キャラ電の種類によって
異なります。
アクション一覧でアクショ
ン名の右にある「1」や「#1」
などは、キャラ電表示中にそ
のダイヤルボタンを押すと、
対応するアクションを再生
することを示しています。

■アクションの詳細を確認する場合
アクションを反転表示 o［詳細］ 詳

細を確認 p［閉］
■アクションモードを切り替える場合

o［パーツ］またはo［全体］
が表示されているときはパーツアクション

モードに、 が表示されているときは全体ア
クションモードに切り替わります。
（全体アクション）：

感情などキャラ電全体の動きを表現するアク
ションモードです。
（パーツアクション）：

頭や手足などのキャラ電の部分的な動きを表
現するアクションモードです。

■キャラ電表示中にダイヤルボタンでアク
ションを選択する場合
キャラ電表示中の画面で以下のダイヤルボタ
ンを押してアクションを再生します。
「全体アクション」：
アクション一覧でアクション名の右にある1桁
の数字（1～9）またはq1～q9 
「パーツアクション」：
アクション一覧でアクション名の右にある2桁
の数字（11～99） 

＜例：全体アクション「怒る」を選択する場合＞
※キャラ電は正像表示です。

お買い上げ時 画像表示設定：画面サイズで表示
代替画像設定：Dimo

Dimo ビーンズ（Beans）

サンデー（Sunday）

キャラ電一覧画面

再生 機能

キャラ電

　　ビーンズ（Ｂｅａｎｓ）
　　サンデー（Ｓｕｎｄａｙ）

　　Ｄｉｍｏ

機能メニュー P.344

キャラ電画面
機能ハ゜ーツ

機能メニュー P.344

再生 機能

キャラ電 １／２

　　ビーンズ（Ｂｅａｎｓ）
　　サンデー（Ｓｕｎｄａｙ）
　　　ＤＬ　キャラ電１
　　　ＤＬ　キャラ電２
　　　ＤＬ　キャラ電３
　　　ＤＬ　キャラ電４
　　　ＤＬ　キャラ電５
　　　ＤＬ　キャラ電６

　　Ｄｉｍｏ

画像種別アイコン（キャラ電）

タイトル

取得方法アイコン

設定できる
項目アイコン

笑う　　　　　　　　：１
バンザイ　　　　　　：２
泣き　　　　　　　　：３
怒る　　　　　　　　：４
驚く　　　　　　　　：５
悩む　　　　　　　　：６
首を傾げる　　　　　：7
寝る　　　　　　　　：8
照れる　　　　　　　：9
ＹＥＳ              　　　　：＃１

　　　アクション一覧   １ /２

o[全体]

4
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＜例：パーツアクション「顔アップ」を選択する場合＞

■音声に合わせてキャラ電の口の動きに変化
を付ける場合
キャラ電によっては、送話口
からの音声に合わせてキャ
ラ電も一緒に話しているよ
うな口の動きを与えること
ができるものもあります。
機能メニューやダイヤルボ
タンを押してアクションの
再生が行われた場合は、送話
口からの音声よりも選択したアクションの動
きが優先されます。

キャラ電一覧画面の機能メニュー

キャラ電画面の機能メニュー

d キャラ電情報について
以下の情報が確認できます。

キャラ電発信 電話番号を入力 rまたはo
反転表示したキャラ電を代替画像と
してテレビ電話をかけます。
キャラ電発信画面でbを押すと、着
信履歴、リダイヤル、電話帳検索から
電話番号を検索できます。

代替画像設定 反転表示したキャラ電をテレビ電話
の代替画像に設定します。

キャラ電撮影 「キャラ電を静止画／動画として保存
する」→P.345

タイトル編集 タイトルを編集
反転表示したキャラ電のタイトルを
編集します。
全角文字で18文字、半角文字で36文
字まで入力できます。

キャラ電情報 「キャラ電情報について」→P.344
保存容量確認 キャラ電の保存データ容量と空き

データ容量を確認します。
デスクトップ
貼付

「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

画像表示設定
･ 等倍表示 実際のサイズで表示します。
･ 画面サイズ
で表示
（お買い上げ時）

画面のサイズに拡大して表示します。

タイトル初期化 変更したタイトルを取得したときの
タイトルに戻します。

削除 「データを削除する」→P.362

おしらせ
＜保存容量確認＞
e表示される容量はおおよその目安です。

o[パーツ]

12

キャラ電発信 電話番号を入力 rまたはo
表示しているキャラ電を代替画像と
してテレビ電話をかけます。
キャラ電発信画面でbを押すと、着
信履歴、リダイヤル、電話帳検索か
ら電話番号を検索できます。

代替画像設定 表示しているキャラ電をテレビ電話
の代替画像に設定します。

キャラ電撮影 「キャラ電を静止画／動画として保
存する」→P.345

キャラ電切替 キャラ電を選択
表示するキャラ電を切り替えます。

デスクトップ貼付 「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

アクション一覧 アクション一覧を表示します。
アクション切替 「アクションモードを切り替える場

合」→P.343
キャラ電情報 表示しているキャラ電の情報を確認

します。
画像表示設定
･ 等倍表示 実際のサイズで表示します。
･ 画面サイズで
表示
（お買い上げ時）

画面のサイズに拡大して表示しま
す。

初期タイトル オリジナルタイトル名を表示
ファイル名 ファイル名を表示
ファイル制限 「あり」固定表示
撮影後ファイル
制限

撮影後ファイル制限の「あり／なし」
を表示

表示サイズ ファイルの表示サイズ（横×縦ドッ
ト）を表示

ファイルサイズ ファイルサイズをキロバイト（Kバイ
ト）で表示

取得元 ファイルの取得元を表示
お買い上げ時に登録されているキャ
ラ電のときは空白になります。

保存日時 ファイルの保存日時（年／月／日
時：分）を表示

microSDへの
移動

「不可」固定表示

代替画像設定 代替画像の設定先を表示
設定されていないときは「設定なし」
の表示になります。

おしらせ
e「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影した静止
画、動画のメール添付やmicroSDメモリーカードへ
のコピー、編集などを規制するかしないかを表したも
のです。
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キャラ電を静止画／動画とし
て保存する〈キャラ電撮影〉

■キャラ電撮影画面の見かた

①現在選択されているアクションモードを示します。

：全体アクション

：パーツアクション

②撮影モードを示します。

：静止画撮影

：動画撮影

③「画像保存設定」の設定を示します。

：ノーマル

：ファイン

：スーパーファイン
④「動画保存設定」の設定を示します。

：標準

：画質優先

：時間優先

：動き優先
⑤「ファイルサイズ設定」の設定を示します。

：500KB以下

：2MB以下
⑥「撮影種別設定」の設定を示します。

：映像+音声

：映像のみ
⑦「画像サイズ選択」に設定しているサイズが表示されます。

：QCIF（176×144）

：縮小サイズ（117×96）
⑧撮影の状態を示します。

：スタンバイ

：撮影中
⑨残り撮影時間が「分：秒」で表示されます（撮影前は非
表示）。

d 静止画を撮影する

1「キャラ電画面」
（P.343） p［機能］
「キャラ電撮影」

「キャラ電撮影画面（静止画）」
が表示されます。

2 アクションを操作 d
アクションの操作について→P.343
■パーツアクションにする場合

o［パーツ］
■撮影した静止画を添付／挿入したｉモード
メールを作成する場合
o［ ］ 「画像添付」または「画像

挿入」を選択
■撮影し直す場合

t

3 d
撮影した静止画は、マイピクチャのカメラフォル
ダに保存されます。

キャラ電撮影画面の機能メニュー

静止画撮影の場合 動画撮影の場合

ハ゜ーツ 機能撮影

3
72

1

ハ゜ーツ 機能撮影

6 9

7

88

2
1

4 5

キャラ電撮影画面（静止画）

ハ゜ーツ 機能撮影

機能メニュー P.345

おしらせ
e以下の場合、撮影確認音は鳴りません。
a着信音量の「電話」が「消去」のとき
aマナーモードなど電話の着信音量が「消去」のとき

キャラ電切替 キャラ電を選択
撮影するキャラ電を切り替えます。

代替画像設定 表示しているキャラ電をテレビ電話
の代替画像に設定します。

アクション一覧 アクション一覧を表示します。

アクション切替 アクションモードを切り替えます。
→P.343

画像表示設定 画像の表示方法を設定します。

･ 等倍表示 実際のサイズで表示します。

･ 画面サイズで
表示
（お買い上げ時）

画面のサイズに拡大して表示しま
す。

ムービーモード※1 フォトモード／ムービーモードを切
り替えます。

画像サイズ選択※2 撮影する画像サイズを設定します。

･ QCIF
（176×144）
（お買い上げ時）

横176×縦144ドット（QCIF）サ
イズで撮影します。

･ 縮小サイズ
（117×96）

横117×縦96ドットサイズで撮影
します。

撮影種別設定※3 動画を撮影する方法を設定します。

･ 映像+音声
（お買い上げ時）

映像と音声両方の動画を撮影しま
す。

･ 映像のみ 映像のみの動画を撮影します。

動画保存設定※3

･ 標準
（お買い上げ時）

標準の画質、撮影時間で撮影します。

･ 画質優先 よりよい画質で撮影したいときに選
択します。撮影時間は標準より短く
なります。

･ 時間優先 撮影する時間を長くしたいときに選
択します。画質は標準より劣ります。

･ 動き優先 よりスムーズな動きで撮影したいと
きに選択します。
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※1：ムービーモードのときは「フォトモード」になりま
す。お買い上げ時はフォトモードです。

※2：ムービーモードでは設定できません。
※3：フォトモードでは設定できません。

d 動画を撮影する

1「キャラ電撮影画面（静
止画）」（P.345） p
［機能］ 「ムービー
モード」
「キャラ電撮影画面（動画）」が
表示されます。

2 d アクションを操作 d
アクションの操作について→P.343
■パーツアクションにする場合

o［パーツ］
■撮影した動画を添付したｉモードメールを作
成する場合
o［ ］

■撮影した動画を確認する場合
p［機能］ 「再生確認」

■撮影し直す場合
t

3 d
撮影した動画は、ｉモーションのカメラフォルダ
に保存されます。

〈メロディ〉 MENU16

メロディを再生する
内蔵メロディや効果音、サイトなどからダウン
ロードしたメロディは、データBOXのメロディ
で再生できます。

1 i 「データBOX」
「メロディ」
「フォルダ一覧画面」が表示さ
れます。

2 フォルダを選択
「メロディ一覧画面」が表示さ
れます。
メロディ一覧画面の見かたに
ついて→P.346

3 メロディを選択
「メロディ画面」が表示され、
メロディの再生がはじまりま
す。
再生中の操作について
→P.347

メロディ一覧の見かた

画像保存設定※2 静止画を撮影するときの画質につい
て設定します。

ファイルサイズ設定※3

･ 500KB以下 500Kバイトまで撮影することがで
きます。

･ 2MB以下
（お買い上げ時）

2Mバイトまで撮影することができ
ます。

おしらせ
＜キャラ電切替＞
eキャラ電を切り替えると、アクションモードは全体ア
クションモードになります。

おしらせ
e画像サイズは、QCIF（176×144）のみです。画像
サイズは変更できません。

e以下の場合、撮影確認音は鳴りません。
a着信音量の「電話」が「消去」のとき
aマナーモードなど電話の着信音量が「消去」のとき

e平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続し
ているときは、「イヤホン接続時マイク切替」の設定
に従って音声が録音されます。

eキャラ電の動画撮影中にアクション操作をすると、ボ
タン操作音がマイクから録音される場合があります。

キャラ電撮影画面（動画）

ハ゜ーツ 機能撮影

機能メニュー P.345

おしらせ
e再生中の音量は、着信音量の「電話」で設定した音量
になります。「消去」または「ステップ」に設定され
ているときは「レベル2」で再生します。

e3Dサウンド対応のメロディでは、臨場感のあるメロ
ディ再生が楽しめます。→P.126

フォルダ一覧画面
選択 機能

メロディ

　　プリインストール
　　おしゃべり

　　プログラム
　　ｍｉｃｒｏＳＤ

　　ＩＮＢＯＸ

機能メニュー P.360

メロディ一覧画面

再生 機能

ＩＮＢＯＸ　　１／２

　　　テーマソング
　　　アメリカンロック
　　　映画サウンド
　　　ヒット曲
　　　ＭＹ＆Ｋ
　　　アニメの歌
　　　湘南レース
　　　なつかしのメロディ

　　　ホノルルのタベ

機能メニュー P.347

メロディ画面

機能停止

ホノルルのタベ

機能メニュー P.348

再生 機能

ＩＮＢＯＸ　　１／２

　　　テーマソング
　　　アメリカンロック
　　　映画サウンド
　　　ヒット曲
　　　ＭＹ＆Ｋ
　　　アニメの歌
　　　湘南レース
　　　なつかしのメロディ

　　　ホノルルのタベ

メロディ種別アイコン
取得方法アイコン

タイトル

設定できる項目アイコン
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■メロディ種別アイコン

※1：ファイル制限が設定されているメロディ、メールへの
添付やFOMA端末外への出力が禁止されているメロ
ディのアイコンには「 」が付きます。

※2：メロディにはあらかじめ再生部分が指定されている
ことがあります。そのため着信音などに設定したとき
は指定部分のみが再生されます。データBOXのメロ
ディで再生を行うと、すべてのメロディを再生できま
す。また、これらのメロディもファイル名やタイトル
の変更を行うことができます。

■取得方法アイコン

■設定できる項目アイコン

■タイトル、ファイル名について
サイトなどから取得したメロディにはオリジナ
ルのタイトルが付きます。
タイトルはFOMA端末のメロディ一覧画面に表
示される名前です。
ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示
されるメロディデータの名前です。
ファイル名に不正な文字があるときのファイル
名は「melodyxxx」（xxx：3桁の数字）になります。
ファイル名の末尾3桁の数字は同一ファイル名
を区別するためのシリアル番号として付けられ
ます。

メロディ再生中の操作について
メロディを再生中には以下の操作を行うことが
できます。

※1：音量を調節した後、dを押すか、約2秒間待つとメ
ロディ画面に戻ります。

※2：再生中に音量を変更しても、メロディを終了すると
「着信音量」で設定されている音量に戻ります。

メロディ一覧画面の機能メニュー
メロディ一覧画面の機能メニューはメロディが
保存されているフォルダによって変わります。
c INBOX、ユーザ作成フォルダ、microSDのメロ
ディ一覧画面の機能メニュー→P.347

c プリインストール、おしゃべりフォルダのメロ
ディ一覧画面の機能メニュー→P.348

■ INBOX、ユーザ作成フォルダ、microSD
のメロディ一覧画面の機能メニュー

※1：INBOX、ユーザ作成フォルダに保存されているメロ
ディのときのみ表示されます。

※2：microSDメモリーカードに保存されているメロディ
のときのみ表示されます。

MFi／SMFのメロディ※1※2

アイコンなし お買い上げ時に登録されているメロ
ディ

サイトなどから取得したメロディ

赤外線通信やｉC通信、microSDメモ
リーカード、バーコードリーダー、パ
ソコンなどから取得したメロディ

ｉモードメールに添付できるメロディ
（2Mバイト以下）

着信音に設定できるメロディ

赤外線送信とｉC送信が可能なメロ
ディ

microSDメモリーカードにコピー可
能なメロディ

操作ボタン 動　作
v 前または次の曲を再生
f（a[R]）、
g（s[MEMO/CHECK]）

音量調節※1※2

0 ～9、w、q、
r、o、d

再生の停止

t 終了

タイトル編集 タイトルを編集
反転表示したメロディのタイトルを
編集します。
全角文字で25文字、半角文字で50文
字まで入力できます。

ファイル名
編集※1

ファイル名を編集
反転表示したメロディのファイル名
を編集します。
半角の英字、数字、記号（"-"、"_"）で
36文字まで入力できます（"-"、"_"以外
の記号を入力することはできません）。

メロディ再生 反転表示したメロディを再生します
（メロディ画面を表示します）。

着信音設定※1 反転表示したメロディを着信音に設
定します。→P.124

ファイル制限※1

･ なし 送付先のFOMA端末から送信／転送す
ることができます。

･ あり 送付先のFOMA端末では送信／転送す
ることができなくなります。

デスクトップ
貼付※1

「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

ｉモードメール
作成

反転表示したメロディを添付した
ｉモードメールを作成します。

ｉC送信※1 「データを1件ずつ転送する」→P.366
赤外線送信※1

microSDへ
コピー※1

「FOMA端末のデータをmicroSDメモ
リーカードにコピーする」→P.361

本体へコピー※2 「microSDメモリーカードのデータを
FOMA端末にコピーする」→P.361

メロディ情報 「メロディ情報について」→P.348
保存容量確認 メロディの保存データ容量と空き

データ容量を確認します。
コピー※2 「microSDメモリーカード内の別の

フォルダにデータをコピーする」
→P.362

タイトル初期化 変更したタイトルを取得したときの
タイトルに戻します。

ソート※1 指定した条件に従ってメロディを並
び替えます。

フォルダ移動 「データをほかのフォルダに移動す
る」→P.361

削除 「データを削除する」→P.362
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■プリインストール、おしゃべりフォルダの
メロディ一覧画面の機能メニュー

