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着信時の動作を設定する

◆ メッセージR/F着信時の動作を変更する
〈メッセージR着信設定／メッセージF着
信設定〉

･ 本設定は、電話着信音、メール・メッセージ着信
音、電話発着信画像設定の電話着信設定／テレビ
電話着信設定、バイブレータ設定、イルミネー
ション設定にも反映されます。

MENU［メール］012
MENU［メール］013

1

◆ 電話着信時の動作を変更する〈電話着信
設定／テレビ電話着信設定〉

着信音選択：着信音を設定します。
･「メロディ」「着モーション」「ミュージッ
ク」のいずれかを選択した場合は着信音を
選択します。
ミュージックの設定→P87
着信イルミネーション設定／バイブレータ設
定：各設定項目→P86「電話着信時の動作を
変更する」
鳴動時間（秒）：着信音が鳴ったり、バイブレー
タが動作したりする時間を1〜30秒の範囲で
設定します。

〈例〉音声電話着信時の動作を設定する

1

me［設定／NWサービス］
e512e各項目を設定ep
テレビ電話着信時の動作を変更する：me
［設定／NWサービス］e612e各
項目を設定ep
着信音：着信音を設定します。
･「メロディ」「着モーション」「ミュージッ
ク」のいずれかを選択した場合は着信音を
選択します。「着モーション」に音声と映像
のある動画／ｉモーションを設定すると、
イメージ表示は「着信音連動」になります。
ミュージックの設定→P87
イメージ表示：表示画像を設定します。
･「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の
画像が表示されます。
･「イメージ」を選択した場合は、イメージ一
覧欄を選択し、画像を選択します。
･「ｉモーション」を選択した場合は、動画一
覧から動画／ｉモーションを選択します。
バイブレータ：バイブレータの動作パターンを
設定します。
イルミネーション：ランプの点灯パターンと色
を設定します。
･ 点灯パターンを「メロディ連動」にすると、
着信音に合わせて「レインボー」で点滅し
ます。

◆ プッシュトーク着信時の動作を変更する
〈プッシュトーク着信設定〉

1

me［設定／NWサービス］
e621e各項目を設定ep
着信音：着信音を設定します。
･「メロディ」「着モーション」「ミュージッ
ク」のいずれかを選択した場合は着信音を
選択します。「着モーション」には音声のみ
の動画／ｉモーション（歌手の歌声など映
像のないｉモーション）を設定できます。
ミュージックの設定→P87
バイブレータ／着信イルミネーション：各設定
項目→P86「電話着信時の動作を変更する」
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ae01e2または3e各
項目を設定ep

◆ メール着信時の動作を変更する〈メール
着信設定〉
MENU［メール］011

1

ae011e各項目を設定
ep
各設定項目→P86「メッセージR/F着信時の動
作を変更する」

◆ チャットメール着信時の動作を変更する
〈チャットメール着信設定〉
MENU［メール］014

1

ae014e各項目を設定
ep
着信動作設定：着信時の動作を設定するか、
メールの着信動作に従うかを設定します。
･「設定する」にすると、次の項目を設定でき
ます。
着信音選択／着信イルミネーション設定／バイ
ブレータ設定／鳴動時間（秒）：
各設定項目→P86「メッセージR/F着信時の
動作を変更する」

✔お知らせ
･ 電話着信設定、テレビ電話着信設定のイメージ表示に
パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示され
ます。
･ 電話着信設定、テレビ電話着信設定で、ミュージック
または音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声な
ど映像のないｉモーション）を着信音に設定している
ときに、イメージ表示に映像のみの動画／ｉモーショ
ンまたはFlash画像を設定すると、着信音はお買い上
げ時の設定に戻ります。メロディは変更できます。
･ 動画／ｉモーションによっては、電話着信設定、テレ
ビ電話着信設定のイメージ表示に設定できない場合が
あります。また、音声のある動画／ｉモーションは設
定できません。
･ バイブレータ（バイブレータ設定）、イルミネーション
（着信イルミネーション設定）を「メロディ連動」に設
定しても、メロディによっては連動しない場合があり
ます。

※2 音声電話、テレビ電話、プッシュトークは
表示されません。

❖ ミュージックを設定するには
各着信音にミュージック（着うたフル ）を設定する
には、ミュージック全体を設定する「まるごと着信
音設定」と、あらかじめ決められている部分を選択
して設定する「オススメ着信音設定」の2種類の方法
があります。
〈例〉まるごと着信音を設定する

1

各設定で「ミュージック」eフォルダを
選択

2

設定するミュージックを選択
･ microSDメモリーカードのミュージックを選
択すると確認画面が表示されます。「はい」を
選択するとミュージックが本体に移動され、
着信音に設定されます。

音の設定

電話着信音／メール・メッセージ着信音

電話やメール・メッセージの着信音
などを変える
･ 着信音に動画／ｉモーションを設定すると、着信
時に映像や音が再生されます（着モーション）。

･ 本設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、
プッシュトーク着信設定、メール着信設定、
チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、
メッセージF着信設定にも反映されます。
･ お買い上げ時に登録されている着信音用メロディ
→P411
〈例〉メール着信時の音を設定する

1

me［設定／NWサービス］
e11

2

21
音声電話、テレビ電話、プッシュトーク着信時
の音を設定する：1e1〜3
チャットメール、メッセージの着信音と鳴動時
間（秒）を設定する：2e2〜4

3

各項目を設定ep
メール※1：着信音を選択します。
･「メロディ」「着モーション」「ミュージック」
のいずれかを選択した場合は、着信音を選択
します。
ミュージックの設定→P87
･ チャットメール着信音の場合は「メール連動」
が選択できます。「メール連動」を選択すると
メールの設定に従います。鳴動時間は設定で
きません。
鳴動時間（秒）※2：1〜30秒の範囲で設定し
ます。
※1 操作2で選択した各機能名が表示されま
す。

オススメ着信音を設定する：ミュージックに
カーソルを合わせてae項目を選択
･ microSDメモリーカードの会員制以外の着う
たフル  を選択した場合、着信音として設定
する部分を切り出して、ｉモーションフォル
ダに保存する確認画面が表示されます。「は
い」を選択して、表示名を入力し、pを押
します。切り出されたミュージックはコンテ
ンツ移行対応のｉモーションとして、ｉモー
ションの「ｉモード」フォルダに保存されま
す。
最大保存件数／領域を超えたとき→P306

✔お知らせ
･ 次のデータは着信音に設定できません。
- 映像のみの動画／ｉモーション
- 詳細情報（→P304）の着信音設定が「不可」の動画
／ｉモーション
- 詳細情報（→P334）のまるごと着信音設定とオスス
メ着信音設定が「不可」のミュージック
･ 電話着信音やテレビ電話着信音の設定では、次のよう
な場合、着信時の画像が標準画像になります。ただし、
電話着信設定やテレビ電話着信設定で画像を変更でき
ます。
- 着信音を映像のある動画／ｉモーションからミュー
ジック、音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声
など映像のないｉモーション）
、メロディに変更した
場合
- 着信時の画像に映像のみの動画／ｉモーションまたは
Flash画像を設定しているときに、着信音に音声のみ
の動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉ
モーション）を設定した場合
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❖ 着信音の優先順位
複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優
先順位で着信音が鳴ります。
a マルチナンバーの着信設定
b FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
c FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
d 電話着信音／テレビ電話着信音／メール着信音／
電話着信設定／テレビ電話着信設定／メール着信
設定／Bナンバー着信設定
･ 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音
声電話の着信音は発番号なし動作設定に従います。
テレビ電話の着信音はテレビ電話着信音／テレビ
電話着信設定／Bナンバー着信設定の設定に従いま
す。
･ 発番号なし動作設定で設定した音や画像が削除さ
れると、設定内容が変更されます。その場合は、
実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異な
ることがあります。
･ 電話帳に画像または動画／ｉモーションを設定し
ていても、着信音の「着モーション」に音声と映
像のある動画／ｉモーションを設定しているとき
は、着信音と着信画像は「着モーション」の設定
が優先されます。着信音の「着モーション」を
ミュージックまたは音声のみの動画／ｉモーショ
ン（歌手の歌声など映像のないｉモーション）に
しているときは、着信音は「ミュージック」また
は「着モーション」になり、着信画像は電話帳画
像になります。