メロディ画面の機能メニュー

※1：FOMA端末本体のフォルダに保存されているメロ
ディのときのみ表示されます。

※2：INBOX、ユーザ作成フォルダ、プリインストールフォ
ルダに保存されているメロディのときに表示されま
す。

※3：INBOX、ユーザ作成フォルダに保存されているメロ
ディのときに表示されます。

※4：INBOX、ユーザ作成フォルダ、microSDメモリー
カードに保存されているメロディのときに表示され
ます。

※5：microSDメモリーカードに保存されているメロディ
のときのみ表示されます。

d メロディ情報について
以下の情報が確認できます。

※1：FOMA端末本体に保存されているメロディのときの
み表示されます。

※2：microSDメモリーカードに保存されているメロディ
のときのみ表示されます。

d メロディを好きな順に再生する
〈プログラム再生〉

お好きな曲を10曲まで選んで登録しておき、連
続して再生できます。

1「フォルダ一覧画面」（P.346） 「プ
ログラム」を反転表示してp［機能］
「プログラム編集」 登録する番号
を選択 フォルダを選択 メロディを
選択 操作を繰り返して登録
■登録したメロディを解除
する場合
解除したいメロディを

選択 フォルダ選択画面
で「メロディ解除」

2 o［完了］
メロディのフォルダ一覧画面が表示されます。
プログラムフォルダを選択するとプログラム再生
がはじまり、登録したメロディが繰り返し再生さ
れます。

おしらせ
＜ファイル名編集＞
eファイル制限が「あり」に設定されているメロディ
は、ファイル名編集できません。ただし、赤外線通信
やｉC通信、OBEXで受信したメロディはファイル
名編集できます。
＜ｉモードメール作成＞
emicroSDメモリーカードに保存されている2Mバイ
トを超えるメロディは添付することができません。
＜メロディ情報＞
eメロディ情報の「ファイル制限」が「なし」になって
いても、ｉモードメールに添付できない場合があり
ます。
＜保存容量確認＞
e表示される容量はおおよその目安です。
＜ソート＞
eメロディ一覧画面を終了すると、ソートは解除されま
す。

e「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。
また、同じ取得元アイコンのメロディは、「ファイル
取得元順」を選択する前の順番でソートされます。
①ダウンロードしたり、ｉアプリから取得したメロ
ディ

②赤外線通信などから取得したメロディ

メロディ再生 反転表示したメロディを再生します。
着信音設定 反転表示したメロディを着信音に設

定します。→P.124

着信音設定※1 再生しているメロディを着信音に設
定します。→P.124

連続再生設定※2 同じフォルダ内のメロディを続けて
再生します。

デスクトップ
貼付※3

「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

ｉモードメール
作成※4

再生しているメロディを添付した
ｉモードメールを作成します。

microSDへ
コピー※3

コピー先のフォルダを選択
メロディをmicroSDメモリーカード
にコピーします。

本体へコピー※5 メロディをFOMA端末のINBOXフォ
ルダにコピーします。

メロディ情報※4 「メロディ情報について」→P.348

初期タイトル オリジナルタイトル名を表示
ファイル名 ファイル名を表示
ファイルサイズ ファイルサイズをキロバイト（Kバイ

ト）で表示
ファイル制限 ファイル制限の「あり／なし」を表示
ファイル種別 メロディのファイル種別「MFi／SMF」

を表示
取得元 ファイルの取得元を表示
保存日時 ファイルの保存日時（年／月／日

時：分）を表示
microSDへの
移動※1

microSDメモリーカードへのコピー
の「可／不可」を表示

本体への移動※2 FOMA端末本体へのコピーの「可／不
可」を表示

バイブレータ
連動

バイブレータ連動の「あり／なし」を
表示

着信イルミネー
ション連動

着信イルミネーション連動の「あり／
なし」を表示

着信音設定※1 着信音設定の設定先を表示
設定されていないときは「設定なし」
の表示になります。

おしらせ
eプログラムに登録されているメロディのタイトルお
よびファイル名を変更または、データを削除すると、
プログラム再生が解除されます。

プログラム

　〈２曲目〉
　〈３曲目〉
　〈４曲目〉
　〈５曲目〉

　〈１曲目〉
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〈きせかえツール〉

きせかえツールを利用する
サイトからダウンロードしたきせかえツールの
パッケージの設定項目を表示して確認できま
す。また、お買い上げ時に登録されているパッ
ケージも確認できます。
c サイトからのダウンロードについて→P.219
c きせかえツールのパッケージの設定について
→P.142

1 i 「データBOX」
「きせかえツール」
「パッケージ一覧画面」が表示
されます。
パッケージ一覧画面の見かた
について→P.349

2 パッケージを選択
「パッケージ画面」が表示され
ます。
■設定できる項目の内容を
確認する場合
確認する項目を反転表

示してo［デモ］
■パッケージを設定する場
合
p［機能］ 「一括設定」

■残りすべてをダウンロードするかどうかの
メッセージが表示された場合
データの取得が中断されたなどの理由により
一部のデータしか取得できなかったパッケー
ジを開こうとしています。残りのデータを追加
でダウンロードする必要があります。→P.219

パッケージ一覧の見かた

■パッケージ種別アイコン

■取得方法アイコン

■設定できる項目アイコン

■タイトル、ファイル名について
サイトなどからダウンロードしたパッケージに
はオリジナルのタイトルが付きます。
タイトルはパッケージ一覧画面に表示される名
前です。

パッケージ一覧画面の機能メニュー

おしらせ
e着信音など、音に関する項目を確認する場合の再生中
の音量は、「着信音量」で設定した音量になります。
「消去」に設定されている場合は鳴りません。

パッケージ一覧画面

選択 機能

きせかえツール

　　　ダウンロード１
　　　ダウンロード２

　　ドラゴンクエスト

機能メニュー P.349

パッケージ画面

　　　　ドラゴンクエスト
電話発信画像
　　　　ドラゴンクエスト
電話着信画像
　　　　ドラゴンクエスト

　　　　ドラゴンクエスト
テレビ電話発信画像

　　　　ドラゴンクエスト
ウェイクアップ画像

待受画像

機能

　　ドラゴンクエスト　１／３

デモ

選択 機能

きせかえツール

　　　ダウンロード１
　　　ダウンロード２

　　ドラゴンクエスト

パッケージ種別アイコン

取得方法アイコン

タイトル

設定できる項目アイコン

アイコン 説明
すべてのデータが取得されている
パッケージデータです。
データの取得が中断されたなどの理
由により一部のデータしか取得でき
なかったパッケージデータです。残り
すべてのデータを追加でダウンロー
ドすることで、きせかえツールとして
設定できるようになります。
FOMAカード動作制限に該当してい
るパッケージ

アイコン 説明
アイコンなし お買い上げ時に登録されているデータ

サイトからダウンロードして取得し
たデータ

アイコン 説明
待受画面やウェイクアップ表示に設
定できるデータ
電話発信画面など、待受画面、ウェイ
クアップ表示以外の画面に設定でき
るデータ
着信音や時刻アラーム音に設定でき
るデータ
メニューアイコンに設定できるデータ

時計表示に設定できるデータ

配色パターンに設定できるデータ

電池アイコンなど、アイコンに設定で
きるデータ
ニューロポインターのアイコンに設
定できるデータ

一括設定 「きせかえツールのパッケージを設定
する」→P.142

タイトル編集 タイトルを編集
反転表示したパッケージのタイトル
を編集します。
全角文字で10文字、半角文字で20文
字まで入力できます。

きせかえツール
情報

「パッケージ情報について」→P.350

タイトル初期化 変更したタイトルを取得したときの
タイトルに戻します。

保存容量確認 きせかえツールの保存データ容量と
空きデータ容量を確認します。

ソート 指定した条件に従ってパッケージを
並び替えます。
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d パッケージ情報について
以下の情報が確認できます。

microSDメモリーカードについて
FOMA端末では、microSDメモリーカードを外
部メモリとして利用できます。また、microSD
メモリーカードをmicroSDメモリーカードアダ
プタに装着して、パソコンなどSDメモリーカー
ド対応機器で利用することもできます。
microSDメモリーカードをご利用になるには、
別途microSDメモリーカードが必要となりま
す。microSDメモリーカードをお持ちでない場
合は、家電量販店などでお買い求めいただけま
す。N903iでは、2GバイトまでのmicroSD
メモリーカード（市販品）に対応しています
（2006年11月現在）。
c FOMA端末で撮影した静止画や動画、電話帳や
メール、ブックマークなどのデータをmicroSD
メモリーカードにコピーしたり、microSDメモ
リーカードに保存されているデータをFOMA端
末にコピーできます。また、microSDメモリー
カードに保存されている画像や動画のデータな
どをFOMA端末で再生することもできます。

c ｉモードメールに添付されていたFOMA端末本
体で利用できないファイル（その他ファイル）
を、パソコンなどから利用することもできます。

c 本FOMA端末では、ダウンロードした動画／
ｉモーションをmicroSDメモリーカードに保存
できます。ただし、データの提供者が許可して
いない場合は保存できません。

c 対応microSDメモリーカードの最新情報は下
記のサイトをご覧ください。
ｉモード：

「ｉMenu」－「メニュー／検
索」－「ケータイ電話メー
カー」－「みんなNらんど」

パソコンなど：
http://www.n-keitai.com/

取扱い上のご注意

c microSDメモリーカードは、FOMA端末の電源
を切った状態で取り付けや取り外しを行ってく
ださい。

c microSDメモリーカードにラベルやシールを
貼らないでください。

microSDメモリーカードの取
り付けかた／取り外しかた

d 取り付けかた
FOMA端末の電源を切った状態で取り付けて
ください。

1 リアカバーを取り外す
リアカバーの取り外しかた→P.42

2 microSDメモリーカードスロットに
microSDメモリーカードを差し込
み、ロックされるまで押し込む
microSDメモリーカードの印刷面を上にして
ゆっくりとまっすぐに差し込んでください。
完全に奥まで押し込むとロックされます。

3 リアカバーを取り付ける
リアカバーの取り付けかた→P.42
microSDメモリーカードを取り付け後、電源を入
れると、ディスプレイに「 」が表示されます。

削除 「データを削除する」→P.362

初期タイトル オリジナルタイトル名を表示
ファイル名 ファイル名を表示
ファイル制限 「あり」固定表示
ファイルサイズ ファイルサイズをキロバイト（Kバイ

ト）で表示
取得元 ファイルの取得元を表示

お買い上げ時に登録されているパッ
ケージのときは空白になります。

保存日時 ファイルの保存日時（年／月／日
時：分）を表示

microSDへの
移動

「不可」固定表示

※フォーマットは必ず本FOMA端末で行って
ください。ほかの端末やパソコンでフォー
マットしたmicroSDメモリーカードは、使
用できないことがあります。→P.358

印刷面を上にして、
まっすぐ差し込む

microSDメモリーカード

microSD
メモリーカード
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d 取り外しかた
FOMA端末の電源を切った状態で取り外して
ください。

1 リアカバーを取り外す
リアカバーの取り外しかた→P.42

2 microSDメモリーカードを軽く押し
込む
microSDメモリーカードを押し込んで手を放す
と、microSDメモリーカードが少し出てきます。
このとき、microSDメモリーカードが飛び出すこ
ともありますのでご注意ください。

3 microSDメモリーカードをゆっくり
と引き抜いて取り外す
microSDメモリーカードの溝の部分を持ち、まっ
すぐにゆっくりと抜いてください。

4 リアカバーを取り付ける
リアカバーの取り付けかた→P.42

おしらせ
emicroSDメモリーカードに不具合のある場合や、正
常にフォーマットできなかった場合には「 」が表
示されます。

おしらせ
eFOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取り外
したりしないでください。microSDメモリーカードに
損傷を与えたり、データが壊れることがあります。

emicroSDメモリーカードを取り付けたり取り外した
りするときは、microSDメモリーカードが飛び出す
ことがありますので注意してください。

microSDメモリーカードの溝

microSDメモリーカード

emicroSDメモリーカードを取り外した後は、必ず付
属の保護ケースに入れて保管してください。ほかの保
護ケースで保管すると、microSDメモリーカードが
使用できなくなる場合があります。

emicroSDメモリーカードの向きを確認してまっすぐ
に出し入れしてください（斜めに差し込むとカードが
破損する恐れがあります）。

emicroSDメモリーカードを取り付けた後、最初に読
み込みや書き込みをする場合は時間がかかることが
あります。
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microSDメモリーカードのフォルダ構成
FOMA端末からmicroSDメモリーカードにデータをコピーすると、以下のようなフォルダが作成さ
れ、データが対応するフォルダに保存されます。また、配下のフォルダ名およびファイル名も以下の
ように自動的に付与されます。
d パソコンなどからmicroSDメモリーカードにデータを書き込む場合も、以下のようなフォルダ構成、ファ
イル名にする必要があります。

DOCDCeee※５.DOC　 ････ドキュメントファイル（Wordファイル）
DOCeee※５

DOCDCeee※５.XLS　 ････ドキュメントファイル（Excelファイル）
DOCDCeee※５.PPT　 ････ドキュメントファイル（PowerPointファイル）

SD_VIDEO

aaaNECDT※1

NEC_bbbb※2.hhh※9  ･･････････････静止画ファイル（JPEG、GIFファイル）

PIMddddd※4.VCF　･･･････････････････電話帳ファイル（vCardファイル） 
PIMddddd※4.VMG ･･･････････････････メールファイル（vMessageファイル） 
PIMddddd※4.VNT　･･･････････････････テキストメモファイル（vNoteファイル） 
PIMddddd※4.VBM　･･･････････････････ブックマークファイル（vBookmarkファイル） 

SUDeee※5
STILL 

DOCOMO
PRIVATE

SD_PIM

MOLccc※3.iii※10  ････････････････ 動画ファイル（3GP、SDV、MP4、ASFファイル） 
PRLccc※3 

PDFDCeee※５.PDF　 ･････PDFデータ

DOCUMENT
PUDeee※５

PIMddddd※4.VCS　･･･････････････････スケジュール、To Doリストファイル（vCalendarファイル） 

PDFDCeee※５.$DF　 ･････PDFデータ

･････････････････ PDFデータが保存されているフォルダ

　　 ････････････････････････････ 移動可能なｉモーションや着うたフル®、ｉアプリで使用するデータが保存されているフォルダ

　　　 ･･････････････････････････ SD-Audioデータが保存されているフォルダ

SD_BIND

PDFDCeee※５.DDF　 ･････PDFデータ定義ファイル（DDFファイル）※８

DOCUMENT ･････････････････ドキュメントファイルが保存されているフォルダ

SD_AUDIO

microSDメモリーカード
DCIM

STILffff※6.hhh※9  ････････アニメーションファイル（GIFファイル）、画像ファイル（JPEGファイル）

RUDeee※5

RINGffff※6.ggg※7　 ･････ メロディファイル（SMF、MFiファイル）

RINGffff※6.ggg※7　 ･････････ メロディファイル（SMF、MFiファイル）

STILffff※6.hhh※9　 ･･･････････ アニメーションファイル（GIFファイル）、画像ファイル（JPEGファイル）

　　　　　　 ･･･････････････････ メロディファイルが保存されているフォルダ

････････････････････････････････ FOMA端末の「マイピクチャ」で「ピクチャ」と表示されます。

･･････････････････････････････電話帳、スケジュール、メールなどPIMデータが保存されているフォルダ 

･･･････････････････････ FOMA端末の「マイピクチャ」で「イメージボックス」と表示されます。 

　 ･････････････････････ FOMA端末の「ｉモーション」で「マルチメディア」と表示されます。 

　　　 ･･･････････････････････････ FOMA端末の「ｉモーション」で「SDビデオ」と表示されます。動画やｉモーション（音楽データ含む）
が保存されているフォルダです。

RINGER

MUDeee※5

MMFffff※6.iii※10  ･･･････ 動画ファイル（3GP、SDV、MP4、ASFファイル）

MMFffff※6.iii※10  ･･･････････ 動画ファイル（3GP、SDV、MP4、ASFファイル）
MMFILE

TRCeee※5

TORUCeee※5.TRC　 ････ トルカファイル

　　　　　　 ･･･････････････････ トルカが保存されているフォルダTORUCA

TORUCeee※5.TRC　 ････････ トルカファイル

LSCeee※5

LSCDCeee※5.LSC　 ････ 現在地通知先ファイル

　　　　　　　 ･････････････････ 現在地通知先ファイルが保存されているフォルダLCSCLIENT

LSCDCeee※5.LSC　 ････････ 現在地通知先ファイル

DUDeee※5

DIMGffff※６.hhh※9     ･････ デコメ絵文字ファイル（JPEG、GIFファイル）

　　　　　　 ･･･････････････････ デコメ絵文字ファイルが保存されているフォルダDECOIMG

DIMGffff※6.hhh※9　 ･･････････ デコメ絵文字ファイル（JPEG、GIFファイル）

OUDeee※5 ･････････････ フルブラウザからダウンロードした画像ファイルはこのフォルダに保存されます。
OTHEReee※5.kkk※11     ･･ 画像ファイル（PNG、BMPファイル）

OTHEReee※5.mmm※12     ･･ その他のファイル

　　　　  ･･････････････････････ フルブラウザからダウンロードした画像ファイルや、ｉモードメールに添付されたFOMA端末のデータ
BOXで扱えないファイルが保存されているフォルダです。FOMA端末では「SDその他」と表示されます。

OTHER

OTHEReee※5.kkk※11　 ･･････ 画像ファイル（PNG、BMPファイル）

OTHEReee※5.mmm※12　･･･････ その他のファイル

NEC



353データ表示／編集／管理

※1：「aaa」は100～999の3桁の半角数字になります。
「NECDT」の部分は任意の半角英数字にすることも
できます。 

※2：「bbbb」は0001～9999の４桁の半角数字になり
ます。「NEC_」の部分は任意の半角英数字にするこ
ともできます。 

※3：「ccc」は、0～9の半角数字とA～Fの半角英字を
用いた、001～FFFの16進数の文字になります。

※4：「ddddd」は、00001～65535の5桁の半角数字
になります。 

※5：「eee」は、001～999の3桁の半角数字になります。
※6：「ffff」は、0001～9999の4桁の半角数字になり

ます。
※7：「ggg」は、ファイル拡張子です。MLDまたはMID

となります。
※8： パソコンなどで表示した場合のみ表示されます。
※9：「hhh」は、ファイル拡張子です。JPGまたはGIFと

なります。
※10：「iii」は、ファイル拡張子です。3GPまたはSDV、

MP4、ASFとなります。
※11：「kkk」は、ファイル拡張子です。PNGまたはBMP

となります。
※12：「mmm」は、ファイル拡張子です。

d microSDメモリーカードに保存
できる件数について

microSDメモリーカードに保存できる件数は、
ご使用になるmicroSDメモリーカードのメモ
リ容量によって変わります。1つのフォルダに
保存できるファイルの最大件数および追加でき
るフォルダの最大件数は以下のとおりです。
フォルダを追加して、コピーする場所を変えた
りすることによって、より多くのファイルを保
存できます。ただし、ファイルの容量によって
は最大件数まで保存できない場合があります。

microSDメモリーカードのメモリ容量とメモリ
空き容量は「分類一覧表示画面の機能メニュー」
（P.355）で確認できますが、表示されるメモリ
容量は、ご使用のmicroSDメモリーカードに記
載されているメモリ容量より少なくなります。
c microSD メモリーカードの空きデータ容量が不
足している場合、電話帳、マイプロフィール、ス
ケジュール、To Doリスト、テキストメモ、メー
ル、ブックマークをコピーしようとすると、容量
不足でコピーできないというメッセージが表示
されます。また、静止画や画像、動画やｉモー
ションのときは機能メニューの「microSDへコ
ピー」「microSDへ移動」がグレー表示となりま
す。このようなときは、ほかのmicroSDメモリー
カードに交換するか、不要なデータを削除してか
らコピーし直してください。

c 音楽データをFOMA端末からmicroSDメモ
リーカード（SD-AUDIOフォルダ）にコピーす
ることはできません。

c コピー先／保存先のフォルダ内のファイルが最大
件数になっているときは以下のようになります。
a SD-PIM以外にコピーする場合は、自動的に新し
いフォルダが作成され、そのフォルダに保存され
ます。ただし、カメラで静止画を撮影後、直接
microSDメモリーカードに保存する場合は、自動
的にフォルダ作成されません。

a SD-PIMにコピーする場合、件数がいっぱいとい
うメッセージが表示され、microSDメモリーカー
ドにコピーできません。

c microSDメモリーカード内の容量がいっぱいの
場合、静止画や画像、動画やｉモーションのフォ
ルダ追加やタイトル編集などはできません。不要
なデータを削除してから操作を行ってください。

おしらせ
eSD_PIMフォルダは、電話帳などのPIMデータをコ
ピーしないと表示されません。

eSD_PIMフォルダに複数のデータをコピーした場合
は、タイトル名に年月日時分（yyyy/mm/dd hh:mm）
が自動的に付与されます。

eパソコンなどからMMFILEフォルダに映像付きの動
画を保存することはできますが、FOMA端末で再生
できません。

eお使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名
が小文字で表示される場合があります。

eパソコンなどで編集したファイルをmicroSDメモ
リーカードに保存するとき、P.352のフォルダ名、ファ
イル名とは異なる文字を使用すると、FOMA N903iで
は正しく表示、再生できない場合があります。

emicroSDメモリーカードのフォーマット等を行い、
SDVIDEO.DATファイル、MMFILE.DATファイルま
たはDCIM.DATファイルが削除された場合、メモリー
カード内の保存先フォルダの設定は解除されます。そ
の際は「画像保存先選択」（P.186）または「動画保
存先選択」（P.193）で設定し直してください。FOMA
端末の電源を切ったり、microSDメモリーカードの
取り外し／取り付けでは解除されません。

emicroSDメモリーカードのフォルダをパソコンなど
で削除したり、移動したりしないでください。
FOMA N903iでmicroSDメモリーカードが読めな
くなる場合があります。

eFOMA N903iに対応していないデータをmicroSD
メモリーカードに保存しても、FOMA N903iでは認
識できません。

eほかの機器からmicroSDメモリーカードに保存した
データは、FOMA端末で表示、再生できない場合が
あります。また、FOMA端末からmicroSDメモリー
カードに保存したデータは、ほかの機器で表示、再生
できない場合があります。

emicroSDメモリーカードリーダライタおよびPC
カードアダプタについては、本FOMA端末で対応し
ているmicroSDメモリーカードとの動作を各メー
カーにご確認の上お買い求めください。

eFOMA N903i以外の機器でフォーマットした
microSDメモリーカードを使用すると、正常に動作
しない場合があります。

フォルダ名 フォルダ
最大件数

1つのフォルダに保存で
きるファイルの最大件数

DCIM 900件 9,999件
SD_VIDEO 4,095件 4,095件
SD_PIM 1件 65,535件
STILL 999件 9,999件
MMFILE 999件 9,999件
LCSCLIENT 999件 999件
DECOIMG 999件 9,999件
OTHER 999件 999件
RINGER 999件 9,999件
TORUCA 999件 999件
DOCUMENT 999件 999件
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FOMA端末とmicroSDメモリーカー
ド間でコピーできるデータについて
FOMA端末とmicroSDメモリーカード間でコ
ピーできるデータは、以下のとおりです。
■電話帳、メールなどのPIMデータの場合
c FOMA端末とmicroSDメモリーカード間で
PIMデータをコピーするには→P.354

※1：「追加1件コピー」の場合、FOMA端末に同じメモリ
番号が登録されているときなどはコピーできません。

※2：シークレット属性は、シークレットデータとして登録
されているかどうかを示すものです。

※3：「全コピー」の場合にコピーできます。
※4：分類は、スケジュールの内容で設定したアイコン情報

です。
※5：分類は、To Doリストの用件で設定したカテゴリー

です。
※6：受信メール、送信メール、ブックマークの全コピーで

は、フォルダ（フォルダ名）の転送が可能です。
※7：microSDメモリーカードからFOMA端末へコピーし

た場合、ｉモードのブックマークは、「ｉモードメ
ニュー」の「Bookmark」フォルダに登録されます。
フルブラウザのブックマークは、「Internet（フルブ
ラウザ）」の「Bookmark」フォルダに登録されます。

■データBOX内のデータの場合
c FOMA端末（データBOX）とmicroSDメモリー
カード間でデータをコピーするには→P.361

■その他のデータ
c FOMA端末とmicroSDメモリーカード間でト
ルカをコピーするには→P.300

c FOMA端末とmicroSDメモリーカード間で現
在地通知先のデータをコピーするには→P.312

〈SD-PIM〉

microSDメモリーカードを
利用する
FOMA端末に登録している電話帳、スケジュー
ル、To Doリスト、テキストメモ、メール、ブッ
クマークをmicroSDメモリーカードに保存で
きます。保存したデータは「SD-PIM」で表示
したり、FOMA端末にコピーできます。
c microSDメモリーカードをご利用になるには、
別途microSDメモリーカードが必要となりま
す。microSDメモリーカードをお持ちでない場
合は、家電量販店などでお買い求めいただけま
す。→P.350

microSDメモリーカードの
データをプレビューする

microSDメモリーカードに保存したデータを
表示して、確認できます。

1 i 「LifeKit」「SD-
PIM」
「分類一覧表示画面」が表示さ
れます。

2 項目を選択
「ファイル一覧画面」が表示さ
れます。

データの種類 詳細
電話帳 名前、フリガナ、電話番号、メールア

ドレス、メモ、住所、誕生日、静止画、
位置情報、メモリ番号※1、シークレッ
ト属性※2、グループ番号※3、グルー
プ名※3、プッシュトーク電話番号、
プッシュトークグループ番号※3、プッ
シュトークグループ名※3

スケジュール 開始日時、終了日時、要約、内容、シー
クレット属性※2、分類※4、アラーム
設定、繰り返し設定

To Doリスト 内容、分類※5、完了日、期限、状態、
優先順位、アラーム設定

テキストメモ 作成日時、最終更新日時、分類、内容
受信メール※6、
送信メール※6、
保存メール、
SMS

未読／既読、メッセージタイプ、メッ
セージボックス、差出人、宛先、タイ
トル、受信／送信日時、本文、添付

ブックマーク※6※7 タイトル、URL

データの種類 詳細
静止画 INBOXフォルダ、カメラフォルダ、デ

コメピクチャフォルダ、デコメ絵文字
フォルダ、おまかせデコメフォルダ、
microSDフォルダ、ユーザ作成フォル
ダ内のJPEGおよびGIF形式のデータ

動画 INBOXフォルダ、カメラフォルダ、
microSDフォルダ、ユーザ作成フォ
ルダ内にあるMP4形式のデータ

PDFデータ INBOXフォルダ、microSDフォルダ、
ユーザ作成フォルダ内のPDF形式の
データ

メロディ INBOXフォルダ、microSDフォルダ、
ユーザ作成フォルダ内にあるMFi／
SMF形式のメロディ

データの種類 詳細
トルカ トルカフォルダ、microSDフォルダ、

ユーザ作成フォルダ内のトルカ
現在地通知先 現在地通知先名称、通知先ID、電話番

号、自動通知設定

おしらせ
eユーザアイコンを設定したスケジュールをコピーし
た場合、「分類」の情報は転送されません。

eFOMA端末外への出力が禁止されたデータはコピー
できません。ただし本FOMA端末でファイル制限を
「あり」に設定したデータはコピーできます。

分類一覧表示画面
選択 機能

分類一覧表示

　スケジュール
　受信ＢＯＸ
　送信ＢＯＸ
　保存ＢＯＸ
　テキストメモ
　Ｂｏｏｋｍａｒｋ

　電話帳

機能メニュー P.355

ファイル一覧画面
選択 機能

電話帳

　　２００６／１２／１９　２２：１２
　　２００６／１２／１７　１０：５８

　　２００６／１２／２０　１１：４１

機能メニュー P.355
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3 ファイルを選択
「データ一覧画面」が表示され
ます。

4 データを選択
「データ詳細画面」が表示され
ます。

分類一覧表示画面の機能メニュー

※： 項目から「スケジュール」を選択した場合は、「スケ
ジュール／To Doリスト／全て」の中から選択できま
す。「Bookmark」を選択した場合は、「ｉモードブラ
ウザ／フルブラウザ／全て」の中から選択できます。

ファイル一覧画面の機能メニュー
c 上書コピー（上書1件コピー／上書選択コピー／
上書全コピー）を行うと、コピー前にあった
FOMA端末内の登録データは消去され、選択し
たmicroSDメモリーカード内のデータにまるご
と入れ替わりますのでご注意ください。
上書コピーを行う前に、大切なデータが登録さ
れていないことを確認してください。

おしらせ
eSD-PIMの起動中やデータの詳細表示中は、ほかの機
能を起動することはできません。

eデコメールは、デコレーションが設定されていない状
態で表示されます。

eｉモードブラウザ画面で登録したBookmarkには
「 」のアイコンが表示され、フルブラウザ画面で登
録したBookmarkには「 」のアイコンが表示されま
す。

microSD情報
表示

「microSDメモリーカードの使用状況
を確認する」→P.358

本体から
コピー※

端末暗証番号を入力 「YES」
反 転 表 示 し た 項 目 の デ ー タ を
microSDメモリーカードに全コピー
します。

microSD
フォーマット

端末暗証番号を入力 「YES」
microSDメモリーカードをフォー
マットします。

microSD
チェック
ディスク

microSDメモリーカードをチェック
します。
チェックすることによってmicroSD
メモリーカードの不具合を修復でき
る場合もあります。

おしらせ
＜microSDチェックディスク＞
emicroSDチェックディスク中にmicroSDメモリー
カードを取り外さないでください。FOMA端末、
microSDメモリーカードの故障の原因になります。

eフォーマットされていないmicroSDメモリーカー
ドや、未対応のメモリーカードはmicroSDチェック
ディスクできません。

emicroSDチェックディスク中は「 」が点滅します。

データ一覧画面
選択 機能

２００６／１２／２０　１１：４１

　　携帯春子
　　ドコモ二郎
　　携帯一郎
　　携帯二郎
　　携帯夏子
　　携帯三郎
　　携帯秋子
　　ドコモ三郎
　　携帯四郎

　　０９０ＸＸＸＸＸＸＸＸ

機能メニュー P.356

データ詳細画面
機能

２００６／１２／２０　１１：４１

　ドコモ一郎
　ト゛コモイチロウ
電話番号
　０３ＸＸＸＸＸＸＸＸ
メールアドレス
　ｄｏｃｏｍｏ．ｔａｒｏ．△△ａｂｃ＠ｄｏｃｏ
　ｍｏ．ｎｅ．ｊｐ
シークレット属性
　なし

名前（フリガナ）

機能メニュー P.356

emicroSDチェックディスク中にo［中止］やyを
押した場合は、microSDチェックディスクは中止さ
れ、「 」が表示されます。

emicroSDチェックディスクを中断した場合、修復中
のデータが残る場合があります。このような場合、再
度チェックディスクを行ってください。

emicroSDメモリーカード内のデータ量によっては、
microSDチェックディスクに時間がかかる場合があ
ります。

emicroSDメモリーカードによっては修復できない場
合があります。

emicroSDチェックディスクを行うと、microSDに保
存されているデータのタイトルはファイル名に変更
されます。
タイトル、ファイル名について→P.329

タイトル編集 タイトルを編集
反転表示したファイルのタイトルを
編集します。
全角文字で15文字、半角文字で31文
字まで入力できます。

追加コピー FOMA端末にデータを追加コピーし
ます。

･ 追加1件
コピー

端末暗証番号を入力 「YES」
反転表示した1件のファイル内の全
データを追加コピーします。

･ 追加選択
コピー

bで□（チェックボックス）を選択
o［完了］ 端末暗証番号を入力

「YES」
選択したファイル内の全データを追
加コピーします。

･ 追加全
コピー

端末暗証番号を入力 「YES」
すべてのファイル内の全データを追
加コピーします。

上書コピー※1 FOMA端末にデータを上書きコピー
します。

･ 上書1件
コピー

端末暗証番号を入力 「YES」
「YES」※2
反転表示した1件のファイル内の全
データを上書きコピーします。

･ 上書選択
コピー

bで□（チェックボックス）を選択
o［完了］ 端末暗証番号を入力

「YES」 「YES」※2
選択したファイル内の全データを上
書きコピーします。

･ 上書全
コピー

端末暗証番号を入力 「YES」
「YES」※2
すべてのファイル内の全データを上
書きコピーします。

本体から
コピー※3

端末暗証番号を入力 「YES」
その項目のデータをFOMA端末から
全件コピーします。
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※1：スケジュールの場合、To Doリストのデータも対象
となります（どちらか一方のデータのみ登録されてい
る場合は、登録されているデータのみ上書きされま
す）。

※2：電話帳の場合、コピーするファイルが1件しかなけれ
ば先頭のデータを自局データとして設定するかどう
かの選択画面が表示されます。

※3：項目から「スケジュール」を選択した場合は、「スケ
ジュール／To Doリスト／全て」の中から選択でき
ます。「Bookmark」を選択した場合は、「ｉモード
ブラウザ／フルブラウザ／全て」の中から選択できま
す。

データ一覧画面／データ詳細画面の
機能メニュー

c 上書全コピーを行うと、コピー前にあった
FOMA端末内の登録データは消去され、選択し
たmicroSDメモリーカード内のデータにまるご
と入れ替わりますのでご注意ください。
上書全コピーを行う前に、大切なデータが登録
されていないことを確認してください。

※1：データ一覧画面のみ表示されます。
※2：To Doリストのデータも対象となります（どちらか

一方のデータのみ登録されている場合は、登録されて
いるほうのデータのみ上書きされます）。

FOMA端末のデータをmicroSD
メモリーカードにコピーする

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュー
ル、To Doリスト、テキストメモ、メール、ブッ
クマークをmicroSDメモリーカードに保存し
ます。
■ FOMA端末のデータを1件コピーする場合

コピーしたいデータの一覧画面で機能メニュー
の「microSDへコピー」から「1件コピー」を選
択、またはコピーしたいデータの詳細画面で機能
メニューの「microSDへコピー」を選択します。

■ FOMA端末のデータを複数件コピーする場合 
コピーしたいデータの一覧画面で機能メニュー
の「microSDへコピー」から「選択コピー」を
選択します。

■ FOMA端末のフォルダ内の全データをコ
ピーする場合（受信メール、送信メール、
ブックマークのみ）
コピーしたいデータの一覧画面で機能メニュー
の「microSDへコピー」から「全コピー」を選
択します。