アラーム音

目覚まし音とスケジュール音を設定
する
〈例〉目覚まし音を設定する

1

me［設定／NWサービス］
e114

2

1e目覚まし音欄を選択e1〜
4
･「メロディ」「ｉモーション」「ミュージック」
のいずれかを選択した場合は、アラーム音を
選択します。「ｉモーション」に音声と映像の
ある動画／ｉモーションを設定すると、表示
される画像は動画／ｉモーションの映像にな
ります。
ミュージックの設定→P87
スケジュール音を設定する：2eアラーム欄
または予告アラーム欄を選択e1〜3

3

p

音量設定

着信音やアラーム音などの各種の音
量を設定する
･ 各設定で変更できる音量は次のとおりです。

ステレオ効果設定

ステレオ・3Dサウンドやサラウン
ドの効果を設定する
･ 本設定は、動画／ｉモーションとミュージックプ
レーヤーの動作設定のサラウンド、メロディの動
作設定のステレオ・3Dサウンドにも反映されま
す。

1

me［設定／NWサービス］
e16e1〜3e1または
2

✔お知らせ
･ 3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー（またはス
テレオイヤホンセット）を使用して、3次元で立体的に
広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能
です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるｉア
プリのゲームや着信音、ｉモーションなどをお楽しみ
いただけます。3Dサウンド機能は、FOMA端末を約
20〜30cm（個人差があります）離し、スピーカーを
自分に向けて聞いた場合に最も効果が現れます。正面
から左右にずらした位置で聞いたり、近すぎたり遠す
ぎたりすると、効果が薄れてしまいます。
･ 3Dサウンドの感じかたには個人差があります。
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電話着信音量：音声電話、テレビ電話、プッシュ
トークの着信音量を設定します。通話料金上限
通知のアラーム音量にも反映されます。
メール・メッセージ着信音量：メール、チャット
メール、メッセージR/Fの着信音の音量を設定
します。
GPS測位鳴動音量：GPS測位（現在地確認、現在
地通知、位置提供での測位）鳴動音の音量を設
定します。
受話音量：音声電話、テレビ電話、プッシュトー
クの受話音量を設定します。伝言メモ、音声メ
モの再生音、画像へのスタンプ貼り付けとテキ
スト貼り付けの効果音の音量はこの設定に従い
ます。
目覚まし音量：目覚ましの音設定画面で音量を
「端末設定に従う」に設定したときの音量を設定
します。お知らせタイマーの音量はこの設定に
従います。
スケジュール音量：ワンセグの視聴予約のアラー
ム音、スケジュールのアラーム音や予告アラー
ム音の音量を設定します。
ｉアプリ音量：ｉアプリから鳴る音の音量を設定
します。
トルカ取得音量：トルカの取得が完了したときに
鳴る音の音量を設定します。トルカ取得確認設
定のトルカ取得音量にも反映されます。
キー／開閉回転操作音量：ディスプレイの回転操
作音、キー操作音、端末の開閉操作音の音量を
設定します。

メロディ音量：メロディの音量を設定します。メ
ロディの動作設定の音量にも反映されます。
メールやメッセージR/Fに添付されたメロディ
再生時の音量はこの設定に従います。

1

3

me［設定／NWサービス］
e12e1〜9
･ アラーム音量を選択したときは、さらに1
または2を選択します。

2

サイドキー［▲▼］またはkeg
･ 受話音量は「Silent」と「Steptone」を設
定できません。ｉアプリ音量、トルカ取得音
量、キー／開閉回転操作音量、メロディ音量
は、「Steptone」を設定できません。
･ 電話着信音量を「Silent」に設定すると、待
受画面に が表示されます。また、同時に電
話着信時のバイブレータを設定しているとき
は が表示されます。

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる
･ 64Kデータ通信着信時のバイブレータの動作は、

1〜5
バイブレータが設定され、着信時やアラーム通
知時にFOMA端末が振動します。
･「パターンA」「パターンB」「パターンC」に
カーソルを合わせると、カーソル位置のパ
ターンで振動します。
･「メロディ連動」に設定すると、着信音などに
設定したメロディに合わせて振動します。た
だし、メロディによっては連動しないことが
あります。
･ ｉアプリのバイブレータを設定するときは、
「ON」または「OFF」を設定します。
･ 電話着信時のバイブレータを設定すると、電
話着信音量が「Level1」以上のときは待受画
面に が表示されます。電話着信音量が
「Silent」のときは が表示されます。

❖ バイブレータの優先順位
複数の機能でバイブレータを設定している場合は、
次の優先順位でFOMA端末が振動します。
a FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
b FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
c バイブレータ設定／電話着信設定／テレビ電話着
信設定／メール着信設定

音声電話着信時の設定に従います。

･ 本設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、
プッシュトーク着信設定、メール着信設定、
チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、
メッセージF着信設定、測位動作設定、ｉアプリ設
定のバイブレータにも反映されます。
･ バイブレータ動作時にFOMA端末が机の上などに
あると、振動が原因で落下するおそれがあります。
〈例〉音声電話、テレビ電話、プッシュトーク着信時
のバイブレータを設定する

1

me［設定／NWサービス］
e13

2

1e1〜3
メール、チャットメール、メッセージR/F着信
時のバイブレータを設定する：2e1〜
4
･ チャットメール着信設定の着信動作設定を
「メール着信動作に従う」に設定している場合
は、チャットメール着信時の設定不可を示す
画面が表示されます。
GPS測位時のバイブレータを設定する：
3e1〜4
目覚まし、スケジュールのアラーム鳴動時のバ
イブレータを設定する：4e1または
2

✔お知らせ
･ 通話中に着信があった場合は振動しません。
･「OFF」のときでも、Flash画像の動作時に振動する場
合があります。

メロディコール設定

電話の呼出音を変更する
MENU［設定／NWサービス］88

携帯電話に電話をかけるときに聞こえる「プルル」
という呼出音をメロディに変更できるサービスです。
･ 設定サイトはパケット通信料無料です。ただし、
IPサイト、ｉモードメニューサイト、無料楽曲
コーナーに接続した場合はパケット通信料がかか
ります。

1

me［設定／NWサービス］
e118
メロディコール設定サイトに接続されます。
･ 詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワーク
サービス編）』をご覧ください。

✔お知らせ
･ メロディコールは音声電話を着信した場合のみ有効で
す。

ｉアプリ利用時のバイブレータを設定する：
5
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GPS測位鳴動音

静止画撮影シャッター音／動画撮影シャッター音

GPS利用時の音を設定する

シャッター音を設定する

･ 本設定は、現在地確認設定、現在地通知、位置提
供設定の測位動作設定にも反映されます。

1

me［設定／NWサービス］
e113e1〜4e鳴動音
選択欄を選択e1または2

静止画撮影時や動画撮影時（サウンドレコーダー録
音時も含む）のシャッター音を設定します。
･ 本設定は、静止画詳細設定と動画／録音詳細設定
のシャッター音にも反映されます。

1

･「メロディ」を選択したときは、鳴動音を選択
します。

2

p

me［設定／NWサービス］
e115e3または
4e1〜5

充電確認音

充電時の確認音を設定する

キー／開閉操作音

キー／開閉操作音を設定する
キーを押したとき（サイドキー［▲▼］、M、Pを除
く）やFOMA端末を開閉したときに鳴る音を変更し
ます。音が鳴らないように設定することもできます。
･ 設定した音の種類によって、キー操作音、端末の
開閉操作音はそれぞれ異なる音の組み合わせで鳴
ります。
･ キー／開閉操作音を変更すると、電池レベル表示
時の確認音（キー操作音と同じ音）も変更されま
す。
･ 音を鳴らさないようにすると、次の音も鳴らなく
なります。
- 電池レベル表示時の確認音
- 赤外線通信、iC通信やデータ送受信時の通信終了
音