■ FOMA端末のデータを全コピーする場合
分類一覧表示画面の機能メニューから「本体か
らコピー」を選択します。→P.355
または、以下の方法でも全コピーできます。
c 電話帳、スケジュール、To Doリスト、保存
メール、テキストメモ
コピーしたいデータの一覧画面または詳細画
面で機能メニューの「microSDへコピー」か
ら「全コピー」を選択します。

c 受信メール、送信メール、ブックマーク
フォルダの一覧画面で機能メニューから
「microSDへ全コピー」を選択します。

microSD情報
表示

microSDメモリーカードの空きデー
タ容量および保存データ容量を確認
します。

削除
･ 1件削除 反転表示したファイルを削除します。
･ 選択削除 bで□（チェックボックス）を選択

o［完了］ 「YES」
複数のファイルを削除できます。

･ 全削除 端末暗証番号を入力 「YES」
その項目に保存されているすべての
ファイルを削除します。

おしらせ
＜削除＞
eパソコンなどで読み取り専用に設定されている場合、
削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。

追加1件コピー 反転表示したデータ、または表示して
いるデータをFOMA端末に追加コ
ピーします。

追加全コピー※1 端末暗証番号を入力 「YES」
ファイル内のすべてのデータをFOMA
端末に追加コピーします。

上書全コピー※1 ■電話帳の場合
端末暗証番号を入力 「YES」

「YES」 「YES」または「NO」
■スケジュール※2、受信BOX、送信
BOX、保存BOX、テキストメモ、
Bookmarkの場合
端末暗証番号を入力 「YES」

「YES」
ファイル内のすべてのデータをFOMA
端末に上書きコピーします。

microSD情報
表示

microSDメモリーカードの空きデー
タ容量および保存データ容量を確認
します。

おしらせ
eｉアプリの起動指定が貼り付けられているメールを
コピーした場合、そのメール内のｉアプリ起動に関
する情報は削除されます。

eシークレットデータ（電話帳、スケジュール）を1件コ
ピーした場合、シークレットは解除されて保存されま
す。

eデータをmicroSDメモリーカードへ全コピーした
場合、シークレットで登録されているデータ（電話
帳、スケジュール）もコピーされます。ただし、シー
クレットフォルダのデータはコピーされません。

e電話帳データを全コピーした場合、「マイプロフィー
ル」の内容もコピーされます。また、プッシュトーク
電話帳データも全コピーされます。

e電話帳データを1件コピーした場合、プッシュトーク
電話帳データはコピーされません。

e電話帳詳細画面、メール詳細画面からは全コピーはで
きません。

eメールをコピーしたとき、メールに添付されている
ファイルは種類によっては削除される場合がありま
す。
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microSDメモリーカードのデー
タをFOMA端末にコピーする

microSDメモリーカードに保存している電話
帳、スケジュール、To Doリスト、テキストメ
モ、メール、ブックマークを、FOMA端末に追
加コピーしたり、上書きコピーします。

d FOMA端末に追加コピーする
■1件のファイル内の全データを追加する場合
「ファイル一覧画面の機能メニュー」の「追加コ
ピー」-「追加1件コピー」→P.355
「データ一覧画面の機能メニュー」の「追加全コ
ピー」→P.356

■選択したファイル内の全データを追加コピーす
る場合
「ファイル一覧画面の機能メニュー」の「追加コ
ピー」-「追加選択コピー」→P.355

■すべてのファイル内の全データを追加コピーす
る場合
「ファイル一覧画面の機能メニュー」の「追加コ
ピー」-「追加全コピー」→P.355

■選択した1件のデータを追加コピーする場合
「データ一覧画面／データ詳細画面の機能メ
ニュー」の「追加1件コピー」→P.356

d FOMA端末に上書きコピーする
■1件のファイル内の全データを上書きコピーす
る場合
「ファイル一覧画面の機能メニュー」の「上書コ
ピー」-「上書1件コピー」→P.355
「データ一覧画面の機能メニュー」の「上書全コ
ピー」→P.356

■選択したファイル内の全データを上書コピーす
る場合
「ファイル一覧画面の機能メニュー」の「上書コ
ピー」-「上書選択コピー」→P.355

■すべてのファイル内の全データを上書コピーす
る場合
「ファイル一覧画面の機能メニュー」の「上書コ
ピー」-「上書全コピー」→P.355

e「全データ表示」を行わずに「マイプロフィール」の
データを1件コピーしたときは、名前、フリガナ、自
局番号、1件目に登録されているメールアドレスのみ
が電話帳として保存されます。「全データ表示」を行っ
て１件コピーしたときは、登録されているすべての
データが電話帳として保存されます。

おしらせ
e「指定発信制限」を設定中は、電話帳のデータをコピー
することはできません。

emicroSDメモリーカードに保存されているファイル
数が多くなると、読み込みまたは書き込みに時間がか
かる場合があります。

eコピー中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場
合は、途中でコピーが中断されます。取り込み済みの
データは登録されます。

＜ファイル一覧画面の機能メニューからコピーする場合＞
e電話帳データを追加コピー（追加1件コピー／追加選
択コピー／追加全コピー）、上書コピー（上書1件コ
ピー／上書選択コピー／上書全コピー）した場合、
プッシュトーク電話帳データもコピーされます。ただ
し、追加コピーの場合は、グループリストの登録はさ
れません。

e追加コピー（追加1件コピー／追加選択コピー／追加
全コピー）する場合、microSDメモリーカードに登
録されているグループ名がFOMA端末に登録されて
いるグループ名と異なるときは、電話帳のグループ
00に登録されます。

e追加コピー（追加1件コピー／追加選択コピー／追加
全コピー）した場合、以下のデータはコピーされませ
ん。
a同じ日付時刻で同じ繰り返し設定（なし／あり）の
スケジュール

a同じURLのブックマーク
＜データ一覧画面／データ詳細画面の機能メニューか
らコピーする場合＞
e電話帳データを追加全コピー、上書全コピーした場
合、プッシュトーク電話帳データもコピーされます。
ただし、追加全コピーの場合は、グループリストの登
録はされません。

e追加全コピーする場合、microSDメモリーカードに
登録されているグループ名がFOMA端末に登録され
ているグループ名と異なるときは、電話帳のグループ
00に登録されます。

e追加1件コピー、追加全コピーをした場合、以下の
データはコピーされません。
a同じ日付時刻で同じ繰り返し設定（なし／あり）の
スケジュール

a同じURLのブックマーク
e送信BOXがいっぱいのとき、送信メールを追加1件
コピーすると、保護されていない最も古いメールに上
書きされます。

e受信BOXがいっぱいのとき、受信メールを追加1件
コピーすると、保護されていない最も古い既読メール
に上書きされます。
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microSDメモリーカードの
管理について
microSDメモリーカードをフォーマットしたり、
データの使用状況を確認することができます。
c microSDメモリーカードをご利用になるには、
別途microSDメモリーカードが必要となりま
す。microSDメモリーカードをお持ちでない場
合は、家電量販店などでお買い求めいただけま
す。→P.350

microSDメモリーカードを
フォーマットする

microSDメモリーカードをフォーマットして、
FOMA端末で使用できるようにします。
c microSDメモリーカードをフォーマットする
と、保存されているデータはすべて削除されま
す。フォーマットをするときは、大切なデータ
が保存されていないことを確認してください。

1「分類一覧表示画面」（P.354） p
［機能］ 「microSDフォーマット」
端末暗証番号を入力 「YES」

microSDメモリーカードの使
用状況を確認する

microSDメモリーカードの空きデータ容量お
よび保存データ容量を確認できます。
microSDメモリーカードに保存できる件数に
ついて→P.353

1「分類一覧表示画面」（P.354） p
［機能］ 「microSD情報表示」

microSDリーダライタとし
て使う
microSDメモリーカードをFOMA端末に挿入し
た状態でパソコンに接続し、microSDメモリー
カード内のデータを読み込み／書き込みできま
す。
c microSDメモリーカードをご利用になるには、
別途microSDメモリーカードが必要となりま
す。microSDメモリーカードをお持ちでない場
合は、家電量販店などでお買い求めいただけま
す。→P.350

c FOMA端末をmicroSDリーダライタとして利
用するためには、以下の機器が必要です。

1「USBモード設定画面」（P.359）
「microSDモード」
「microSDモード」に設定すると、「 」が表示さ
れます。

2 FOMA端末とパソコンを、FOMA USB
接続ケーブルで接続する
microSDモード中にmicroSDメモリーカードが
挿入され、FOMA USB接続ケーブルが接続され
ている場合は、「 」が表示されます。
パソコンのマイコンピュータに、microSDメモ
リーカードがストレージメモリ（データを保存す
る外部記憶領域）として表示されます。
パソコンからFOMA USB接続ケーブルを取り外
すときは、各OSの安全に取り外す方法を用いて
ください。

※フォーマットは必ず本FOMA端末で行っ
てください。ほかの端末やパソコンで
フォーマットしたmicroSDメモリーカー
ドは、使用できないことがあります。

おしらせ
eフォーマット中にmicroSDメモリーカードを取り
外さないでください。FOMA端末、microSDメモ
リーカードの故障の原因になります。

eフォーマットを中止したmicroSDメモリーカード
に対し保存されるデータの保証はいたしかねます。

eフォーマット中は「 」が点滅します。
eフォーマット中にo［中止］やyを押した場合は
フォーマットが中止され、「 」が表示されます。そ
のときは、もう一度フォーマットしてください。

emicroSDメモリーカードを利用するｉアプリ待受画
面を起動しているときは、「microSDフォーマット」
がグレー表示となります。

項目 説明

接続ケーブル FOMA USB接続ケーブル（別売）

パソコン FOMA USB接続ケーブル（別売）が
使用できるUSBポート（Universal
Serial Bus Specification Rev1.1
準拠）が使用可能なパソコン

対応OS Windows 2000、Windows XP
（各日本語版）

おしらせ
eパソコンとmicroSDメモリーカード間でデータの
読み込み／書き込み中の場合、USBモード設定を変
更したり、FOMA端末からmicroSDメモリーカード
にアクセスすることはできません。また、本FOMA
端末とmicroSDメモリーカード間でデータの読み込
み／書き込み中の場合、パソコンからmicroSDメモ
リーカードにアクセスすることはできません。
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USBモードを設定する
〈USBモード設定〉

パソコンやプリンタなどとFOMA端末を接続し
てさまざまな機能を利用するためにUSBモード
を設定します。
c USBモードには、「通信モード」、「microSDモー
ド」、「プリントモード」があります。

1 i 「各種設定」「外
部接続」 「USBモー
ド設定」
「USBモード設定画面」が表示
されます。

2 以下の項目から選択

■お願い
c FOMA端末とパソコンの接続が正しくできてい
るか十分に確認してください。正しく接続されて
いない場合、データの送受信ができないだけでな
く、データが失われることがあります。

c FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていな
い状態や電池切れの状態では、データの送受信が
できないだけでなく、データが失われることがあ
ります。FOMA端末の電池が十分残っていること
を確認してください。また、パソコンの電源につ
いても確認してください。

cパソコンからFOMA端末へデータをコピー中の
着信ランプが点滅している状態では、FOMA
USB接続ケーブルを抜かないでください。データ
の送受信ができないだけでなく、データが失われ
ることがあります。

お買い上げ時
通信モード

<通信モード>

パソコン

パソコン

microSD
メモリーカード

FOMA端末

FOMA端末

FOMA USB接続ケーブル（別売）

<プリントモード>
プリンタ

FOMA USB接続ケーブル（別売）

FOMA USB接続ケーブル（別売）

<microSDモード>

通信モード 外部接続端子をパケット通信、64K
データ通信、ケーブル接続によるデー
タ転送用に使います。
a「 」：FOMA USB接続ケーブル

を接続していない場合／ FOMA
USB接続ケーブルを接続している
が、パソコンとの間でデータ通信や
データ転送を行う準備ができてい
ない場合

a「 」：FOMA USB接続ケーブル
が接続され、パソコンとの間でデー
タ通信やデータ転送を行う準備が
できている場合

microSD
モード

外部接続端子をmicroSD メモリー
カードのリーダライタとして使いま
す。
a「 」：FOMA USB接続ケーブル

を接続していない場合
a「 」：FOMA USB接続ケーブル

が接続されている場合（FOMA端
末とmicroSDメモリーカード間の
コピー、メモリ内のデータ表示、
フォーマットなどはできません）

プリントモード 外部出力端子をPictBridge印刷用に
使います。
a「 」：FOMA USB接続ケーブル

を接続していない場合／ FOMA
USB接続ケーブルを接続している
が、プリントの準備ができていない
場合

a「 」：FOMA USB接続ケーブル
が接続され、プリントの準備ができ
ている場合

USBモード設定画面

　　ＵＳＢモード設定　　

選択

　ｍｉｃｒｏＳＤモード
　プリントモード

　通信モード
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フォルダとデータを操作する
マイピクチャ、ミュージック、ｉモーション、
メロディ、マイドキュメント、ドキュメント
ビューアのフォルダ一覧画面やmicroSDフォ
ルダ一覧画面にフォルダを追加して、それぞれ
のデータを整理することができます。
d ｉアプリがmicroSDメモリーカードにデータ保
存を行っている場合、microSDメモリーカード
内のデータにアクセスしようとすると、操作で
きないことを通知するメッセージが表示されま
す。

フォルダを作成／編集／削除する

フォルダ一覧画面の機能メニュー
c ミュージックの移行可能コンテンツフォルダ
（P.326）のフォルダ一覧画面の場合も以下の機
能メニューを利用できます。

※1：マイピクチャでは「画像全削除」、ｉモーションでは
「動画全削除」、メロディでは「メロディ全削除」が表
示されます。

※2：ミュージック、ミュージックの移行可能コンテンツ
フォルダ、マイドキュメントのときには表示されませ
ん。

※3：ｉモーション、メロディのプログラムフォルダのみ表
示されます。

microSDフォルダ一覧画面の機能メニュー
トルカの場合は「トルカフォルダ一覧画面の機
能メニュー」（P.299)を、ブックマークの場合
は「Bookmarkフォルダ一覧画面の機能メ
ニュー」（P.214）をご覧ください。
c ｉモーションの移行可能コンテンツフォルダ
（P.327）のフォルダ一覧画面の場合も以下の機
能メニューを利用できます。

※1：「イメージボックス」や「デコメ絵文字」のときには
表示されません。

※2：「ｉモーション」の移行可能コンテンツフォルダ、「メ
ロディ」のときには全角文字で10文字、半角文字で
20文字までの入力となります。

※3：「ｉモーション」、「メロディ」、「マイドキュメント」、
「ドキュメントビューア」のときには表示されません。

フォルダ追加 フォルダ名を入力
フォルダを追加します。
フォルダ名は全角文字で10文字、半
角文字で20文字まで入力できます。

フォルダ名編集 フォルダ名を編集
追加したフォルダのフォルダ名を編
集します。
全角文字で10文字、半角文字で20文
字まで入力できます。

フォルダ削除 ■ミュージックの場合
端末暗証番号を入力 削除方法を選
択 「YES」
■ミュージック以外の場合
端末暗証番号を入力 「YES」

データが保存されているフォルダも
削除できます。

全削除※1※2 端末暗証番号を入力 「YES」
お客様が保存したすべてのデータを
削除します。ただし、シークレット
フォルダに保管したデータは削除さ
れません。

プログラム
編集※3

プログラム編集を開始します。すでに
プログラムされているときは、プログ
ラムを編集することができます。
「動画を好きな順に再生する」→P.341
「メロディを好きな順に再生する」
→P.348

プログラム
解除※3

プログラムを解除します。

おしらせ
＜フォルダ名編集＞
eユーザ作成フォルダのみフォルダ名編集ができます。

＜フォルダ削除／画像全削除／動画全削除／メロディ全削除＞
eユーザ作成フォルダのみフォルダ削除ができます。
e画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンな
どに設定されている画像や動画を「フォルダ削除」ま
たは「画像全削除」、「動画全削除」で削除しようとし
たときや、着信音、アラーム、プログラムやランダム
メロディなどに設定されているメロディを「フォルダ
削除」または「メロディ全削除」で削除しようとした
ときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示さ
れます。「YES」を選択して削除した場合、設定され
ていた画面などは以下のようになります。
a設定されていた画面、着信音、アラームはお買い
上げ時の設定に戻ります。

a自作アニメ、プログラムは解除されます。
aスケジュールのアラーム通知画面は「 」を設定
したときの画面になります。

フォルダタイトル
編集※1

タイトルを編集
フォルダのタイトルを編集します。
全角文字で31文字、半角文字で63文
字まで入力できます。※2

フォルダ作成※1 タイトルを入力
フォルダを作成します。
フォルダタイトルは全角文字で31文
字、半角文字で63文字まで入力でき
ます。※2

DPOF印刷※1※3 「保存した画像を印刷する」→P.377
フォルダ削除 端末暗証番号を入力 「YES」

反転表示したフォルダを削除します。

おしらせ
＜フォルダ作成＞
e「イメージボックス」内のフォルダは、FOMA端末で
は作成できません。パソコンなどで作成可能です。

e移行可能コンテンツフォルダのフォルダ最大件数は
65,535件、1つのフォルダに保存できるファイルの
最大件数は65,535件です。
＜フォルダ削除＞
e以下のフォルダを削除しようとすると、削除するかど
うかの確認メッセージが表示されます。
aパソコンなどで読み取り専用に設定されている
フォルダ

aファイルが含まれているフォルダ
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データをほかのフォルダに移動する
画像や動画などのデータをほかのフォルダに移
動します。

1 各データの一覧画面（画像一覧画面な
ど） p［機能］ 「フォルダ移動」
以下の項目から選択

FOMA端末のデータをmicroSD
メモリーカードにコピーする

INBOXフォルダ、カメラフォルダ、ユーザ作成
フォルダなどに保存されているデータを
microSDメモリーカードにコピーします。

1 各データの一覧画面（画像一覧画面な
ど） p［機能］ 「microSDへコ
ピー」 以下の項目から選択

microSDメモリーカードのデー
タをFOMA端末にコピーする

microSDメモリーカードに保存されている
データをFOMA端末のINBOXフォルダにコ
ピーします。

1 各データの一覧画面（画像一覧画面な
ど） p［機能］ 「本体へコピー」
以下の項目から選択

1件移動 移動先のフォルダを選択 「YES」
選んだデータを移動します。

選択移動 移動先のフォルダを選択 移動した
いデータを選択 o［完了］「YES」
複数のデータを移動できます。

全移動 移動先のフォルダを選択 「YES」
フォルダ内のデータをすべて移動し
ます。

1件コピー コピー先のフォルダを選択
選んだデータをコピーします。

選択コピー コピー先のフォルダを選択 コピー
したいデータを選択 o［完了］
「YES」
複数のデータをコピーできます。

全コピー 端末暗証番号を入力 コピー先の
フォルダを選択 「YES」
フォルダ内のデータをすべてコピー
します。

おしらせ
eデータ量によってはコピーに時間がかかる場合があ
ります。

eコピー処理中はmicroSDメモリーカードを取り外さ
ないでください。FOMA端末、microSDメモリー
カードの故障の原因になります。

e以下の場合はmicroSDメモリーカードへコピーでき
ません。
aお買い上げ時に登録されているデータのとき
a FOMA端末外への出力が禁止されているデータの
とき

a「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した
静止画／動画のとき

amicroSDメモリーカードの空きデータ容量が少な
いとき

a対応microSDメモリーカード以外のとき
amicroSDメモリーカードにエラーが発生したとき
amicroSDメモリーカードが挿入処理中のとき

e静止画や動画をmicroSDメモリーカードへコピー
中に着信やメール受信、アラーム通知などがあった場
合は、microSDメモリーカードへのコピーは中断さ
れます。

e保存先フォルダのファイル件数がいっぱいのときは、
自動的に新しいフォルダが作成されその中に保存さ
れます。
＜画像のコピー＞
eコピー後のファイル名は以下のようになります。
aファイル名：NEC_mmmm（mmmm = 0001～
9999）

e以下の場合はmicroSDメモリーカードへコピーでき
ません。
a JPEG形式、GIF形式の画像以外のとき
aコピーするとファイル容量が2Mバイトを超える
とき

emicroSDメモリーカードへコピーすると、ファイル
容量が大きくなる場合があります。
＜動画のコピー＞
eコピー後のファイル名は以下のようになります。
aファイル名：MOLxxx（xxx = 001～FFF：16進
数）

＜PDFデータのコピー＞
eページ単位で部分的に取得したPDFデータ（「 」）
は、microSDメモリーカードへコピーできません。

1件コピー 選んだデータをコピーします。

選択コピー コピーしたいデータを選択 o［完
了］ 「YES」
複数のデータをコピーできます。

全コピー 端末暗証番号を入力 「YES」
フォルダ内のデータをすべてコピー
します。

おしらせ
eデータ量によってはコピーに時間がかかる場合があ
ります。

eコピー処理中はmicroSDメモリーカードを取り外さ
ないでください。FOMA端末、microSDメモリー
カードの故障の原因になります。

e静止画のコピー中に着信やメール受信、アラーム通知
などがあった場合、コピーは継続されます。動画のコ
ピー中に着信やメール受信、アラーム通知などがあっ
た場合は、コピーは中断されます。

eデコメ絵文字の場合は、FOMA端末のデコメ絵文字
フォルダにコピーされます。
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microSDメモリーカード内の別
のフォルダにデータをコピーする

microSDメモリーカード内のデータを、microSD
メモリーカード内の別のフォルダにコピーしま
す。
c コピー先のフォルダは、あらかじめ作成してお
く必要があります。→P.360

1 各データの一覧画面（画像一覧画面な
ど） p［機能］ 「コピー」 以下
の項目から選択

データを削除する
画像や動画などのデータを削除します。

1 各データの一覧画面（画像一覧画面な
ど） p［機能］ 「削除」 以下の
項目から選択

メモリ不足や保存件数オー
バーになったときは

撮影した静止画や動画を保存しようとした場合
や、サイトなどから画像やメロディ、ｉモーショ
ン、キャラ電などを保存しようとした場合に、
登録するためのメモリ容量が不足しているとき
や保存件数がいっぱいのときは、不要なデータ
を削除して保存するかどうかの確認メッセージ
が表示されます。

1 確認メッセージで、「YES」
■保存しない場合

「NO」

2 フォルダを選択 削除するデータを選択
■着うたフル®、PDFデータ、画面メモの場合

着うたフル®、PDFデータ、画面メモはデータ
を保存する領域を共有しています。
削除するデータの種類を選択 フォルダ

を選択 削除するデータを選択（削除する
データで「画面メモ」を選択した場合、フォ
ルダ選択画面はありません）

＜画像のコピー＞
eFlash画像はコピーできません。
e2Mバイトを超える画像はコピーできません。
e横または縦の最大が2,304ドットを超える画像、総
ドット数が2,304×1,728ドットを超える画像はコ
ピーできません。また、横または縦の最大が690ドッ
トを超えるプログレッシブJPEG形式の画像、総ドッ
ト数が690×480ドットを超えるプログレッシブ
JPEG形式の画像はコピーできません。
プログレッシブJPEG形式の画像→P.216

eコピーした画像のファイル名は、microSDメモリー
カードに保存されている画像のファイル名になりま
す。
＜動画のコピー＞
e以下の場合はコピーできません。
aMP4形式以外の動画のとき
a再生できないMP4形式の動画のとき
※上記の条件以外でも動画によってはコピーできな

い場合があります。
e2Mバイトを超える動画は、先頭から2Mバイト以下
に切り出してコピーします。ただし、2Mバイトを超
えるQCIF（176×144）より大きいサイズの動画
の場合は切り出しができないためコピーできません。
＜PDFデータのコピー＞
e2Mバイトを超えるPDFデータはコピーできません。

1件コピー コピー先のフォルダを選択
選んだデータをコピーします。

選択コピー コピー先のフォルダを選択 コピー
したいデータを選択 o［完了］
「YES」
複数のデータをコピーできます。

全コピー コピー先のフォルダを選択
フォルダ内のデータをすべてコピー
します。

1件削除 選んだデータを削除します。

選択削除 削除したいデータを選択 o［完
了］ 「YES」
複数のデータを削除できます。

全削除 端末暗証番号を入力 「YES」
フォルダ内のデータをすべて削除し
ます。

おしらせ
＜画像の削除＞
eお買い上げ時に登録されている画像は削除できませ
ん。

e画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンな
どに設定されている画像を削除した場合、設定されて
いた画面などは以下のようになります。
a設定されていた画面はお買い上げ時の設定に戻り
ます。

a自作アニメは解除されます。
aスケジュールのアラーム通知画面は「 」を設定
したときの画面に置き換わります。

eメールに添付した静止画を削除した場合、メールに添
付されている静止画は削除されません。
＜動画の削除＞
e待受画面に設定されている動画やｉモーションを削
除すると、待受画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
＜キャラ電の削除＞
eテレビ電話の代替画像に設定されているキャラ電を
削除した場合は、お買い上げ時に登録されているキャ
ラ電「Dimo」が代替画像に設定されます。「Dimo」
が削除されている場合はお買い上げ時に登録されて
いる静止画の代替画像を送信します。

e電話帳に設定されているキャラ電を削除した場合は、
電話帳に設定されているキャラ電も削除されます。
＜メロディの削除＞
e着信音やアラーム音などに設定されているメロディ
を削除すると、設定されていた着信音やアラーム音は
お買い上げ時の状態に戻ります。
＜きせかえツールの削除＞
eきせかえツールに設定されているパッケージを削除
した場合、設定されていた画面などはお買い上げ時の
設定に戻ります。



363
次ページにつづく

データ表示／編集／管理

3 o［完了］ 「YES」
データを登録するためのメモリ容量が確保できる
までo［完了］は表示されません。

〈電話帳画像転送〉

電話帳の画像を転送しない
ように設定する
赤外線通信機能やｉC通信機能、microSDメモ
リーカードへのコピー、データの送受信
（OBEX）機能で電話帳のデータを送信すると
き、電話帳に登録されている静止画を転送しな
いように設定します。

1 i 「LifeKit」 「電話帳画像転送」
「しない」

■送信する場合
「する」

〈赤外線通信／ｉC通信／OBEX〉

赤外線通信／ｉC通信／ケーブル
接続によるデータ転送について
赤外線通信、ｉC通信またはケーブル接続で、パ
ソコンやほかのFOMA端末との間で電話帳や受
信メールなどのデータを転送できます。
c 転送できるデータは以下のとおりです。

a受信メール、送信メール、保存メール
aｉモードブラウザまたはフルブラウザのブッ
クマーク

a電話帳
aPDFデータ※1

aトルカ、トルカ（詳細）
aマイプロフィールの個人データ
aテキストメモ
aTo Doリスト
a休日／記念日※2

aスケジュール
a静止画※1

a動画（ｉモーション）※1

aメロディ※1

a現在地通知先
aユーザ辞書
a定型文
※1： 赤外線通信、ｉC通信で全件送信できません。
※2： ケーブル接続のときのみ転送できます。

赤外線通信でデータ転送する
ときは

c 受信側のFOMA端末を先に受信状態にして、送
信側FOMA端末と受信側FOMA端末の赤外線
ポートを20cm以内に近づけます。

c 机などの安定した台の上に、赤外線ポートが平
行に向き合うように置いてください。

c 通信中はFOMA端末を動かさないでください。
c 通信中はFOMA端末の間にものを置いたり、赤
外線ポートをふさいだりしないでください。

c データ転送できなかったときは、FOMA端末の
位置を調節して再度通信を行ってください。

c 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、
赤外線装置の近くでは、これらの影響によって
正常に通信できない場合があります。

ｉC通信でデータ転送すると
きは

送信側FOMA端末の FeliCa マーク「 」と
受信側FOMA端末の FeliCa マーク「 」を
重ね合わせます。

ケーブル接続でデータ転送す
るときは

c データ転送にはドコモケータイdatalink（P.428）
などの通信ソフトが必要です。

c データ転送の前に、「USBモード設定」を「通信
モード」に設定しておく必要があります。
→P.359

おしらせ
e画面などに設定されている画像、動画、または着信音
に設定されているメロディを削除しようとしたとき
は、設定中のファイルを削除するかどうかの確認メッ
セージが表示されます。「YES」を選択して削除する
と、設定されていた画面や着信音などはお買い上げ時
の設定になります。

お買い上げ時
する

約2
0c
m以
内赤外線ポート 中心から

±15°以内
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データ転送するときのご注意

データ転送を行う前に
c ほかの機能が動作中は、データ転送できません。
ほかの機能をすべて終了させてから操作を行っ
てください。また、データ転送中は、ほかの機
能を利用できません。

c 音声通話中やテレビ電話中、プッシュトーク通
信中、ｉモード中、パケット通信中、64Kデー
タ通信中は、データ転送できません。→P.470

c ダイヤルロック設定中、セルフモード設定中、お
まかせロック設定中、キー操作ロック中は、デー
タ転送できません。また、ICカードロック設定
中はｉC通信を行うことができません。

c「指定発信制限」が設定されている場合、電話帳
のデータは受信できません。ただし、電話帳デー
タの送信の際には、「指定発信制限」を設定した
電話帳データ、「マイプロフィール」の個人デー
タを送信できます。

c 送信する相手のFOMA端末の状態によっては、
データ転送できない場合があります。また、相
手の機種によって、受信メールやブックマーク
のフォルダ分けの設定などが反映されなかった
り、デコメールの内容などが正常に登録できな
い場合があります。

c FOMA端末の赤外線通信、ケーブル接続および
ｉC通信によるデータ転送機能はIrMC1.1に準
拠しています。IrMC1.1に準拠していない端末
やパソコンとデータ転送できない場合がありま
す。また、相手の機種やアプリケーションによっ
ては、IrMC1.1に準拠していても転送できない
データがあります。

c 静止画およびメロディ、動画やｉモーション、
PDFデータ、プッシュトーク電話帳、トルカを
ケーブル接続でデータ転送する場合は、IrMC規
格外となるため、FOMA N903iに対応したデー
タ転送用のソフトが必要です。

データ転送中の動作について
c データ転送中は圏外になるため、音声電話、テレ
ビ電話、プッシュトーク、ｉモード、ｉモード
メール、パケット通信、64Kデータ通信などは
できません。ただし、データ転送を開始直後など
は着信を受ける場合があります。その場合、デー
タ転送は中止されます。また、データ転送の終了
後、しばらく圏外の状態が続くことがあります。

c 赤外線通信やｉC通信中、以下のようなときは通
信が中断されて、続けるかどうかのメッセージ
が表示されます。
a受信側で約30秒以内にデータの受信がない
とき

a送信側で受信側の端末を検出できないとき
「YES」を選択すると、もう一度通信をやりなお
すことができます。
このとき、約30秒以内に操作しないと、自動的
に通信を終了します。

c 転送するデータ量によっては、通信に時間がかか
る場合があります。また、受信できない場合があ
ります。電話帳を転送するときは、登録されてい
る静止画も転送されるため、転送に時間がかかる
ことがあります。送信の時間を短縮するために、
「電話帳画像転送」を「しない」に設定し、電話
帳の静止画を送信しないようにできます。

データ転送で送受信されるデータについて
c 本FOMA端末で受信したデータは、以下のよう
に登録されます。

■お願い
c FOMA端末とパソコンの接続が正しくできてい
るか十分に確認してください。正しく接続されて
いない場合、データを転送できないだけでなく、
データが失われることがあります。また、N903i
通信設定ファイル（ドライバ）をインストールし
てください。→P.427

c FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていな
い状態や電池切れの状態では、データ転送ができ
ないだけでなく、データが失われることがありま
す。FOMA端末の電池が十分残っていることを確
認してください。また、パソコンの電源について
も確認してください。

cパソコンからFOMA端末への全件送信の途中で
送信エラーが起こると、FOMA端末内の書き込み
対象のデータがすべて消去されることがありま
す。全件送信の前にケーブルの接続、FOMA端末
の電池レベル、パソコンの電源の状態を確認して
ください。

データ 保存場所／保存順
静止画、画像 INBOXフォルダの1番目に登録されます。
動画・ｉモー
ション
メロディ
PDFデータ
トルカ、トルカ
（詳細）※1

トルカフォルダの1番目に登録されます。

電話帳※2 電話帳のメモリ番号「010」～「699」
の空いているメモリ番号のうち最も小さ
いメモリ番号に登録されます。「010」～
「699」がすべて登録されているときは、
「000」～「009」の空いているメモリ
番号のうち最も小さいメモリ番号に登録
されます。

マイプロ
フィール

スケジュール 受信したスケジュールの開始日時に従っ
て登録されます。

To Doリスト To Doリストの1番目に登録されます。
受信メール※3（１件受信） 受信BOXフォルダに、受

信メールの日付の順に登
録されます。

（全件受信） 転送元のフォルダ構成に
合わせて、ユーザ作成
フォルダやごみ箱フォル
ダに格納されます。

送信メール※3（１件受信） 送信BOXフォルダに、送
信メールの日付の順に登
録されます。

（全件受信） 転送元のフォルダ構成に
合わせて、ユーザ作成フォ
ルダに格納されます。
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※1：赤外線通信で、1件ずつ送信する場合、トルカ（詳細）
を送信するかどうかの確認画面が表示されます
（「YES」を選択するとトルカ（詳細）を送信します）。

※2：赤外線通信、ケーブル接続、ｉC通信によるデータ転
送では、プッシュトーク電話帳の順番が転送できませ
ん。受信した順番にプッシュトーク電話帳を登録する
ため、メモリ番号順に表示順番が変更されます。