1

me［設定／NWサービス］
e1151e1〜4

✔お知らせ
･ キー／開閉操作音が鳴るように設定しても、ｉアプリ
の起動中はキー操作音が鳴りません（sを除く）。

ディスプレイ回転操作音

ディスプレイを回転させたときに鳴
る音を設定する

1

me［設定／NWサービス］
e1152e回転音欄を選択
e1または2
･「メロディ」を選択したときは、回転音を選択
します。

2
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p
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充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを
設定します。

1

me［設定／NWサービス］
e116e1または2

✔お知らせ
･「ON」に設定しても、次の場合は充電確認音は鳴りま
せん。
- マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中、
音声電話中、テレビ電話中、プッシュトーク通信中、
64Kデータ通信中、ｉモード中、パケット通信中

通話保留音

通話保留音を設定する

1

me［設定／NWサービス］
e1172e1〜3

通話品質アラーム音

通話が切れそうなときにアラームで
知らせる
音声電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れる
可能性のある場合、直前にアラームを鳴らして知ら
せるかどうかを設定します。
･ 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴
らずに通話が切れることがあります。

1

me［設定／NWサービス］
e1173e1〜3

✔お知らせ
･ 音声電話中に設定する場合は、mを押し「通話品質ア
ラーム音」を選択します。

再接続アラーム音

◆ マナーモードを起動する

途切れた通話を再接続するときのア
ラームを設定する

1

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れ
た音声電話、テレビ電話、プッシュトークを、電波
状態がよくなったときに再接続する際のアラームを
設定します。
･ 電波が途切れている間は、相手は無音状態となり
ます。
･ 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの
時間は異なります。目安は最長10秒間です。
･ 再接続されるまでの時間（最長10秒間）も通話料
金がかかります。
･ 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに
通話が切れる場合があります。

1

me［設定／NWサービス］
e1174e1〜3

✔お知らせ
･ 音声電話中またはプッシュトーク通信中に設定する場
合は、mを押し「再接続アラーム音」を選択します。

電池アラーム音

電池アラーム音を設定する
電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうか
を設定します。

1

me［設定／NWサービス］
e1175e1または2

✔お知らせ
･ 通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定して
いても受話口からアラームが鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す
周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせ
たり、キーを押したときの確認音を消したりして、
FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

#（1秒以上）
マナーモード選択で指定したマナーモードが起
動し、待受画面に （通常マナーモード中）ま
たは （オリジナルマナーモード中）が表示さ
れます。
･ お買い上げ時は、FOMA端末を閉じた状態で
サイドキー［▲］を1秒以上押しても、マ
ナーモードを起動／解除できます。起動する
とランプが赤色で1回点灯し、バイブレータ
が1回振動します。解除するとランプが青色
で2回点滅し、バイブレータが2回振動しま
す。
･ FOMA端末を閉じているとき、背面ディスプ
レイのメニューを利用して起動／解除できま
す。→P33
解除する：#（1秒以上）

❖ 通常マナーモードを起動すると
着信音、キー操作音、端末の開閉操作音、ディスプ
レイの回転操作音、アラームなどFOMA端末から出
る音を消し、着信をバイブレータ（振動）でお知ら
せします。また、マイクの感度が上がるため、小さ
な声でも通話できます。
･ 次の場合は、バイブレータの動作は「パターンA」
になります。
- 音声電話着信時、テレビ電話着信時、プッシュ
トーク着信時、メール受信時、64Kデータ通信
着信時
- GPS測位鳴動音でメロディが設定されている場
合の測位中
- お知らせタイマーで設定した時間が経過したとき
- スケジュールで指定した日時になったとき
･ 目覚ましで指定した時刻になると、バイブレータ
は目覚ましの設定に従って動作します。
･ 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に
設定して送受信メールやメッセージR/Fを表示し
ても、メロディは自動再生されません。
･ 音声のある動画／ｉモーションの再生時には、音
声の再生確認画面が表示されます。「はい」を選択
すると音声と映像が再生されます。映像がある動
画／ｉモーションの場合は「いいえ」を選択する
と映像のみが再生されます。
･ ワンセグ起動時には、音声の出力確認画面が表示
されます。「はい」を選択すると、音量を調節でき
るようになります。「いいえ」を選択すると、音声
は出力されません。ただし、視聴予約で目覚まし
利用を「する」に設定して、ワンセグが起動した
ときは、音量を調整できます。
･ ミュージック、メロディ、Music&Videoチャネル
の番組の再生時には、再生確認画面が表示されま
す。「はい」を選択すると再生されます。

音／画面／照明設定
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マイク感度UP：マイクの感度を上げるかどうか
を設定します。
伝言メモ：伝言メモ（→P60）の設定に関わら
ず、本設定に従って動作します。

✔お知らせ
･ マナーモード中でも、シャッター音は鳴ります。
･ 通話料金上限通知のアラームは通常マナーモード中に
鳴りません。オリジナルマナーモード中、通話料金上
限通知のアラーム音量はオリジナルマナーモードの
「電話着信音量」の設定に従います。

◆ オリジナルマナーモードを設定する〈マ
ナーモード選択〉

92

1

me［設定／NWサービス］
e14

2

2

3

各項目を設定ep

通常マナーモードを設定する：1

バイブレータ：電話の着信中やメール受信中に
バイブレータを動作させるかどうかを設定し
ます。
･「ON」にすると、着信や受信をバイブレー
タ設定に従って振動で知らせます。ただし、
バイブレータ設定が「OFF」の場合は、
「パ
ターンA」で振動します。
キー／開閉操作音：キー操作音、端末の開閉操
作音を設定します。
ディスプレイ回転操作音：ディスプレイを回転
させたときに音を鳴らすかどうかを設定しま
す。
電話着信音量：音声電話、テレビ電話、プッ
シュトークの着信音量を設定します。
メール着信音量：メールの着信音量を設定しま
す。
メロディ音量：メロディの音量を設定します。
･ メールやメッセージR/Fに添付されたメロ
ディ再生時の音量にも反映されます。
トルカ取得音量：読み取り機からトルカを取得
したときの確認音の音量を設定します。
GPS測位動作音量：GPS測位鳴動音の音量を
設定します。
電池アラーム音：電池が切れそうなとき、ア
ラームを鳴らすかどうかを設定します。
目覚まし音：お知らせタイマーの音や目覚まし
音を鳴らすかどうかを設定します。
･「ON」にすると、目覚まし音は目覚ましの
設定に従って鳴ります。
スケジュール音：スケジュールアラームの音を
鳴らすかどうかを設定します。
･「ON」にすると、スケジュール音の設定と
スケジュール音量の設定に従って鳴ります。
ｉアプリ音：ｉアプリの音を鳴らすかどうかを
設定します。
･「ON」にすると、ｉアプリ音量の設定に
従って鳴ります。
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ライフスタイル設定

ライフスタイルに応じて待受画面や
マナーモードなどを切り替える
MENU［設定／NWサービス］726

指定した時間に待受画面を切り替えたり、マナー
モードやプライバシーモードを起動したりするよう
に設定します。1回のみ行うか、毎日繰り返し行う
か、毎週同じ曜日に行うかを選択できます。
･ 最大18件登録できます。

1

me［設定／NWサービス］
e33eタイトルを選択
設定中のライフスタイル設定には、タイトルの
左に が表示されます。
設定／解除する：タイトルにカーソルを合わせ
てm