※3：赤外線通信の場合、2Mバイトを超えるメールは正し
く送信できないことがあります。

※4：送信元の相手の機種によっては、同じ順番で登録され
ない場合があります。

※5：定型文を受信したときに、自作の定型文がフォルダ
3～5すべてに登録済みで、フォルダ1～2の固定定
型文がお買い上げ時の状態のままのときは、フォルダ
1～2に受信した定型文が上書きされます。

a静止画を全件受信すると、電話帳に登録され
た静止画もすべて削除されます。

a電話帳を受信すると、受信した電話帳に登録
されていた静止画は「マイピクチャ」のINBOX
フォルダに登録されます。ただし「マイピク
チャ」の保存可能容量を超えた場合は、超え
た静止画を削除して電話帳が登録され、静止
画を登録できなかった電話帳があることを通
知するメッセージが表示されます。

a静止画や動画、ｉモーション、PDFデータの
タイトルは、全角で最大9文字、半角で最大
18文字を送受信できます。メロディのタイト
ルは、全角で最大25文字、半角で最大50文
字を送受信できます。タイトルが最大文字数
を超えた場合、超えた分の文字が削除されて
登録されます。

aメールや電話帳などに入力されている絵文字
や一部の記号は、正しく受信できない場合が
あります。

c 以下のデータは、送受信できません。
aFOMAカードの電話帳、SMS
aシークレットフォルダ内のデータ
aフレームのデータ（受信のみ可能）やFlash画像
aFOMAカード動作制限が設定されたメロディ、
静止画、動画やｉモーション、PDFデータ

c 以下のデータは、受信できません。
aJPEG、GIF形式以外の静止画
aMP4、3GP形式以外の動画
a本FOMA端末で扱うことのできないサイズや
容量の静止画、動画、ｉモーション、メロディ、
PDFデータ

c 以下の場合は登録できません。
a同じURLのブックマークを受信したとき
a同じ日付時刻で同じ繰り返し設定（なし／あ
り）のスケジュールのデータを受信したとき

a時計設定が行われていないときに、スケ
ジュールまたはToDoリストのデータを受信
したとき

a同じ単語で同じ読みのユーザ辞書のデータを
受信したとき

aすでにデータの最大保存件数まで保存されて
いたり、メモリがいっぱいの状態で、同じ種
類のデータを受信したとき

c 電話帳のデータを転送するときは、以下のこと
に注意してください。
a転送される電話帳のデータは、名前、フリガ
ナ、電話番号、メールアドレス、郵便番号、住
所、メモ、誕生日、静止画、位置情報の各デー
タおよびアイコン情報です。電話帳に複数の
電話番号およびメールアドレスが登録されて
いるときは、すべてのデータが転送されます。

a電話帳のシークレットコードは転送できません。
aシークレットデータとして登録された電話帳
を赤外線通信またはｉC通信で1件送信する
と、シークレットが解除されて転送されます。

a全件送信をすると、電話帳はメモリ番号順に
送信されます。

a電話帳を全件送信すると、「マイプロフィール」
のデータが一緒に送信されます。受信側では、
「マイプロフィール」に登録されている個人
データ（電話番号を除く）が上書きされます。

a電話帳に絵文字や記号を使用している場合、
対応機種以外の携帯電話やパソコンなどに送
信すると、受信側で絵文字や一部の記号が正
しく表示されないことがあります。

a全件送受信する場合、プッシュトーク電話帳
が登録されているときは電話帳とプッシュ
トーク電話帳が転送されます。１件ずつ転送
する場合、電話帳のみ転送されます。ただし、
転送後にプッシュトーク電話帳に登録するか
どうかのメッセージが表示され、プッシュ
トーク電話帳に登録可能です。

c メールのデータを転送するときは、以下のこと
に注意してください。
aｉアプリの起動指定が貼り付けられている
メールは、貼り付けられているデータを削除
して送信します。メールに添付されている
データのファイル制限が「あり」の場合、そ
のデータも削除されて送信されます。また、静
止画の形式によっては削除されて送信される
ものがあります。ただし、送信メールと保存
メールの場合で、ケーブル接続で受信した
データ、microSDメモリーカードからコピー
したデータは、ファイル制限を「あり」に設
定していても送信されます。

保存メール 保存BOXに、保存メールの日付の順に登
録されます。

テキストメモ ＜未登録＞の1番目に登録されます。
定型文 (１件受信) ＜未登録＞の1番目に登

録されます。※5

(全件受信) 送信元と同じ順番、内容
で登録されます。

ユーザ辞書 (１件受信) ユーザ辞書の1番目に登
録されます。

(全件受信) 送信元と同じ順番で登録
されます。

ｉモードの
ブックマーク

(１件受信) ｉモ ー ドメ ニ ュ ー の
Bookmarkフォルダの1
番目に登録されます。

(全件受信) ｉモ ー ドメ ニ ュ ー の
Bookmarkフォルダに送
信元と同じ順番で登録さ
れます。※4

フルブラウザ
のブック
マーク

(１件受信) Internet（フルブラウザ）
のBookmarkフォルダの
1番目に登録されます。

(全件受信) Internet（フルブラウザ）
のBookmarkフォルダに
送信元と同じ順番で登録
されます。※4

現在地通知先 (１件受信) 現在地通知先リストのう
ち最も小さい番号に登録
されます。

(全件受信) 現在地通知先リストの最
も小さい番号から順番に
登録されます。
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aデータの取得が完了していない添付ファイル
が存在する場合は、その添付ファイルは削除
されて送信されます。

a受信メールの1件受信で受信BOXフォルダの
空き容量が不足しているときは、ゴミ箱の
メール、古い受信メールから順に自動的に削
除されます。ただし、未読のメールと保護さ
れている受信メール、シークレットフォルダ
内のｉモードメールやSMSは削除されませ
ん。必要なメールは保護することをおすすめ
します。

a送信メールの1件受信で送信BOXフォルダの
空き容量がないときは、送信BOXフォルダの
保護されていない最も古い送信メールに上書
きされます。

aメールの全件受信の場合は既存の全メールお
よび全ユーザフォルダを削除してから受信し
ます。

aメール連動型ｉアプリの受信メールフォル
ダ、送信メールフォルダは転送できません。
フォルダ内のメールはすべて受信BOXフォル
ダまたは送信BOXフォルダに登録されます。

aメールの本文などに絵文字や記号を使用して
いる場合、対応機種以外の携帯電話やパソコン
などに送信すると、受信側で絵文字や一部の記
号が正しく表示されないことがあります。

aｉモードメール本文に貼り付けられている
メール連動型ｉアプリの情報は転送できませ
ん。

a受信メール一覧画面や送信メール一覧画面で
設定した「色分け」の設定は転送できません。

データを1件ずつ転送する
パソコンやほかのFOMA端末との間でデータを
1件ずつ転送します。
c ケーブル接続でFOMA端末からパソコンへ1件
ずつデータを送信することはできません。

c 通信状況を表すバー表示は送信した容量を目安
としてお知らせします。PDFデータを転送する
と、データが正しく転送されていてもバー表示
が2回表示されることがあります。

赤外線通信でデータを1件ず
つ送信する〈赤外線送信〉

送信したいデータの一覧画面または詳細画面で
機能メニューから「赤外線送信」を選択します。

＜例：電話帳のデータを1件送信するとき＞

1 「電話帳詳細画面」（P.111） p［機
能］ 「赤外線送信」 赤外線ポート
を相手側に向ける 「YES」
相手の端末を受信状態にしておきます。
データの送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセー
ジが表示されます。
■送信を中止する場合

「NO」
■送信中に中止する場合

o［中止］

ｉC通信でデータを1件ずつ
送信する〈ｉC送信〉

送信したいデータの一覧画面または詳細画面で
機能メニューから「ｉC送信」を選択します。

＜例：電話帳のデータを1件送信するとき＞

1 「電話帳詳細画面」（P.111） p［機
能］ 「ｉC送信」

2 FeliCa マーク「 」を相手側の 
FeliCa マーク「 」に重ね合わせる
「YES」

データの送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセー
ジが表示されます。
■送信を中止する場合

「NO」
■送信中に中止する場合

o［中止］

赤外線通信でデータを1件ず
つ受信する〈赤外線受信〉

1 i 「LifeKit」 「赤
外線受信」
「赤外線受信画面」が表示され
ます。

2 「受信」 赤外線ポート
を相手側に向ける 相
手の FOMA 端末から
データを受信する
データの受信がはじまります。
通信相手によっては、通信状況を示すバーが表示
されない場合があります。

3 「YES」
受信したデータの登録が完了すると、登録完了を
通知するメッセージが表示されます。
受信後、約30秒間操作しないときは受信したデー
タが破棄されます。
■受信したデータを登録しない場合

「NO」

おしらせ
e相手の端末から全送信された場合は、赤外線全受信で
きることがあります。その場合は、赤外線全受信の操
作となります。

e赤外線受信画面の機能メニューから「デスクトップ貼
付」を選択して、赤外線受信機能をデスクトップアイ
コンとして登録することができます。

MENU 79

赤外線受信画面
選択 機能

赤外線受信

　全受信
　受信
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ｉC通信でデータを1件ずつ
受信する〈ｉC受信〉

1 FeliCa マーク「 」を相手側の 
FeliCa マーク「 」に重ね合わせる
相手のFOMA端末からデータ送信

の操作を行う
データの受信がはじまり、通信状況を示すバーが
表示されます。

2 「YES」
受信したデータの登録が完了すると、登録完了を
通知するメッセージが表示されます。
受信後、約30秒間操作しないときは受信したデー
タが破棄されます。
■受信したデータを登録しない場合

「NO」

ケーブル接続でデータを1件
ずつ受信する〈1件書き込み〉

c データ転送の操作方法は、データ通信用のソフ
トによって異なります。詳しくは、データ通信
用のソフトの取扱説明書をご覧ください。

1 パソコンでデータ通信用のソフトを
使って、パソコンから1件送信するた
めの操作をする

2 パソコンからデータを送信する
データのサイズによっては通信状況を表すバー表
示の進み具合が遅くなることがあります。

3「YES」
受信を完了すると、通信の完了を通知するメッ
セージが表示されます。FOMA端末で受信が終わ
り、約30 秒以内に操作をしないと、受信したデー
タを破棄して画面を終了します。
■受信したデータを登録しない場合

「NO」

データをまとめて転送する
パソコンやほかのFOMA端末との間でデータを
すべて転送します。
c 全受信をすると、受信したデータによりFOMA端
末のデータは上書きされ、登録されていたデータ
は保護メール、電話帳やスケジュールのシーク
レットデータも含めてすべて削除されます。ただ
し、フレームやFlash画像、シークレットフォル
ダ内のシークレットデータは消去されません。全
データの受信を行う前に、大切なデータが登録さ
れていないことをお確かめください。

c データをまとめて転送するとき、送信側と受信
側を正確に認識するために、認証パスワードを
使用します。
「認証パスワードについて」→P.367

c 通信状況を表すバー表示は送信した件数を目安
としてお知らせします。転送するデータのサイ
ズによっては、データが正しく転送されていて
もバー表示の進み具合が遅くなることや、通信
の相手側と異なって見えることがあります。

c データをまとめて転送すると、受信側ではデー
タの並び順が変わる場合があります。

認証パスワードについて
c 全送信、全受信では、送信側と受信側のFOMA
端末を正しく認識するために、認証パスワードを
使用します。認証パスワードは、全送信、全受信
を開始する前にお好きな4桁の番号を決めてお
き、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

赤外線通信でデータをまとめ
て送信する〈赤外線全送信〉

全件送信したいデータの一覧画面または詳細画
面で機能メニューから「赤外線全送信」を選択
します。

＜例：電話帳のデータを全送信するとき＞

1 「電話帳一覧画面」（P.111） p［機
能］ 「赤外線全送信」

2 端末暗証番号を入力 認証パスワード
を入力
「認証パスワードについて」→P.367

3 赤外線ポートを相手側に向ける
「YES」
相手の端末を全受信状態にしておきます。
データの全送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセー
ジが表示されます。
■全送信を中止する場合

「NO」
■送信中に中止する場合

o［中止］

ｉC通信でデータをまとめて
送信する〈ｉC全送信〉

全件送信したいデータの一覧画面または詳細画
面で機能メニューから「ｉC全送信」を選択し
ます。

＜例：電話帳のデータを全送信するとき＞

1 「電話帳一覧画面」（P.111） p［機
能］ 「ｉC全送信」

2 端末暗証番号を入力 認証パスワード
を入力
「認証パスワードについて」→P.367
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3 FeliCa マーク「 」を相手側の 
FeliCa マーク「 」に重ね合わせる
「YES」

データの全送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセー
ジが表示されます。
■全送信を中止する場合

「NO」
■送信中に中止する場合

o［中止］

赤外線通信でデータをまとめ
て受信する〈赤外線全受信〉

1「赤外線受信画面」（P.366） 「全受
信」

2 端末暗証番号を入力 認証パスワード
を入力
「認証パスワードについて」→P.367

3 赤外線ポートを相手側に向ける
「YES」
■全受信を中止する場合

「NO」

4 上書き確認画面が表示されたら「YES」
■全受信を中止する場合

「NO」

5 相手のFOMA端末からデータを全受
信
データの全受信がはじまります。
■受信中に中止する場合

o［中止］

ｉC通信でデータをまとめて
受信する〈ｉC全受信〉

1 FeliCa マーク「 」を相手側の 
FeliCa マーク「 」に重ね合わせる

2 相手のFOMA端末からデータ全送信
の操作を行う

3 端末暗証番号を入力 認証パスワード
を入力
「認証パスワードについて」→P.367
データの受信がはじまり、通信状況を示すバーが
表示されます。
■受信中に中止する場合

o［中止］

4 上書き確認画面が表示されたら「YES」
受信したデータの登録が完了すると、登録完了を
通知するメッセージが表示されます。
受信後、約25秒間操作しないときは受信したデー
タが破棄されます。
■全受信したデータを登録しない場合

「NO」

ケーブル接続でデータをまとめて送受
信する〈全件書き込み／全件読み出し〉

c データ転送の操作方法は、データ通信用のソフ
トによって異なります。詳しくは、データ通信
用のソフトの取扱説明書をご覧ください。

＜例：FOMA端末からパソコンへデータを全件
送信する場合＞

1 パソコンでデータ通信用のソフトを
使って、FOMA端末から全件送信する
ための操作をする
パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

2 FOMA端末で端末暗証番号を入力
FOMA端末で認証パスワードを入力

データが転送されます。送信を完了すると、通信
の完了を通知するメッセージが表示されます。
「認証パスワードについて」→P.367

赤外線リモコン機能を利用する
c リモコン機能を利用する場合は、ご使用になる機器
に対応したソフトをダウンロードしてください。

c お買い上げ時には「Gガイド番組表リモコン」が
登録されています。→P.290

c リモコンのボタン操作はソフトにより異なります。
c 機器によってはリモコン操作ができない場合が
あります。

c セルフモード設定中は、赤外線リモコン機能を
利用できません。

リモコン操作について
c FOMA端末の赤外線ポートを、テレビなどのリ
モコン受信部の正面に向けてリモコン操作をし
てください。操作できる範囲は正面でおおよそ
4mですが、周囲の明るさによって変わります。

おしらせ
e赤外線受信画面の機能メニューから「デスクトップ貼
付」を選択して、赤外線受信機能をデスクトップアイ
コンとして登録することができます。

赤外線ポート 赤外線ポートから
±15°以内

約4
m以
内
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〈マイドキュメント〉

PDFデータを表示する
サイトからダウンロード／保存したPDFデータ
をPDF対応ビューアで表示します。また、
microSDメモリーカードに保存されている
PDFデータを表示することもできます。
c サイトからのダウンロードについて→P.217

1 i 「データBOX」
「マイドキュメント」
「フォルダ一覧画面」が表示さ
れます。

2 フォルダを選択
「PDFデータ一覧画面」が表示
されます。

3 PDFデータを選択
「PDFデータ画面」が表示され
ます。
■パスワード入力画面が表
示された場合
PDFデータに設定されてい
るパスワードを入力してく
ださい。

■ダウンロードを再開する
というメッセージが表示
された場合
ページ単位で部分的に取得したPDFデータを
開こうとしています。残りのページ（データ）
を後から追加でダウンロードできます。
→P.218

■残りすべてをダウンロードするかどうかの
メッセージが表示された場合
データの取得が中断されたなどの理由により
一部のデータしか取得できなかったPDFデー
タを開こうとしています。残りのデータを追加
でダウンロードする必要があります。→P.218

PDFデータ一覧の見かた

■PDFデータ種別アイコン

※1：アイコンに「 」が付いて表示されるPDFデー
タはファイル制限が設定されているため、赤外線通信
やｉC通信、ケーブル接続でデータを転送したり、
microSDメモリーカードにコピーしたりできませ
ん。

※2：「 （水色）」、「 （水色）」、「 （水色）」のアイコ
ン表示は、残りすべてのページ（データ）を追加ダウ
ンロードして保存すると、「 （水色）」や「 （水
色）」のアイコン表示になります。

※3：赤外線通信やｉC通信、ケーブル接続によりデータ転
送することはできません。

おしらせ
ePDFデータによっては、表示に時間がかかることが
あります。

ePDF対応ビューアに対応していない形式や複雑なデ
ザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示さ
れないことがあります。

フォルダ一覧画面
選択 機能

マイドキュメント

　　見積・請求書
　　計画書
　　報告書
　　資料
　　ｍｉｃｒｏＳＤ

　　ＩＮＢＯＸ

機能メニュー P.360

PDFデータ一覧画面

表示 機能

見積・請求書
　　　見積書１

　　　見積書２
　　　請求書１

機能メニュー P.372

PDFデータ画面

機能ツール

見積書１
××××××××
××××××××
××××××××××

７０％ ５／１０

機能メニュー P.373

eページ単位で部分的に取得したPDFデータを表示中
に、まだ取得していないページを表示しようとする
と、データの取得（ダウンロード）が行われます。残
りページを一括でダウンロードすることもできます。
→P.218

eパソコンなどからmicroSDメモリーカードにPDF
データを保存する場合は、指定のフォルダ構成、フォ
ルダ名、ファイル名で保存してください。→P.352
フォルダ構成やフォルダ名、ファイル名が異なると、
FOMA端末で表示できません。

emicroSDメモリーカード内のPDFデータを表示中は、
「 」が点滅します。

アイコン 説明

（水色）／

（水色）※1

すべてのページが取得されている
PDFデータです。
「 （青色）」、「 （青色）※1」で表
示されるPDFデータは、ファイルサイ
ズが2Mバイトを超えるPDFデータで
す。FOMA端末本体に保存することは
できません。