2

各項目を設定ep
時刻：切り替えを行う時刻を24時間制で入力し
ます。
繰り返し：切り替えの繰り返しの動作を設定し
ます。
･「曜日指定」を選択した場合は、「曜日選択」
を選択し、曜日を選択してpを押します。
タイトル：ライフスタイル設定のタイトルを全
角10（半角20）文字以内で入力します。
トータルカスタマイズ：オリジナルのコーディ
ネイトに変更するかどうかを設定します。
･「変更する」を選択した場合は、トータルカ
スタマイズを選択します。
マナーモード：マナーモードを起動するかどう
かを設定します。
･「ON」にすると、マナーモード選択で設定
したマナーモードが起動します。
プライバシー：プライバシーモードを起動する
かどうかを設定します。
･「ON」にすると、プライバシーモード設定
で設定したプライバシーモードが起動しま
す。

✔お知らせ
･ トータルカスタマイズを「変更する」に設定している
場合は、本機能で指定した時刻になると、待受画面に
設定している画像、動画／ｉモーション、キャラ電、
ランダムイメージ設定は解除されます。ただし、ｉ
チャネルのテロップ表示は解除されません。
･ ｉアプリ待受画面を設定している間は、本機能は動作
しません。
･ ライフスタイル設定とアラームを同じ時刻に設定した
場合は、アラームが動作した後にライフスタイル設定
が動作します。
･ 指定した時刻に電源が切れている場合や、オールロッ
ク中、おまかせロック中、他の機能が起動していると
きは、本機能は動作しません。電源を入れたり、ロッ
クを解除したり、待受画面を表示したりすると、まだ
動作していないライフスタイル設定が順に動作します。

4

フォルダを選択e画像、動画／ｉモー
ション、キャラ電を選択
･ microSDメモリーカードに保存されている画
像や動画／ｉモーションは選択できません。
FOMA端末に移動またはコピーしてから選択
してください。
キャラ電のアクションを設定する：キャラ電一
覧画面でキャラ電にカーソルを合わせて
me待受アクション設定画面で各項目を設
定ep
各設定項目→P289「待受画面に設定する」操
作a

5 「はい」

･ 動画／ｉモーションを待受画面に設定すると、
最初のコマが表示されます。

･ 選択した画像、動画／ｉモーション、キャラ
待受画面設定

待受画面の表示を変更する
待受画面に、画像や動画／ｉモーション、キャラ電、
ｉアプリを設定したり、フォルダ内の画像をランダ
ムに表示するように設定したりできます。また、新
着情報やカレンダー、スケジュールなどを表示する
ように画面をカスタマイズできます。時計の表示
（→P104）、電池アイコンやアンテナアイコンの表
示（→P101）、ｉチャネルのテロップ表示（→
P167）も設定できます。
･ 画像や動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリ
によっては、ダウンロード時と同じFOMAカード
を挿入していないと待受画面設定が無効になりま
す（FOMAカード動作制限機能）
。
･「プリインストール」フォルダ内のデータを設定し
ている場合は、パーソナルデータロック中でも設
定した待受画面が表示されます。

◆ 画像／動画／ｉモーション／キャラ電を
待受画面に設定する
ｉモードのサイトやメールから取得した画像、動画
／ｉモーション、キャラ電、FOMA端末で撮影した
静止画や動画などを待受画面に設定します。また、
GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像な
ども設定できます。
･ 横画面設定では静止画、GIFアニメーション、パラ
パラマンガ、Flash画像が設定できます。

1

me［設定／NWサービス］
e211

2

1

3

1、3、4、6のいずれかを選
択

電が拡大表示できる場合は、等倍表示するか
拡大表示するかの確認画面が表示されます。
「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズ
のまま、
「はい（拡大表示）」を選択すると画
面サイズに合わせて画像が拡大されて待受画
面に表示されます。
･ ｉアプリ待受画面が設定されているときは、
続けてｉアプリ待受画面の解除確認画面が表
示されます。「はい」を選択すると、ｉアプリ
待受画面が解除されます。
･ テロップ表示設定のテロップ表示を「表示す
る」に設定している場合に、動画／ｉモー
ションまたはキャラ電を選択すると、テロッ
プ表示が解除されます。
･ ｉアプリ待受画面が設定されていない場合で、
待受画面の動画／ｉモーションやキャラ電を
解除すると、テロップ表示設定のテロップ表
示は「表示する」に設定されます。

❖ 待受画面に設定した動画／ｉモーションや
アニメーション、キャラ電を再生するには

･ 動画／ｉモーションの場合は次の操作ができます。
f／FOMA端末を開く：再生
c／f：停止
サイドキー［▲▼］：音量調整
･ GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像
の場合は次の操作ができます。
FOMA端末を開く／ディスプレイを回転させる／
待受画面に戻る／電源を入れる：再生
f：一時停止／再生
･ キャラ電の場合は次の操作ができます。
c／FOMA端末を開く：再生
c／f：停止

横画面の待受画面を設定する：2

横画面を選択したとき：1または2
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✔お知らせ
･ 動画／ｉモーションによっては待受画面に設定できな
い場合があります。音声のみの動画／ｉモーション
（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は設定でき
ません。
･ 待受画面を表示すると、Flash画像やGIFアニメーショ
ンは、一定時間再生した後に停止します。
･ GIFアニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が
乱れることがあります。
･ 再生回数や再生期限などの制限が設定されているコン
テンツは、待受画面に設定できません。

◆ 画像をランダムに表示する〈ランダムイ
メージ設定〉

◆ ｉアプリ待受画面を設定する
･ ｉアプリ待受画面に対応しているｉアプリのみ設
定できます。

･ 他の待受画面設定よりも、ｉアプリ待受画面が優
先して表示されます。

･ ｉアプリの操作・設定・待受画面の解除→P223

1

ｉアプリ待受画面に対応したｉアプリが一覧表
示されます。

2

マイピクチャ内のフォルダに保存されている複数の
静止画を、指定したタイミングでランダムに切り替
えて待受画面（縦画面）に表示します。
･ 表示できる画像はJPEG形式、GIF形式（GIFアニ
メーションを除く）の画像です。

1

me［設定／NWサービス］
e21112e各項目を設
定
フォルダ：画像が保存されているフォルダを選
択します。
切替設定：画像を切り替えるタイミングを設定
します。
･「30分ごと」を選択すると毎時0分と30分
に、「60分ごと」を選択すると毎時0分に、
画像が切り替わります。

2

pe「はい」
･ ｉアプリ待受画面が設定されているときは、
続けてｉアプリ待受画面の解除確認画面が表
示されます。「はい」を選択すると、ｉアプリ
待受画面が解除されます。

✔お知らせ
･ 選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画
を移動または削除したり、パラパラマンガを作成した
りして表示できる静止画がないときは、お買い上げ時
の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージの設
定はお買い上げ時の設定に戻ります。ただし、待受画
面に表示されている静止画を移動したりパラパラマン
ガとして作成した直後は、次に画像が切り替わるまで
その画像が一時的に表示されます。
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me［設定／NWサービス］
e21115

ｉアプリを選択e「はい」
ｉアプリ待受画面が設定され、待受画面に ま
たは が表示されます。
･ テロップ表示設定のテロップ表示を「表示す
る」にしている場合は、テロップ表示が解除
されます。
･ 待受画面に動画／ｉモーションやキャラ電が
設定されていないときにｉアプリ待受画面を
解除すると、テロップ表示設定のテロップ表
示は「表示する」に設定されます。

◆ 待受画面の表示をカスタマイズする〈カ
レンダー／待受カスタマイズ〉
待受画面をいくつかのエリア（領域）に分割し、そ
れぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着
情報、スケジュール、カレンダー、メモ一覧、メモ
内容を表示するように設定します。
･ 設定した情報は、待受画面に画像が設定されてい
る場合、画像に重ねて表示されます。待受画面に
動画／ｉモーションやキャラ電、ｉアプリ待受画
面が設定されている場合は表示されません。