（水色）※1 ページ単位で部分的に取得したPDF
データです。まだ取得されていない
ページは、後から追加でダウンロード
できます。※2→P.218

（水色）※3／

（水色）※1

データの取得が中断されたなどの理
由により一部のデータしか取得でき
なかったPDFデータです。残りすべて
のデータを追加でダウンロードする
ことで、PDFデータを表示できるよう
になります※2（データによっては閲
覧可能なPDFデータにならない場合
があります）。→P.218

PDFデータのタイトル

取得方法アイコン

表示 機能

設定できる項目アイコン

PDFデータ種別アイコン

見積・請求書
　　　見積書１

　　　見積書２
　　　請求書１
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■取得方法アイコン

■設定できる項目アイコン

PDFデータ画面の操作について
PDFデータ画面は､スクロールバーとツール
バーを使って操作します。
■スクロールバー

画面にスクロール
バーが表示されます。
スクロールバーは表
示されているページ
の位置を示します。

■ツールバ－
ツールバーに表示さ
れるアイコンを操作
します。画面の倍率を
変えて表示したり、表
示を回転させるなど
の操作ができます。
■ツールバーのアイコンを操作する場合

o［ツール］
ツールバーのアイコンの操作を解除するにはo
［解除］を押します。
ツールバーの各アイコンはvを押して選択します。
また、ツールバーについて以下の操作が可能です。
a cを押すと、ツールバーの表示を切り替える

ことができます。
a ニューロポインターを使ってツールバーの各

アイコンを選択することもできます。
■ツールバーについて

d お買い上げ時に登録されているPDFデータ
本FOMA端末には、「ゼンリン」の「鉄道路線
図」のPDFデータがお買い上げ時に登録されて
います。
c マイドキュメントのINBOXフォルダには、札幌
路線図、仙台路線図、東京都心路線図、中部路
線図、関西路線図、博多路線図のPDFデータが
登録されています。

アイコン 説明
アイコンなし お買い上げ時に登録されているPDF

データ
サイトなどからダウンロードした
PDFデータ
microSDメモリーカード、パソコン
などから取得したPDFデータ

アイコン 説明
ｉモードメールに添付できるPDFデー
タ（2Mバイト以下）
赤外線送信とｉC送信が可能なPDF
データ
microSDメモリーカードにコピー可
能なPDFデータ

おしらせ
emicroSDメモリーカードのフォルダを表示している
ときなどに「 （青色）」または「 （青色）」のア
イコンで表示されるPDFデータは、本FOMA端末で
はご利用できません。

倍率が表示されます。倍率を指定する
と、指定した倍率で表示します。
d 4桁の数字を入力

たとえば倍率を70%に指定する場合
は0070と入力します。
表示中のページ番号が表示されます。
表示するページ番号を指定すると、指
定したページへ移動します。
d 4桁の数字を入力

たとえば5ページに移動する場合は
0005と入力します。

ツールバー

ス
ク
ロ
ー
ル
バ
ー

機能選択解除

７０％ ５／１０

××××××××
××××××××
××××××××××

見積書１

倍率

頁

縮小します。

拡大します。

ページ全体を表示します。

倍率100％に表示します。

ページの幅を画面に合わせて表示し
ます。
最初のページを表示します。

前のページを表示します。

次のページを表示します。

最後のページを表示します。

PDFデータの文字を検索します。

ページを右に90度回転します。

ページを左に90度回転します。

文字列をコピーします。
「文字のコピー／切り取り／貼り付
け」→P.438
コピーした文字列はテキストメモな
どに貼り付けることができます。
PDFデータの一部を画像として切り
出します。→P.372
ボタンに割り当てられた操作の説明
を表示します。
単一でページを表示します。

連続でページを表示します。

見開きでページを表示します。

しおり一覧画面を表示します。

東京都心路線図
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d NEC モバイルPDFについて
パソコンなどからアップロードしたMicrosoft®
WordやMicrosoft® Excelの文書ファイルを、
PDFデータ形式に自動的に変換し、指定した
FOMA端末に閲覧用のURLを通知するサービス
です（N901iS、N902i、N902iS、N902iX
HIGH-SPEED、N903iに対応　2006年11月
現在）。
c「NEC モバイルPDFのご紹介」→P.472

PDFデータ画面で利用できる
便利な機能について

PDFデータ画面では、拡大／縮小したり、回転
したり､ページの表示のしかたを変更すること
ができます。また、ｉモードしおりやマークを
設定したり、ページを切り出して保存できます。
c PDFデータ画面の表示の変更は、ツールバーを
利用して行うと便利です。

c ボタンを使ってページの表示のしかたを変更す
ることもできます。→P.372

c あらかじめPDFデータに設定されているしおり
のほかに、見たいページ・位置へすばやくジャ
ンプできるように、付箋を貼る感覚で設定でき
る「ｉモードしおり」があります。

d スクロールする
■bでスクロールする

PDFデータ画面でbを押すとその方向にスク
ロールします。

■ asでスクロールする
PDFデータ画面でaを押すと上にスクロールし、
sを押すと下にスクロールします。

■ニューロポインターを使ってスクロール
する

PDFデータ画面でスクロールした
い方向にニューロポインターを押
してスクロールします。8方向にス
クロールすることができます。
カーソル表示は、PDFデータ中央
に固定され、スクロール方向（8方
向）が示されます。

d ツールバーとスクロールバーを表
示／非表示にする場合

PDFデータ表示画面で8を押すとツールバー
とスクロールバーの表示／非表示が切り替わり
ます。

d 表示方法を変更する
ツールバーを利用して拡大／縮小するなど、
ページの表示のしかたを変更できます。

1「PDFデータ画面」（P.369）
o［ツール］ アイコンを選択
アイコンはbで選択します。

2 それぞれの操作を行う
ツールバーの操作が終了したらo［解除］を押し
ます。
ツールバーについて→P.370
PDFデータ画面に戻ります。

d 文字列を検索する

1「PDFデータ画面」（P.369）
o［ツール］ d 検索する文
字列を入力
文字列は全角文字で8文字、半角文字で16文字ま
で入力できます。ただし、一部特殊文字など検索
できない場合があります。

2 条件の□（チェックボッ
クス）を選択 o［検
索］
検索した文字列が見つかった
場合、文字列を含むページが表
示されます。
wを押すとページの先頭に向かって同じ条件で
検索できます。
qを押すとページの後ろに向かって同じ条件で
検索できます。

おしらせ
e「鉄道路線図」のPDFデータを削除した場合、元に戻
したいときは「ケータイ電話メーカー」サイト内の
「みんなNらんど」からダウンロードしてください。
「みんなNらんど」への接続のしかた→P.207
ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用してい
るときは、FOMAカード動作制限機能がかかります。
→P.40

おしらせ
eニューロポインターを使ってスクロールバーを操作
することはできません。

検索

検索する文字列を
入力してください

　完全一致

しおり

　大小文字区別



372 データ表示／編集／管理

d しおりを使ってPDFデータを表示する
■あらかじめPDFデータに設定されている
「しおり」を使う場合

c PDFデータにあらかじめしおりが設定されてい
る場合は、以下の操作で、しおりが設定されて
いる箇所（ページ）に移動できます。

1「PDFデータ画面」（P.369）o［ツー
ル］ 表示したいしおりを選択
選択したしおりが設定されている箇所（ページ）
が表示されます。
表示しているPDFデータにしおりが1つも設定さ
れていない場合は、しおりがないことを通知する
メッセージが表示されます。

のある項目でo［ ］を押すと、その下の
しおりが表示されます。

■「ｉモードしおり」を使う場合
c ｉモードしおりは、見たいページ・位置へすば
やくジャンプできるように、お客様の好きな位
置にしおりを設定する機能です（1つのPDFデー
タにつき最大10件まで設定できます）。

c ｉモードしおりを設定した箇所（ページ）に移
動するには、以下の操作を行います。

1「PDFデータ画面」（P.369） p［機
能］ 「ｉモードしおり」 表示した
いｉモードしおりを選択
選択したｉモードしおりを設定したときの表示状
態（倍率など）で、その箇所（ページ）が表示さ
れます。
■ｉモードしおりを追加する場合

o［追加］ 「YES」 ｉモードしおり
のタイトルを入力
現在の表示状態（表示しているページ、倍率な
ど）がｉモードしおりとして登録されます。

■ｉモードしおりのタイトルを変更する場合
p［機能］ 「タイトル編集」 タイト

ルを入力
■ｉモードしおりを削除する場合

p［機能］ 「削除」 「YES」
■PDFデータに設定されているｉモードしお
りをすべて削除する場合
p［機能］ 「全削除」 端末暗証番号

を入力 「YES」

d ページを切り出す
画面の一部を切り出し、JPEG形式の画像とし
て保存することができます。

1 切り出したいページを表示させる
o［ツール］ d 「YES」
保存するフォルダを選択
切り出したページが保存されます。

d ボタンを使って表示の変更をする
各ボタンに割り当てられた機能については次の
とおりです。

PDFデータ一覧画面の機能メニュー
c 選択したフォルダによって利用できる機能が異
なるため、機能メニューに表示される項目が異
なります。

しおり

表示 機能選択解除

５／１０

××××××××
××××××××
××××××××××

　しおり項目1
　しおり項目2
　しおり項目3
　しおり項目4
　しおり項目5

７０％

見積書１

おしらせ
eFOMA端末外への出力が禁止されているPDFデータ
から切り出した画像は、メール送信やmicroSDメモ
リーカードへのコピーなど、FOMA端末の外部に出
力することはできません。

eコピーが禁止されているPDFデータの場合は、画面
の切り出しができない場合があります。

ボタン 説明

1 縮小します。

2 ページ全体を表示します。

3 拡大します。

4 前のページを表示します。

5 －

6 次のページを表示します。

7 PDFデータの文字を検索します。

8 ツールバーとスクロールバーの表示
／非表示を切り替えます。→P.371

9 －

0 ツールバーやボタンに割り当てられ
た操作の説明を表示します。

q 次を検索します。→P.371

w 前を検索します。→P.371

タイトル編集 PDFデータのタイトルを編集します。
ドキュメント表示
･ 前回の続き
から

前回表示したPDFデータのページか
ら表示します。

･ 初めから 表示したいPDFデータの最初のペー
ジから表示します。

･ ｉモード
しおりから

選んだｉモードしおりの箇所のページ
を表示します。

ドキュメント
情報

「ドキュメント情報について」
→P.374

残り全てを取得 「部分的に取得したPDFデータを追加
でダウンロードする」→P.218

デスクトップ
貼付※1

「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147
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※1：microSDメモリーカードのPDFデータ一覧画面のと
きは表示されません。

※2：FOMA端末本体のPDFデータ一覧画面のときは表示
されません。

PDFデータ画面の機能メニュー

※1：メール作成時に、添付したPDFデータを閲覧してい
るときは表示されません。

※2：ツールバー、スクロールバーが非表示に設定されてい
るときは「ツール／スクロールバー表示」となります。

ｉモードメール
作成

PDFデータを添付したｉモードメー
ルを作成します。

ｉC送信※1 「データを1件ずつ転送する」→P.366
赤外線送信※1

microSDへ
コピー※1

「FOMA端末のデータをmicroSDメモ
リーカードにコピーする」→P.361

フォルダ移動 「データをほかのフォルダに移動す
る」→P.361

保存容量確認 使用している容量と空きの容量を確
認します。

ソート※1 指定した条件に従ってPDFデータを
並び替えます。

削除 「データを削除する」→P.362
本体へコピー※2 「microSDメモリーカードのデータ

をFOMA端末にコピーする」
→P.361

コピー※2 「microSDメモリーカード内の別の
フォルダにデータをコピーする」
→P.362

おしらせ
＜ｉモードメール作成＞
e以下の場合はｉモードメール作成できません。
a保存メールが20件あるとき、または保存BOXに空
き容量がないとき

a一部のデータしか取得されていないPDFデータ
a 2Mバイトを超えるPDFデータ
a「ファイル制限」が「あり」に設定されているPDF
データ

＜ソート＞
e「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。 
①サイトからダウンロードしたPDFデータ
②赤外線通信やmicroSDメモリーカードから取得し
たPDFデータ

ズームアウト ページを縮小します。
ズームイン ページを拡大します。
表示
･ 倍率指定 ページの倍率を指定して表示します。
･ 全体表示 ページを全体が画面に収まる大きさ

で表示します。
･ 実際の大きさ ページを100％（実際の大きさ）で表

示します。
･ 幅にあわせる ページを画面幅に合わせて表示しま

す。
ページ移動
･ 最初のページ 先頭のページを表示します。
･ 前のページ 1ページ前のページを表示します。
･ 次のページ 1ページ後のページを表示します。
･ 最後のページ 最後のページを表示します。
･ 指定のページ 表示したいページを入力

指定したページを表示します。

検索※1

･ 検索 文字列を入力 o［検索］
「文字列を検索する」→P.371

･ 前検索　 前を検索します。→P.371
･ 次検索 次を検索します。→P.371
ページレイアウト
･ 単一ページ 単一でページを表示します。
･ 連続ページ 連続してページを表示します。
･ 見開きページ 見開きでページを表示します。
リンク表示※1 URL、電話番号、メールアドレスを選

択するとリンク先にアクセスや電話
発信およびｉモードメール作成ができ
ます。
PDFデータ内にあるリンクを表示さ
せた場合は、画面のスクロールやツー
ルバーの使用ができません。tを押
すと、通常のPDFデータ画面に戻りま
す。

ツール／スク
ロールバー
非表示※2

ツールバー、スクロールバーの表示／
非表示を切り替えます。

表示を回転
･ 右90度 ページを右に90度回転します。
･ 左90度 ページを左に90度回転します。
しおり 「しおりを使ってPDFデータを表示す

る」→P.372
コピー※1 文字列をコピーします。コピーした文

字列はテキストメモなどに貼り付け
ることができます。

ｉモードしおり 「「ｉモードしおり」を使う場合」
→P.372

マーク※1※3 好きな位置にマークを設定します（最
大10件まで）。

･ 追加 マークを追加します。
･ 修正 マークを修正します。
･ 削除 マークを削除します。
･ 全削除 端末暗証番号を入力 「YES」

マークをすべて削除します。
画面切り出し※1 「ページを切り出す」→P.372
ｉモードメール
作成※1※3※5

PDFデータを添付したｉモードメー
ルを作成します。

デスクトップ
貼付※1 ※3※4※5

「デスクトップアイコンを利用する」
→P.147

残り全てを
取得※1※3※4

「部分的に取得したPDFデータを追加
でダウンロードする」→P.218

保存※1 取得したPDFデータを保存します。
ヘルプ ボタンに割り当てられた操作の説明

を表示します。
プロパティ※1 PDFデータのプロパティを表示しま

す。
終了 PDFデータ画面を閉じます。
ドキュメント
情報※1

「ドキュメント情報について」
→P.374

1件削除※1※3※5 表示しているPDFデータを削除しま
す。
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※3：送信／受信メールの添付PDFデータを閲覧している
ときは表示されません。添付PDFデータを保存する
と表示されます。

※4：microSDメモリーカード内のPDFデータのときは
表示されません。

※5：サイトのPDFデータを閲覧しているときは表示され
ません。PDFデータを保存すると表示されます。

d ドキュメント情報について
以下の情報が確認できます。

※1：FOMA端末本体に保存されているPDFデータのとき
のみ表示されます。

※2：microSDメモリーカードに保存されているPDFデー
タのときのみ表示されます。

〈ドキュメントビューア〉

ドキュメントを表示する
メールに添付されていたり、microSDメモリー
カードに保存されているドキュメントをドキュ
メントビューアで表示します。
■表示できるドキュメントの種類

1 i 「データBOX」
「ドキュメントビュー
ア」
「microSDフォルダ一覧画面」
が表示されます。

2 フォルダを選択
「ドキュメント一覧画面」が表
示されます。

3 ドキュメントを選択
「ドキュメント表示画面」が表
示されます。

ドキュメント一覧の見かた

■ドキュメント種別アイコン

■設定できる項目アイコン

ドキュメント表示画面の操作について

おしらせ
eFOMA端末で設定した「ｉモードしおり」や「マーク」
をパソコンなどで利用することはできません。

ファイル名 ファイル名を表示
ファイル種別 ファイル形式を表示
ファイル制限 ファイル制限の「あり／なし」を表示
ファイルサイズ ファイルサイズをキロバイト（Kバイ

ト）で表示
取得元 ファイルの取得元を表示
保存日時 ファイルの保存日時（年／月／日　

時：分）を表示
microSDへの
移動※1

microSDメモリーカードへのコピー
の「可／不可」を表示

本体への移動※2 FOMA端末本体へのコピーの「可／不
可」を表示

ドキュメントの種類 拡張子
Excel xls
Word doc
PowerPoint ppt

microSDフォルダ一覧画面
（ドキュメント）

選択 機能

　　　　　ｍｉｃｒｏＳＤ

　　フォルダ２
　　フォルダ３
　　フォルダ４
　　フォルダ５
　　フォルダ６

　　フォルダ１

　　フォルダ７

機能メニュー P.360

おしらせ
eドキュメントによっては、表示に時間がかかることが
あります。

eドキュメントビューアに対応していない形式や複雑
なデザインなどを含むドキュメントの場合、正しく表
示されないことがあります。

eパソコンなどからmicroSDメモリーカードにドキュ
メントを保存する場合は、指定のフォルダ構成、フォ
ルダ名、ファイル名で保存してください。→P.352
フォルダ構成やフォルダ名、ファイル名が異なると、
FOMA端末で表示できません。

emicroSDメモリーカード内のドキュメントを読み込
み中は、「 」が点滅します。

／ ／
表示可能なドキュメントの種類

メール添付可能なドキュメント

ドキュメント一覧画面

表示 機能

　　　　フォルダ１
　　ファイル１

　　ファイル２
　

　　ファイル３
　　ファイル４
　　ファイル５
　　ファイル６

機能メニュー P.376

ドキュメント表示画面

機能ツール

ドキュメント

７０％ ５／１０

機能メニュー P.376

　　　　フォルダ１
　　ファイル１

　　ファイル２
　

　　ファイル３

ドキュメント種別アイコン

設定できる項目アイコン

ツールバー

スクロールバー

機能選択解除

７０％ ５／１０

ドキュメント
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■スクロールバー
画面にスクロールバーが表示されます。スク
ロールバーは表示されているページの位置を示
します。

■ツールバ－
o［ツール］

ツールバーに表示されるアイコンを操作しま
す。画面の倍率を変えて表示したり、表示を回
転させるなどの操作ができます。
ツールバーのアイコンの操作を解除するには
o［解除］を押します。
ツールバーの各アイコンはvを押して選択しま
す。

ドキュメント表示画面で利用
できる便利な機能について

ドキュメント表示画面では、拡大／縮小したり、
回転したり､ページの表示のしかたを変更する
ことができます。
c ドキュメント表示画面の表示の変更は、ツール
バーを利用して行うと便利です。→P.375

c ボタンを使ってページの表示のしかたを変更す
ることもできます。→P.376

d スクロールする
■bでスクロールする

ドキュメント表示画面でbを押すとその方向に
スクロールします。

■ asでスクロールする
ドキュメント表示画面でaを押すと上にスク
ロールし、sを押すと下にスクロールします。

■ニューロポインターを使ってスクロール
する場合

ドキュメント表示画面でスクロー
ルしたい方向にニューロポイン
ターを押してスクロールします。8
方向にスクロールすることができ
ます。カーソル表示は、ドキュメ
ント中央に固定され、スクロール
方向（8方向）が示されます。

■ツールバーとスクロールバーを表示／非
表示にする場合
ドキュメント表示画面で8を押すとツール
バーとスクロールバーの表示／非表示が切り替
わります。

d 表示方法を変更する
ツールバーを利用して拡大／縮小するなど、
ページの表示のしかたを変更できます。

1「ドキュメント表示画面」（P.374）
o［ツール］ アイコンを選択
アイコンはbで選択します。

2 それぞれの操作を行う
ツールバーの操作が終了したらo［解除］を押し
ます。
ツールバーについて→P.375
ドキュメント表示画面に戻ります。

d 文字列を検索する

1「ドキュメント表示画面」（P.374）
o［ツール］ d 検索する文
字列を入力
文字列は全角文字で8文字、半角文字で16文字ま
で入力できます。ただし、一部特殊文字など検索
できない場合があります。

d 4桁の数字を入力
倍率が表示されます。倍率を指定する
と、指定した倍率で表示します。
たとえば倍率を70%に指定する場合
は0070と入力します。

d 4桁の数字を入力
表示中のページ番号が表示されます。
表示するページ番号を指定すると、指
定したページへ移動します。
たとえば5ページに移動する場合は
0005と入力します。

縮小します。

拡大します。

ページ全体を表示します。

倍率100％に表示します。

ページの幅を画面に合わせて表示し
ます。

最初のページを表示します。

前のページを表示します。

次のページを表示します。

最後のページを表示します。

ドキュメントの文字を検索します。

ページを右に90度回転します。

ページを左に90度回転します。

ツールバーやボタンに割り当てられ
た操作の説明を表示します。

おしらせ
ecを押すと、ツールバーの表示を切り替えることが
できます。

eニューロポインターを使ってツールバーの各アイコ
ンを選択することもできます。

倍率

頁

おしらせ
eニューロポインターを使ってスクロールバーを操作
することはできません。
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2 条件の□（チェックボックス）を選択
o［検索］

検索した文字列が見つかった場合、文字列を含む
ページが表示されます。
wを押すとページの先頭に向かって同じ条件で
検索できます。
qを押すとページの後ろに向かって同じ条件で
検索できます。
■Excelを検索する場合
「ページ内検索」または「ファイル検索」を選
択します。「ページ内検索」は現在表示してい
るシート内を検索します。「ファイル検索」は
表示しているドキュメント(Excel)全体を検索
します。

d ボタンを使って表示の変更をする
各ボタンに割り当てられた機能については次の
とおりです。

ドキュメント一覧画面の機能メニュー

ドキュメント表示画面の機能メニュー

※1：ツールバー、スクロールバーが非表示に設定されてい
るときは「ツール／スクロールバー表示」となります。

※2：microSDメモリーカードからドキュメントを表示し
たときに表示されます。また、送信／受信メールから
ドキュメントを表示したときは、ドキュメントを保存
後に表示されます。

※3：送信／受信メールからドキュメントを表示したとき
のみ表示されます。

※4：メール作成時に、添付したドキュメントを閲覧してい
るときは表示されません。

ボタン 説明

1 縮小します。

2 ページ全体を表示します。

3 拡大します。

4 前のページを表示します。

5 －

6 次のページを表示します。

7 ドキュメントの文字を検索します。

8 ツールバーとスクロールバーの表示
／非表示を切り替えます。→P.375

9 －

0 ツールバーやボタンに割り当てられ
た操作の説明を表示します。

q 次を検索します。→P.375

w 前を検索します。→P.375

タイトル編集 ドキュメントのタイトルを編集します。

ドキュメント
表示

ドキュメントの1ページ目から表示し
ます。

ドキュメント
情報

「ドキュメント情報について」
→P.377

ｉモードメール
作成

ドキュメントを添付したｉモードメー
ルを作成します。

フォルダ移動 「データをほかのフォルダに移動す
る」→P.361

コピー 「microSDメモリーカード内の別の
フォルダにデータをコピーする」
→P.362

保存容量確認 使用している容量と空きの容量を確
認します。

削除 「データを削除する」→P.362

ズームアウト ページを縮小します。

ズームイン ページを拡大します。

表示

･ 倍率指定 ページの倍率を指定して表示します。

･ 全体表示 ページを全体が画面に収まる大きさ
で表示します。

･ 実際の大きさ ページを100％（実際の大きさ）で表
示します。

･ 幅にあわせる ページを画面幅に合わせて表示しま
す。

ページ移動

･ 最初のページ 先頭のページを表示します。

･ 前のページ 1ページ前のページを表示します。

･ 次のページ 1ページ後のページを表示します。

･ 最後のページ 最後のページを表示します。

･ 指定のページ 表示したいページを入力
指定したページを表示します。

検索

･ 検索　 文字列を入力 o［検索］
「文字列を検索する」→P.375

･ 前検索　 前を検索します。→P.375

･ 次検索 次を検索します。→P.375

ツール／スク
ロールバー
非表示※1

ツールバー、スクロールバーの表示／
非表示を切り替えます。→P.375

表示を回転

･ 右90度 ページを右に90度回転します。

･ 左90度 ページを左に90度回転します。

ｉモードメール
作成※2※4

ドキュメントを添付したｉモードメー
ルを作成します。

保存※3※4 表示しているドキュメントを保存し
ます。

ヘルプ ツールバーやボタンに割り当てられ
た操作の説明を表示します。

終了 ドキュメント表示画面を閉じます。

ドキュメント
情報

「ドキュメント情報について」
→P.377

1件削除※2※4 表示しているドキュメントを削除し
ます。

おしらせ
eドキュメントの読み込み中は、ページ移動や検索はで
きません。
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d ドキュメント情報について
以下の情報が確認できます。

〈PictBridge印刷〉

保存した画像を印刷する
FOMA USB接続ケーブル（別売）を使って、
FOMA端末とPictBridge（ピクトブリッジ）対
応のプリンタを接続することで、JPEG形式の
画像をパソコンなどを使わずにダイレクトプリ
ントすることができます。

c JPEG形式の画像のみ印刷できます（内蔵カメラ
で撮影した画像はJPEG形式です）。

c 内蔵カメラで撮影した静止画以外の画像を印刷
した場合、プリンタによっては正しく印刷され
ない場合があります。

c 接続する前に、プリンタがPictBridge印刷に対
応していることを確認してください。

c microSDメモリーカードに保存されている画像
の印刷方法をあらかじめ設定しておくこともで
きます。→P.378

c FOMA端末外への出力が禁止されている画像は
印刷できません。

c PictBridge印刷を行うときは、電池を十分充電
しておいてください。電池残量が不十分な場合
は、印刷できない場合があります。

c プリンタとの通信中にFOMA USB接続ケーブ
ルを抜かないでください。通信中は「 」が表
示されます。

c プリンタによっては、FOMA端末で設定した印
刷方法（レイアウト、枚数など）どおりに印刷
されないことがあります。

1「USBモード設定画面」（P.359）
「プリントモード」
「プリントモード」に設定すると、「 」が表示さ
れます。
FOMA USB接続ケーブルを接続する前に「プリ
ントモード」に設定しておかないと印刷できない
場合があります。

2 FOMA端末とプリンタを、FOMA USB
接続ケーブルで接続する
接続する前に、プリンタの電源を入れておいてく
ださい。

3「画像一覧画面」（P.328）または「タ
イトル名一覧画面」（P.328） 印刷
したい画像を選んでp［機能］
「PictBridge印刷」
DPOF印刷をする場合は、microSDメモリーカー
ド内の「画像一覧画面」または「タイトル名一覧
画面」から行ってください。
複数の画像を印刷する場合や、DPOF印刷をする
場合は印刷したい画像を反転表示させる必要はあ
りません。
■「マイピクチャ画面」から印刷する場合
「マイピクチャ画面」（P.328）の機能メニュー
から印刷する場合は1件印刷となります。操作
5に進みます。
p［機能］ 「PictBridge印刷」

4 印刷の種類を選択
「DPOF印刷」を選択した場合は、あらかじめ
「DPOF設定」で設定しておいたプリント指定と、
プリンタ側で設定している用紙サイズ、レイアウ
トに従って印刷されます（操作5以降は不要です）。

5 印刷方法を設定
■印刷方法

印刷方法を以下の項目から
選択

ファイル名 ファイル名を表示します。
ファイル種別 ファイル形式を表示します。
ファイルサイズ ファイルサイズをキロバイト（Kバイ

ト）で表示します。
取得元 ファイルの取得元を表示します。
保存日時 ファイルの保存日時（年／月／日　

時：分）を表示します。

“Mobile Printing Ready”(PictBridge、microSD) に対応
※この“Mobile Printing Ready”対応製品は、携帯電話からプリン
タへの印刷をより簡単にすることを目的に、世界の主要な携帯電
話メーカおよびプリンタメーカにて結成された Mobile Imaging 
and Printing Consortium(MIPC) バージョン 1.0 版の設計ガイ
ドラインに沿った製品です。

1件印刷 選んでいる画像を印刷します。

選択印刷 bで画像を選択 o［完了］
タイトル名一覧のときは、c で□
（チェックボックス）を選択し、o［完
了］を押します。
複数の画像を選択して印刷します。

DPOF印刷 microSDメモリーカードに保存され
ている画像を、あらかじめ「DPOF設
定」で設定しておいたプリント指定に
従って印刷します。

印刷枚数※ 印刷枚数（01～99）を入力

印刷
スタイル

･用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。
aL判 aA4
a2L判 aカード
a六切 aプリンタ標準
aハガキ

･レイアウト

･ 全面（フ
チなし）

1個の画像を、1枚の用紙全面
にフチを付けずに印刷します。

･ 全面 1個の画像を、1枚の用紙全面
にフチを付けて印刷します。

･ 2面 2個の画像を、1枚の用紙に分
割して印刷します。印刷する画
像が1つだけの場合は、その画
像を1枚の用紙に2個印刷しま
す。

印刷パラメータ
印刷枚数

印刷スタイル
ｻｲｽﾞ:
日付

０１枚

ﾚｲｱｳﾄ:

なし
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※：「印刷枚数」は操作4で「1件印刷」を選択したときの
み設定できます。

6 o［完了］
画像が印刷されます。

d プリンタがエラーになったときは
c「エラーが発生しました」というメッセージが表
示されたときはプリンタ側でエラーが発生して
いる可能性があります。

c プリンタからFOMA USB接続ケーブルを取り
外してから、プリンタのエラー復帰操作を行っ
てください。

c エラー復帰後は、FOMA端末の画面上部に「 」
が表示されていることを確認してから、FOMA
USB接続ケーブルをプリンタに接続し直してく
ださい。

microSDメモリーカードに保
存されている画像の印刷方法
を設定する〈DPOF設定〉

microSDメモリーカードに保存されている画
像をDPOF（Digital Print Order Format）設
定します。
c DPOF（ディーポフ）とは、デジタルカメラで
撮影した静止画を印刷するときの指定方式で
す。

c FOMA端末で撮影した静止画をmicroSDメモ
リーカードに保存し、印刷したい静止画とその
枚数などを指定しておくと、DPOFに対応した
プリンタやプリントサービスのお店で、指定し
た情報にそって印刷できます。

c DPOF設定した静止画をPictBridge対応のプリ
ンタで印刷する→P.377

1「フォルダ一覧画面」（P.328）
「microSD」 「ピクチャ」 フォル
ダを選択 画像を選ぶ p［機能］
「DPOF設定」 以下の項目から選択

2「プリント指定」「プリント枚数」(01
～ 99の2桁の数字)、「日付」（日付印
刷のあり／なし）を選択 o［完了］
■表示している画像に設定されているプリン
ト指定を解除する場合
「プリント指定解除」

■保存されている画像すべてのプリント指定
を解除する場合
「プリント指定全解除」

印刷
スタイル

･ 4面 4個の画像を、1枚の用紙に分
割して印刷します。印刷する画
像が1つだけの場合は、その画
像を1枚の用紙に4個印刷しま
す。

･ 8面 8個の画像を、1枚の用紙に分
割して印刷します。印刷する画
像が1つだけの場合は、その画
像を1枚の用紙に8個印刷しま
す。

･ 16面 16個の画像を、1枚の用紙に
分割して印刷します。印刷する
画像が1つだけの場合は、その
画像を1枚の用紙に16個印刷
します。

･ プリン
タ標準

プリンタに設定されているレ
イアウトで印刷します。

日付 日付を付加するかどうかを設定します。

おしらせ
eプリンタのエラー復帰方法についてはプリンタの取
扱説明書をご覧ください。

e選択印刷で一度に選択できる画像は100枚までです。
e1件印刷および選択印刷の場合、選択できる用紙サイ
ズ、レイアウトは接続するプリンタによって異なりま
す。DPOF印刷の場合は、プリンタ側で設定してい
る用紙サイズ、レイアウトに従って印刷します。

e日付を付加する設定にすると、撮影日時の情報がある
画像は撮影日時が付加されます。撮影日時のない画像
の場合は、イメージ情報で表示される「保存日時」が
付加されます。ただし、日付を付加する設定にしてい
ても、レイアウトの指定などによっては印字されない
ことがあります。

e横または縦の最大が2,304ドットを超える画像、総
ドット数が2,304×1,728ドットを超える画像、
ファイルサイズが2Mバイトを超える画像は印刷でき
ません。また、横または縦の最大が690ドットを超
えるプログレッシブJPEG形式の画像、総ドット数
が690×480ドットを超えるプログレッシブJPEG
形式の画像は印刷できません。
プログレッシブJPEG形式の画像→P.216

ePictBridge印刷でマルチタスク機能は利用できませ
ん。

e印刷中は圏外と同じ状態になるため、通話、ｉモー
ドなどはできません。

1件DPOF設定 選んだ画像の印刷方法を設定します。

選択DPOF設定 画像を選択
複数の画像を選択して印刷方法を設
定します。

おしらせ
eDPOF設定できる画像は999件までです。ただし、プ
リンタによっては設定した件数まで印刷できないこ
とがあります。

e横または縦の最大が2,304ドットを超える画像、総
ドット数が2,304×1,728ドットを超える画像、
ファイルサイズが2Mバイトを超える画像には設定で
きません。

emicroSDメモリーカードの空きデータ容量が少ない
ときは、DPOF設定できない場合があります。

eFOMA端末本体に保存されている画像にDPOF設定
をすることはできません。

e設定されている印刷枚数は「イメージ情報」で確認で
きます。
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