1

me［設定／NWサービス］
e215

2

1

3

hでパターンを切り替えeエリアを選択
e1〜6

解除する：2

･ mを押して「はい」を選択すると、すべて
のエリアの設定を解除できます。
新着情報を設定する：2e情報を選択ep
･「 未読メール一覧」を選択すると、未読
メールの受信日時と題名を表示します。
･「 メッセージR」／「 メッセージF」を選
択すると、メッセージR/Fの受信日時とタイ
トルを表示します。
･「 不在着信一覧」を選択すると、着信日時
と相手の電話番号（電話帳に登録されている
ときは名前）を表示します。

･「

伝言メモ一覧」を選択すると、録音日時
または録画日時と、相手の電話番号（電話帳
に登録されているときは名前）を表示します。

カレンダーを設定する：4e1〜4

･ エリアの大きさにより、カレンダーを表示で
きる月数は変わります。
メモ内容を設定する：6eメモを選択

4

pe「はい」

1

g

❖ 待受画面で情報を確認する

2

エリアが赤いカーソル枠で囲まれます。
･ 情報が表示されていないときは、fを繰り
返し押して表示させてからgを押します。

kでカーソル枠を移動eg

✔お知らせ
･ 待受画面でfを押すたびに、情報の表示と非表示を
切り替えることができます。

･ 待受画面選択のイメージ設定でGIFアニメーション、パ
ラパラマンガ、Flash画像を設定していた場合、再生が
停止または一時停止した後にfを押すと情報が表示
されます。

❖ 各情報の表示内容
カレンダー／待受カスタマイズで設定した各情報は
次のように表示されます。
･ 表示される情報の件数や行数は、エリアのサイズ
によって異なります。
･ 各情報の日時には、当日の場合は時刻が、当日以
外の場合は日付が表示されます。
■ 新着情報
：未読メール
／ ：メッセージR／メッセージF
：不在着信
：伝言メモ
上記の情報が新しいものから順に表示されます。エ
リアを選択すると、先頭の情報を確認できます。
･ 表示スペースが限られているため、未読メールの
題名などが全表示されない場合があります。

■ カレンダー
1ヶ月／2ヶ月／4ヶ月／6ヶ月分のカレンダーが表
示されます。エリア内のカレンダーを選択すると、
スケジュール帳のカレンダーが表示されます。
･ 当日は黄、休日と祝日は赤、土曜日は青で表示さ
れます。休日と祝日は、スケジュール帳の設定に
従います。ただし、スケジュール帳の休日設定で
休日にした日は、パーソナルデータロック中は赤
で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。
･ スケジュールやワンセグの視聴／録画予約が設定
されているときは、日付の右上に赤いマークが表
示されます。パーソナルデータロック中は表示さ
れません。
■ メモ一覧
テキストメモに登録されているメモの一覧が表示さ
れます。エリアを選択するとメモ一覧が表示されま
す。
■ メモ内容
メモ内容に設定したメモの先頭部分が表示されます。
エリアを選択するとメモの詳細が表示されます。

✔お知らせ
･ パーソナルデータロック中の場合、新着情報は不在着
信一覧の設定のみ変更できます。また、スケジュール、
メモ一覧、メモ内容は選択できません。

電話発信画像設定

音声電話やテレビ電話の発信時の画
像を変更する
MENU［設定／NWサービス］511
MENU［設定／NWサービス］611

〈例〉音声電話のとき

1

テレビ電話の発信時の画像を変更する：me
［設定／NWサービス］
e2323eイメージ表示欄を選
択e1〜3
･「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画
像が表示されます。
･「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧
欄を選択し、画像を選択します。

■ スケジュール
開始日時になっていないスケジュールやワンセグの
視聴／録画予約の早いものから順に、アイコン、開
始日時、内容／番組名が表示されます。エリアを選
択すると、先頭のスケジュールまたは視聴／録画予
約が確認できます。
･ 表示スペースが限られているため、内容／番組名
が全表示されない場合があります。
･ 開始日時と終了日時が同じ日でない場合は、表示
されるアイコンは になります。
･ 終日をONにしたスケジュールが当日の場合は、
「終日」と表示されます。

me［設定／NWサービス］
e2321eイメージ表示欄
を選択e1〜3

2

p
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✔お知らせ
･「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコ
マが表示されます。

❖ 発信画像の優先順位
複数の機能で発信画像を設定している場合は、次の
優先順位で画像が表示されます。
a FOMA端末電話帳に登録した画像※
b FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
c 電話発信設定／テレビ電話発信設定
※ 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。
電話着信画像設定

音声電話やテレビ電話の着信時の画
像を変更する
･ 本設定は、発着信・通話機能の電話着信設定、テ
レビ電話のテレビ電話着信設定にも反映されます。
〈例〉音声電話のとき

1

me［設定／NWサービス］
e2322eイメージ表示欄
を選択e1〜5
テレビ電話の着信時の画像を変更する：me
［設定／NWサービス］
e2324eイメージ表示欄を選
択e1〜5
･「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画
像が表示されます。
･「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧
欄を選択し、画像を選択します。
･「ｉモーション」を選択した場合は、動画一覧
から動画／ｉモーションを選択します。
･ 電話着信音、テレビ電話着信音に音声と映像
のある動画／ｉモーションが設定されている
と「着信音連動」になります。

2

p

✔お知らせ
･「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコ
マが表示されます。

･ 音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像
のないｉモーション）を着信音に設定しているとき、
イメージ表示に映像のみの動画／ｉモーション、
Flash画像を設定すると、着信音は「着信音1」
（音声
電話）または「ハープ」
（テレビ電話）になります。メ
ロディは変更できます。
･ 動画／ｉモーションによってはイメージ表示に設定で
きない場合があります。また、音声のある動画／ｉ
モーションは設定できません。
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❖ 着信画像の優先順位
複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の
優先順位で画像が表示されます。
a マルチナンバーの着信設定
b FOMA端末電話帳に登録した画像※1
c FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
d 電話着信音※2 ／テレビ電話着信音※2 ／電話着信
設定／テレビ電話着信設定／Bナンバー着信設定
※1 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。
※2 「着モーション」に音声と映像のある動画／ｉ
モーションを設定したときに有効です。電話帳
や電話帳のグループに画像または動画／ｉモー
ションを設定していても、着信音の「着モー
ション」に音声と映像のある動画／ｉモーショ
ンを設定しているときは、着信音とイメージ表
示は「着モーション」の設定が優先されます。
･ 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音
声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従いま
す。テレビ電話の着信画像はテレビ電話着信設定
に従います。
･ 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータ
が削除されると、自動的に設定内容が変更されま
す。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像
が設定内容と異なることがあります。
人物画像表示設定

発着信時の電話帳の人物表示を設定
する
音声電話やテレビ電話の発着信時に、FOMA端末電
話帳に登録されている画像を表示するかどうかを設
定します。
･ 電話帳に登録されている画像は、相手が電話番号
を通知してきた場合に表示されます。

1

me［設定／NWサービス］
e2325e1または2

メール送受信・着信結果・問合せ画像設定

照明設定

メール送受信時や問合せ時の画面を
変更する

ディスプレイとキーの照明を設定す
る

メールの送信、メール（メッセージR/Fを含む）の
受信や着信結果、ｉモード問合せ時に表示する画像
を設定します。

1

me［設定／NWサービス］
e233e1〜4

2

イメージ表示欄を選択e1〜3
･「標準画像」を選択すると、お買い上げ時の画
像が表示されます。

･「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧
欄を選択し、画像を選択します。
メール着信結果画像を設定する：イメージ表示
欄を選択e1〜5
･「ｉモーション」を選択した場合は、動画一覧
から動画／ｉモーションを選択します。
･ メール着信音に音声と映像のある動画／ｉ
モーションが設定されていると「着信音連動」
になります。

3

p

◆ 照明時間を設定する〈点灯時間設定〉
ディスプレイの照明の点灯時間を設定します。照明
を点灯すると、ディスプレイがより明るくなり、
キー部分が点灯します。
･ 通常時のほかにACアダプタ接続時（DCアダプタ
接続時も含む）、ｉモード中、静止画や動画の撮影
中、ｉモーション再生中、ｉアプリ動作中の点灯
時間も設定できます。
･ 本設定は、ｉモード設定、静止画詳細設定、動画
／録音詳細設定、ｉモーションの動作設定、ｉア
プリ設定の照明設定にもそれぞれ反映されます。
また、ｉモーションの設定はMusic&Videoチャ
ネルの照明設定にも反映されます。
〈例〉通常時の点灯時間を設定する

1

me［設定／NWサービス］
e241

2

1e1〜7
ません。

背面ディスプレイ設定

ACアダプタ接続時、ｉモード中、静止画撮影
中、動画撮影中、ｉモーション、ｉアプリの
点灯時間を設定する：2〜7e1ま
たは2
･「端末設定に従う」に設定すると、通常時で設
定した点灯時間に従って照明が点灯します。
･「常灯」に設定すると、明るさ調整で設定した
明るさで常に照明が点灯し、省電力の状態に
なりません。ただし、ACアダプタ接続時は、
明るさ調整の設定に関わらず、「明るさ5」で
点灯します。
･ ｉアプリの場合は「ソフトに従う」に設定す
ると、ｉアプリの設定に従って点灯します。
常に照明を点灯するｉアプリの場合は省電力
の状態になりません。

背面ディスプレイの表示を設定する
◆ 背面ディスプレイに表示する画像を設定
する〈背面画像設定〉
電話の着信時やメールの受信時などに背面ディスプ
レイに表示する画像を設定します。また、時計のパ
ターンも設定できます。

1

me［設定／NWサービス］
e282e各項目を設定ep
時計パターン：時計のパターンを設定します。
着信画像：音声電話およびテレビ電話の着信時
に背面ディスプレイに表示する画像を設定し
ます。
メール受信画像：メール受信時に背面ディスプ
レイに表示する画像を設定します。

◆ 電話やメールの着信時に電話番号やメー
ルアドレスなどを表示する〈背面相手表
示設定〉

1

me［設定／NWサービス］
e281e1または2
相手情報表示あり：着信／受信時動作設定に従
います。
相手情報表示なし：着信／受信中の状態のみ表
示します。

･「常時」に設定した場合、省電力の状態になり

◆ 照明設定範囲を設定する〈照明設定範囲〉

1

me［設定／NWサービス］
e242e1または2

◆ 照明の明るさを設定する〈明るさ調整〉

1

me［設定／NWサービス］
e243e1〜6
･「自動調整」に設定すると、ディスプレイや
キーの照明が周囲の明るさによって自動的に
変更されます。周囲が明るい場所ではキーの
照明が点灯しないことがあります。
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･ きせかえメニューの種類によっては、使用頻度に

スクリーン設定

画面のカラー配色を変更する

1

me［設定／NWサービス］
e231e配色を選択

表示メニュー設定

表示メニューを変更する
待受画面でmを押して表示されるメニューを設定し
ます。

1

me［設定／NWサービス］
e221e1〜3

合わせて第一階層のメニュー構成が変わるものが
あります。また、メニュー項目に割り当てられて
いる番号（項目番号）が適用されないものがあり
ます。この場合、本書での説明どおりに操作でき
ないため、ベーシックメニューに切り替えるか
（→P31）、メニューの操作履歴をリセット（→
P100）してください。
･ 2in1がONのときは、デュアルモードとBモード
の待受画面、およびBナンバーの電話着信音とテレ
ビ電話着信音には、きせかえツールの項目は設定
されません。

◆ きせかえツールを変更する

1

me［データBOX］e7

2

フォルダを選択eきせかえツールにカー
ソルを合わせる

きせかえツールを利用する
MENU［設定／NWサービス］31

きせかえツールを利用すると、待受画像、メニュー
アイコン、発着信画像、着信音などを一括で設定で
きます。
･ お買い上げ時に登録されているきせかえツールは、
「ｉモード」フォルダの「ドコモダケ̲F905i」と、
「プリインストール」フォルダの「White」や
「Black」などです。
･「プリインストール」フォルダのきせかえツールを
移動したり、削除したりできません。
･ きせかえツールでは、次の項目が設定できます
（きせかえツールによって、設定できる項目の組み
合わせの内容は異なります）。
- 待受画面、待受画面（横）、きせかえメ
ニュー※1、ベーシックメニュー、ベーシックメ
ニュー（背景）、電池アイコン、アンテナアイコ
ン、音声電話発信画面、音声電話着信画面、テレ
ビ電話発信画面、テレビ電話着信画面、メール送
信画面、メール受信中画面、メール着信結果画
面、センター問合せ画面、音声電話着信音、テレ
ビ電話着信音、プッシュトーク着信音、メール着
信音、チャットメール着信音、メッセージR着信
音、メッセージF着信音、目覚まし音、スクリー
ンテーマ※2、待受時計※3、背面ディスプレ
イ※4
※1 「ドコモダケ̲F905i」などきせかえツールに
よっては、横画面や、バイリンガルを
「English」に設定したときの英語表示に対応
していないものがあります。また、待受画面
でdやaを押したときの動作が通常と異な
る場合や、ショートカット操作ができない場
合があります。
※2 カラーテーマ（スクリーン設定）、フォント、
明るさを設定します。
※3 デザイン、形式、曜日、表示位置を設定しま
す。
※4 時計パターン、着信画像、メール受信画像を
設定します。
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ｉモード：サイトからダウンロードしたきせ
かえツール
プリインストール：プリインストールされて
いるきせかえツール
マイフォルダ：他のフォルダから移動したき
せかえツール
･ フォルダを作成すると表示されます。→
P302
･ フォルダを削除したり、フォルダ名を変更し
たりできます。→P302
ｉモードで探す：サイトに接続してきせかえ
ツールをダウンロードできます。→P283

カーソル位置のファイルの表示名と詳細を示す
マークが表示されます。
a

bc

a

bc

t

d

e
サムネイル画面

リスト画面

a 取得元
：ｉモード
：ｉモード（標準フォント対応）
：ｉモード（大きめフォント対応）
：プリインストール
：プリインストール（標準フォント対応）
：プリインストール（大きめフォント対
応）
：ｉモードで探す（「ｉモード」フォルダ
のみ表示されます）→P283

b ファイルの種類
：最後に設定したきせかえツール
：現在設定されているきせかえツール
（うしろのカードがグレー）：設定されてい
ないきせかえツール
（上半分がグレー）：部分的に保存されてい
るきせかえツール
：FOMAカード動作制限機能が設定されて
いるきせかえツール
c ファイル制限

3

：ファイル制限あり
d サムネイル画像
プレビュー画像がない場合などは、次のとお
りに表示されます。
（うしろのカードがピンク）：プレビュー画
像なし
：FOMAカード動作制限機能が設定されて
いるきせかえツール
（上半分がグレー）：部分的にダウンロード
したきせかえツール
：ｉモードで探す（「ｉモード」フォルダ
でのみ表示されます）→P283
e ファイルサイズ（実メモリサイズ）

メモリを確認する：me4eデータの種類
にカーソルを合わせる
･ t：単位の切り替え

きせかえツールのデータが一括で設定されます。
･ きせかえツールに大きい文字の設定が含まれ
ているときは、メニュー以外の電話帳やメー
ル画面の文字サイズ確認画面が表示されます。
また、大きい文字が含まれているきせかえ
ツールから、大きい文字が含まれていないき
せかえツールに変更すると、メニュー以外の
文字サイズ確認画面が表示されます。画面の
指示に従って設定してください。
･ 部分的にダウンロードしたきせかえツールに
カーソルを合わせて、g、p、aを押した
場合は、残りのデータのダウンロード確認画
面が表示されます。「はい」を選択するとダウ
ンロードが開始されます。
詳細情報を表示／変更する：me2e1
または2
詳細情報について→P304
設定を解除する：me3e1〜3

･「複数解除」を選択した場合は、解除するきせ
かえツールを選択してpを押し、「はい」を
選択します。
･「全件解除」を選択した場合は、「はい」を選
択します。

設定をリセットする：me6e認証操作e
「すべてリセット」または「メニュー画面の
み」
･「すべてリセット」を選択すると、きせかえ
ツールの設定がお買い上げ時の状態に戻りま
す。
･「メニュー画面のみ」を選択すると、「きせか
えメニュー」「ベーシックメニュー」「ベー
シックメニュー（背景）」の設定がお買い上げ
時の状態に戻ります。
一覧画面の動作設定をする：フォルダを選択
eme7e1または2
･「あり」にするとサムネイル表示に、「なし」
にするとリスト表示になります。
･ フォルダ一覧画面から操作する場合は、m
を押し「動作設定」を選択します。

pe「はい」

データを移動する／戻す：me4e1ま
たは2
移動／戻しについて→P302、303
データを削除する：me5e1〜3
削除について→P305
データをソートする：me6e各項目を設
定ep
ソートについて→P306

❖ スペシャルモードにする
スペシャルモードにすると、「プリインストール」
フォルダに「ハニー」が追加され、自動的にきせか
えツールに設定されます。

1

mepeme13eグループ
名欄に「ハニー」と入力ep
･ 次の項目が設定されます。
- 待受画面、待受画面（横）、きせかえメ
ニュー、電池アイコン、アンテナアイコン、
スクリーンテーマ、待受時計
･ 設定手順と同じ操作をすると、「プリインス
トール」フォルダから「ハニー」が削除され、
設定されていた項目はお買い上げ時の状態に
戻ります。
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･ スペシャルモードに関する情報は、「＠Fケー
タイ応援団」サイトの「裏技紹介」をご覧く
ださい。
「＠Fケータイ応援団」（2007年10月現在）
ｉMenu → メニュー／検索→ ケータイ電話
メーカー→ ＠Fケータイ応援団
※ アクセス方法は予告なしに変更される場合
があります。

サイトアクセス
用QRコード

◆ きせかえツールの内容を確認する

1

me［データBOX］e7eフォルダ
を選択

2

きせかえツールにカーソルを合わせてa
きせかえツールに登録されている項目の一覧が
表示されます。

b

a 項目
項目のアイコンと項目名が表示されます。設
定されているアイコンにはチェック（赤）が
付いています。
b ファイル形式
：JPEG形式の画像
：GIF形式の画像
：SWF（Flash画像）
：きせかえメニュー
：MP4形式の動画
：MFi形式のメロディ
：SMF形式のメロディ
表示なし：ファイルなし
･ mを押し、「内容表示」を選択しても内容を
確認できます。
･ pを押すと、きせかえツールを設定できま
す。
きせかえツールのプレビューイメージを表示す
る：きせかえツールにカーソルを合わせてg
･ プレビュー画面でpを押してもきせかえ
ツールを設定できます。

音／画面／照明設定

項目を選択
項目のデータや情報が表示または再生されます。
･ スクリーンテーマを選択すると、「カラーテー
マ」「フォント」どおりのプレビュー画面が表
示されます。

✔お知らせ
･「SimpleMenu」を使用しているときは、バイリンガル
の設定はありません。
「SimpleMenu」の項目番号→
P409
･ きせかえツールによって変更された機能は、「きせかえ
ツールに従う」に設定されます。複数のきせかえツー
ルを設定した場合で重複する項目があるときは、最後
に設定したきせかえツールの項目のデータが設定され
ます。きせかえツールを設定後、各設定画面で「きせ
かえツールに従う」以外を選択すると、きせかえツー
ルの解除確認画面が表示されます。
「はい」を選択する
と、該当項目のみ解除されます。きせかえツールの設
定に戻すには、再度きせかえツールを設定してくださ
い。
･ きせかえツール内に表示・再生できないデータがある
ときは、きせかえツールを設定しても、そのデータの
み設定されません。

メニューをカスタマイズする

a
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3

きせかえメニューのメニュー項目を自分で変更した
り、ベーシックメニューのアイコンを変更したりで
きます。
･ 設定しているコンテンツによって、変更または入
れ替えできる項目が異なります。
･ メニュー項目の変更や入れ替えに対応したきせか
えツールをダウンロードして使用するか、スペ
シャルモード（→P99）の「ハニー」を設定して
いる場合のみ、きせかえメニューのメニュー項目
をカスタマイズできます。

◆ きせかえメニューのメニュー項目をカス
タマイズする

❖ メニュー項目を変更する

1

meメニュー項目にカーソルを合わせて
me2e登録する機能を選択
･ 2階層目まで選択できます。

❖ メニュー項目を入れ替える

1

meメニュー項目にカーソルを合わせて
me3e入れ替え先の項目を選択

❖ メニューの操作履歴をリセットする

1

me［設定／NWサービス］
e2231e「はい」

◆ ベーシックメニューのアイコンと背景を
変更する

1

met
･ 表示メニューがベーシックメニューのときは、
tを押す必要はありません。

2
3

me2
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トータルカスタマイズ

FOMA端末の画面をカスタマイズ
する
ディスプレイの待受画面やメニュー、時計、電池ア
イコン、アンテナアイコン、背面ディスプレイパ
ターンなどの画面のデザインを変更して、3種類のオ
リジナルのコーディネイトを作成できます。

機能を選択eフォルダを選択e画像を選
択

1

me［設定／NWサービス］
e32

続けて他の機能のメニューアイコンも同様に設
定できます。

2

1〜3のいずれかを選択e各項目を
設定ep

1件解除する：アイコンにカーソルを合わせて
me1e「はい」

タイトル：全角10（半角20）文字以内で入力
します。
メニューデザイン：プリインストールされてい
るきせかえツールを選択します。
スクリーン設定：ディスプレイの表示色の配色
を設定します。
待受画像設定：待受画面（縦画面）に表示する
画像を設定します。静止画、GIFアニメー
ション、パラパラマンガ、Flash画像を設定
できます。
待受時計／形式／表示位置／曜日：待受画面に
時計を表示するかどうか、表示する時計のデ
ザイン、形式、表示位置、曜日の表示の種類
を設定します。
時計表示設定の項目→P104「時計の表示を
設定する」操作1
電池アイコン：電池アイコンの種類を設定しま
す。
アンテナアイコン：アンテナアイコンの種類を
設定します。
背面ディスプレイ時計パターン：背面ディスプ
レイの時計パターンを選択します。
背面ディスプレイ音声着信画像：電話着信中の
背面ディスプレイの画像パターンを選択しま
す。
背面ディスプレイメール受信中画像：メール受
信中の背面ディスプレイの画像パターンを選
択します。

全件解除する：me2e「はい」

4

aeフォルダを選択e画像を選択
背景が設定されます。
背景を解除する：me4e「はい」

5

pe「はい」
･ 表示メニューがベーシックメニューのときは、
ベーシックメニューへの変更確認画面が表示
されません。

✔お知らせ
･ パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内
の画像は選択できません。また、GIFアニメーションを
選択すると最初のコマが表示されます。
･ 設定する画像のサイズにより、アイコンは
192×192、背景画像は480×704に拡大／縮小表
示されます。
･ 次の場合はベーシックメニューのアイコンと背景を変
更できません。
-「ベーシックアイコン」を含むきせかえツールの使用
中
- パーソナルデータロック中

◆ お買い上げ時のメニュー項目やアイコン
に戻す
･ セレクトメニューもお買い上げ時の状態に戻りま
す。

1

me［設定／NWサービス］
e2232e認証操作e「は
い」

電池アイコン設定／アンテナアイコン設定

電池やアンテナのアイコンを変更す
る

1

me［設定／NWサービス］
e21e3または4e1〜
6
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不在着信お知らせ

不在着信や未読メールなどの新着情
報をランプで知らせる
FOMA端末を閉じているときに未確認の不在着信
（音声電話／テレビ電話）や未読情報（メール／
チャットメール／SMS）があるときにランプを点滅
させて知らせるかどうかを設定します。

1

me［設定／NWサービス］
e26e1または2

◆ 電話／メールの着信やトルカ取得の点灯
パターンと点灯色を設定する〈着信イル
ミネーション〉
〈例〉電話／メールの着信時のイルミネーション動作
を設定する

1

me［設定／NWサービス］
e251

2

イルミネーションパターン欄を選択
e1〜7

･「ON」にした場合、未確認の不在着信がある

･「メロディ連動」にすると、着信音に合わせて

ときは、着信イルミネーションの電話着信の
イルミネーションカラーに従って約6秒間隔
で点滅します。未読情報があるときは、着信
イルミネーションのメール着信のイルミネー
ションカラーに従って約6秒間隔で点滅しま
す。新着情報を確認すると点滅は停止します。

「レインボー」で点滅します。ただし、メロ
ディによっては連動しない場合があります。
･「メロディ連動」に設定して不在着信お知らせ
を「ON」にしている場合で、新着情報がある
ときのイルミネーションカラーは、電話着信
のイルミネーションカラーおよびメール着信
のイルミネーションカラーに従います。
･「メロディ連動」または「OFF」を選択したと
きは、操作4に進みます。

✔お知らせ
･ 新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に
従ってランプが点滅します。
a 不在着信（音声電話／テレビ電話）
b 未読情報（メール／チャットメール／SMS）
･「ON」にした場合、最後の新着情報から約6時間経過
したときや、待受画面の
（数字は件数）
を消去したときは、情報を確認していなくてもランプ
の点滅は停止します。

イルミネーション設定

着信時や通話中などの点灯パターン
と点灯色を設定する
･ 本設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、
プッシュトーク着信設定、メール着信設定、
チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、
メッセージF着信設定、トルカ取得確認設定のイル
ミネーション設定にもそれぞれ反映されます。

トルカ取得時の点灯を設定する：イルミネー
ション欄を選択e1または2

3

イルミネーションカラー欄を選択eイル
ミネーションカラーを選択

4

p

✔お知らせ
･ チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着
信動作に従う」に設定している場合は、チャットメー
ル着信は選択不可を示す画面が表示されます。

❖ 着信イルミネーションの優先順位
複数の機能で着信イルミネーションのイルミネー
ションパターン、イルミネーションカラーを設定し
ている場合は、次の優先順位でランプが点灯します。
a FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
b FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
c 着信イルミネーション／電話着信設定／テレビ電
話着信設定／メール着信設定

◆ 電話中／ICカードアクセス中の点灯と点
灯色を設定する〈通話中イルミネーショ
ン／ICカードアクセスイルミネーショ
ン〉

1

me［設定／NWサービス］
e25e2または4eイルミ
ネーション欄を選択e1または2
･「ON」にするとイルミネーションカラーを設
定できます。
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2

イルミネーションカラー欄を選択eイル
ミネーションカラーを選択ep

◆ GPSの点灯パターンと点灯色を設定す
る〈GPS測位イルミネーション〉

1

me［設定／NWサービス］
e253eイルミネーションパ
ターン欄を選択e1〜7
･「メロディ連動」は設定できません。また、位
置提供／許可、位置提供／毎回確認には
「OFF」も設定できません。

2

イルミネーションカラー欄を選択eイル
ミネーションカラーを選択ep

◆ 開閉・回転時の点灯を設定する〈開閉回
転イルミネーション〉

1

me［設定／NWサービス］
e255e1または2

✔お知らせ
･ ランプの点灯時は、次の現象が起きることがあります。
これはランプに用いているLEDやFOMA端末の特性に
よるものであり、FOMA端末の故障ではありません。
あらかじめご了承ください。
- FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や
明るさに差異があります。
- FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色名と
は異なる色に見えることがあります。

フォント選択

フォントを変える
メニュー画面やｉモードサイト、フルブラウザ、文
字入力画面などに表示される文字の種類を変更でき
ます。
･ ひらがな／カタカナはお買い上げ時に登録されて
いる「プリティー桃」のほかに、ダウンロードし
たフォントを利用できます。

1

me［設定／NWサービス］
e272e漢字／英数字欄を選
択e1〜3

2

ひらがな／カタカナ欄を選択eフォント
を選択

✔お知らせ
･ カメラ、ｉアプリ、ｉモーションなど、一部の機能に
は本設定は反映されません。

文字サイズ設定

文字の大きさを変更する
MENU［設定／NWサービス］74

テキストメモ、メール本文入力などの全画面入力や
画面メモ、ｉモードサイト、フルブラウザ、メール
を表示したりするときの文字サイズを変更できます。
〈例〉一括で設定するとき

1

me［設定／NWサービス］
e271

2

1e1〜6
ｉモードを設定する：2e1〜5
フルブラウザを設定する：3e1〜4
メール閲覧を設定する：4e1〜5
メール編集／文字入力を設定する：5e1
〜6
電話帳／履歴を設定する：6e1または
2

✔お知らせ
･ ｉモード、フルブラウザ、メール閲覧、電話帳／履歴
で設定できないサイズが一括の設定の際に選択された
場合は、最も近いサイズが設定されます。
･ 一括で選択した文字サイズによって、メニューの文字
サイズ確認画面が表示されます。
「はい」を選択する
と、選択した文字サイズに適したきせかえツールを選
択できます。
･ メール詳細画面からも文字サイズを変更できます。設
定内容は本設定のメール閲覧にも反映されます。→
P198

ダウンロードしたフォントを削除する：ひらが
な／カタカナ欄を選択eフォントにカーソル
を合わせてme「はい」
･ お買い上げ時に登録されているフォントや、
現在利用中のフォントは削除できません。

3

p
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時計表示設定

バイリンガル

時計の表示を設定する

画面を英語表示に切り替える

MENU［設定／NWサービス］212

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、表
示位置を設定できます。また、曜日の表示言語や時
刻の表示形式も設定できます。

1

me［設定／NWサービス］
e724e各項目を設定ep
デザイン：時計を表示するかどうかを設定しま
す。「ON」にした場合は時計のデザインを
「アナログ」「デジタル1〜4」「世界時計」か
ら選択します。
･「世界時計」に設定すると、左側に日本国内
の時刻を、右側に設定したタイムゾーンの
時刻と名称を表示します。
形式：時計の表示形式を「24時間表示」と
「12時間表示」のどちらかに設定します。
表示位置：時計を表示する位置を設定します。
曜日：曜日の表示を日本語と英語のどちらで表
示するかを設定します。
･「バイリンガルに従う」に設定すると、バイ
リンガルの設定に従って表示します。
世界時計：デザインで「世界時計」を選択した
ときに、表示するタイムゾーンの設定やサ
マータイムを有効にするかどうかを設定しま
す。また、タイムゾーンの名称を設定します。
･ サマータイムを「ON」にすると、設定した
タイムゾーンの時刻を1時間進めて表示し
ます。

✔お知らせ
･ 待受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が
表示されます。この表示は、形式で設定した時計の表
示形式に従って「24時間表示」または「12時間表示」
に変更されます。
･ 次の場合は、デザインや表示位置の設定に関わらず、
「デジタル1」の時計が表示位置「上」で表示されます。
- 待受画面に動画／ｉモーション、キャラ電が表示され
ている場合
- ｉアプリ待受画面が表示されている場合
･ オールロック中、おまかせロック中は、本設定に関わ
らず時計の表示位置は「上」になります。
･ 海外で利用中は、デュアル時計設定に従います。→
P394
･「デジタル1」と「世界時計」は形式の設定に関わらず
24時間表示となります。
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✔お知らせ
･ バイリンガルの設定は、FOMAカードにも保存されま
す。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMA
カードに保存されている設定に切り替わります。
･ 本設定を「English」に設定しても、きせかえツールに
よっては表示メニューが英語に切り替わらないものが
あります。ただし、
「プリインストール」フォルダのき
せかえツールを設定している場合は「English」専用の
メニューが表示されます。

